こんにちは。ウチノです！
所沢に根づいて 46 年。
逃げも隠れもいたしません！
ウチノは地元の皆さまに支
えられています。

ーー

う
っ
ち
新聞

が
この町のみなさま
ために
す
ら
快適に安心して暮 ます！！
り
ば
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社長あいさつ

ウチノがカルチャー教室を

はじめます !

10/19（水） デコパージュ教室
定員 10 名
時間 午前クラス
午後クラス
10:00〜12:30
13:30〜16:00
受講料 ￥3,500（材料費込み）
応募締め切り 10 月７日（金）

1 回のみの参加もできます！

9~10

２回目からはこんな作品が作れます！

10/21（金） シャドーアート体験
お気に入りの絵が立体感のある絵に大変身♫
2 回目以降はお好きな絵で制作できます！

2016 年

受講者
募集！

今回は
ュ
ティッシ
ウエット
ス
ケー
す♫
を作りま

好きな模様を選んで自分だけのオリジナルグッズが
つくれます♫

体験ではこちらを
作ります。

定員 10 名
時間 午前クラス
午後クラス
10:00〜12:30
14:00〜16:30
受講料 ￥3,000（材料費込み）
応募締め切り 10 月７日（金）

月号

早いものでもう九月に入ってしまい
ましたねェー。
暦の上では立春から二百十日は八月三十一日でし
た。台風襲来のシーズンです。まだまだ気が抜けま
せん。
先日二十二日に上陸した台風九号の爪痕は大きく
我が町内でも柳瀬川沿いの被害が予想外でありまし
た。水の力の凄さを身近で経験したのは、この歳に
なって初めてであります。
皆さま方もご用心ください。
お彼岸ころの深夜には毎晩のように虫たちの三重
奏を聴きながら夜長を楽しんでおります。
それでは今号の「うっちー新聞」をお楽しみくだ
さい！

株式会社ウチノ

第 45 号

悪質リフォーム業者の見分け方

近年︑高齢者をねらった悪質リフォーム業者による被害が多発しています︒

なかには﹁無料診断﹂と偽って近づき点検後に﹁シロアリの被害がある﹂︑

﹁外壁にヒビが入っている﹂︑﹁倒壊の危険がある﹂などと不安をあおり︑

不要な工事を迫る業者もいます︒床下扇風機︑耐震金具などを取り付けて︑

後で高額な請求をされる場合もあります︒どの業界にも悪質業者というのは

存在し︑リフォーム業界も例外ではありませんが︑多くのリフォーム業者は︑

誠実に仕事をしています︒地元に根ざしてやっているところは安心ですが︑次

のようなポイントを抑えていれば︑悪徳業者に騙されることもないので︑ぜひ

悪質業者を見抜くポイント
―

□リフォームの契約や工事を急がせたり︑

その場ではんこを押すようにせまる

□料金が極端に安い

︵手抜き工事をされてしまう危険性あり︶

□見積の内容が大ざっぱ︒

もしくは見積書がなく金額だけを見せる

□工事内容の説明をしながら︑必要以上に不安をあおる

□断っても執拗に契約を迫ったり︑恐怖心をあおる

悪徳業者は︑見るからに悪人顔をしている訳ではありません︒

丁寧で感じのいい応対をしてくる場合もあります︒

見た目や態度だけで悪質業者と見分けるのは困難です︒

どうか油断しないようにしてください︒

地元に根差してやっているところは安心です︒

もし不安に思うようなことがあれば︑当社ではいつでも相談にのらせて頂きます︒

覚えておいてください︒

10/20（木）英会話体験
習慣化サポート型の英会話スクールです。
暗記しないで学べる新しい学習方法！

【３STEP で結果を出す、暗記しない英語上達法！】
自宅学習できる EIZETSU の教材を最初に
購入していただきます。

定員 10 名
時間 10:00〜12:00
受講料 ￥1,000（１回）
応募締め切り 10 月７日（金）

・教材費 20,000 円
・月謝 4,000 円

レッ
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【講師募集】

お申し込みは下記の番号へ
お電話ください。

ウチノのショ
ールームで開
催する
カルチャー教
室の講師を募
集
して
います。
くわしくは一
度お電話でお
問い合
わせ下さい！

つづけ
所沢駅

所沢高校入口

西所沢駅

北久米
463

リピートされ て半世紀

株式会社ウチノ
〒359-1133 所沢市荒幡４２５
営業時間 8:30~17:30

お電話はこちら

荒

幡

☎04-2923-2443
24 時間電話対応

ウチノ

ホームページもご覧ください！
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〜窓の断熱で冬の電気代を節約！結露対策にも〜
冬になると暖房の電気代がかさみます︒
みなさんは︑窓が部屋の暖かい空気を外に逃がしてしまっている︑という

窓を断熱にするにはどんな方法があるの？

窓の断熱の方法として︑窓ガラス自体を断熱仕様にする方法が
あります︒﹁断熱ガラス﹂と呼ばれる︑ひとつのサッシに二枚
のガラスを設置するものや︑﹁二重窓﹂と呼ばれる︑窓の内側
︵室内側︶にもう一枚窓を設置する方法などです︒どちらも︑

ことをご存知ですか？
窓の断熱を工夫することで︑冬の電気代を無駄なく節約できるだけでなく︑
ガラス二枚の間に空気の層を作ることで熱を通しにくくする
︵外の冷気を遮断する︶という効果があり︑こうした窓では結露

結露の対策にもなるんです︒

【検針】内野あけみ

もほとんど起こらなくなります︒

い
さ

が

まちがいはぜんぶで５つ

し

なぜ窓を断熱すると電気代を節約できるの？

【検針】畔本宏美

窓が結露したら断熱不足のサイン！

が

寒い冬になると︑せっかく部屋の中を温めても︑その熱は窓から

ち

外に逃げてしまいます︒

ま

窓から熱が外へ逃げてしまう分︑室内を暖める為に使うエアコン
やヒーターの電気代が余計にかかってしまいます︒
そこで︑窓の断熱をして熱が外へ逃げないようにすると︑余計な
エアコンやヒーターの電気代をかけずに節約できるということな
んです︒

葉山のクルージングに行っ
て来ました。葉山灯台をみ
て森戸神社の赤い鳥居・江
ノ島・七里ケ浜から稲村ケ
崎と一周 45 分。潮風と海の
香りを満喫できました！

趣味のサバイバルゲームで
使うエアガンが恐ろしい勢
いで増えたこと！おまけに
その中の２つが故障したこ
とです（泣）

答えは左下をみてね！

なぜ窓から熱が外へ逃げてしまうの？

家の壁は窓よりも厚く︑断熱材も入っています︒そのため壁は熱を通
しにくくなっています︒
しかし︑窓はガラスだけであることと︑日本で一般的なアルミサッシ
の断熱性が低いため︑熱を通しやすいんです︒
そのため︑窓が室内でいちばん暖気を逃し︑冷気を取り込む場所となっ

８月で息子が 1 歳になり、
お誕生日祝いに息子と私、
ばあばとひいばあばの 4 世
代で四ッ谷にあるおもちゃ
博物館へ行きました♫楽し
んでくれたみたいです♡

孫と羽村動物園に行きまし
た。動物園が苦手な私でも
孫の喜んでいる姿を見ると
良い思い出になります！

【広報】村松和泉
【経理】内野順子

【エネルギー業務】内野晴彰
【部長】平塚隆信
学生ぶりに自宅へ友達を呼
びバーベキューをしまし
た！コストコに買い出しに
行ったり、久しぶりに会う
友達もいて楽しい時間をす
ごせました！

答え：①パラソルの犬の口
②窓の数
③男の子のイス

法要の為に行った淡路島で
す。孫を含め総勢９人だっ
たのでかなり賑やかな旅行
となりました。普段会えな
い親戚の人にも会えて嬉し
かったです。

「2016 年の夏の思い出」は？

一問一答

息子と初めてカブトムシ取
りに行きました。カブトム
シ４匹、クワガタ５匹捕獲！
息子も大喜び！これで父親
の威厳も保たれた？

【常務】内野裕崇
町内会の盆踊り会場で久し
ぶりに、小・中・高と同じ
進路の友人に会うことがで
きました。一杯呑りながら
30 分程…同級生はいつに
なってもいいですねェ〜

【社長】内野徳治

今回のお題は…

ています︒

ウチノの笑顔をお届けします！
ウチノの社員へ

④パフェ
⑤犬のウォーターディッシュ

