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かんたんお料理レシピ 
クイズに答えてQUOカードを当てよう! 
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ふじくん (平成２９年）２０１７年夏号   No. 26 

富士コントロール株式会社 

社  長：小高 正嘉 
（おだか まさよし） 

  

【作り方】 
1．ゴーヤは綺麗に洗い、縦半分に切り、種を出し、3ミリくらいの厚さに切る。 
2．フライパンに、ごま油を熱し、ゴーヤをじっくり炒める。ゴーヤがしんなりし
たら、火を止めて、☆調味料を入れ混ぜ合わせてさらに炒める。 

3．汁気がなくなるまで炒めたら、かつおぶしと白ゴマをいれて混ぜたら出
来上がり。 

【材料】（３～４人分） 
ゴーヤ ・・・ 1本 
☆味噌 ・・・ 大１ 
☆砂糖 ・・・ 大２ 
☆みりん ・・・ 大１ 
☆酒 ・・・ 大１ 

かつおぶし ・・・ １パック 
ごま油 ・・・ 大１ 
白ごま ・・・ 大１ 

クイズに答えて 

QUOカードを 
当てよう!! 

【クイズ】 
今月号の中から「シロ君」を見つけ
てください。 

【ヒント】 

シロアリチェックは大切です！ 

官製ハガキに、シロ君がいるページ
の答えと郵便番号・住所・氏名・富
士だよりの感想を一言書いて、
349-1103久喜市栗橋東2-14-14
富士コントロール(株)富士だよりク
イズ係までお送り下さい。 
応募締切：平成2９年９月30日 
当選発表は、商品の発送をもって
替えさせていただきます。 

QUOカード3,000円分を 
3名様にプレゼント!! 

←シロ君 

居酒屋 のまっしょ元 

当社のイベントにも毎回参加して下さる居
酒屋さんです。ランチもやっており、新鮮な
魚介を安く食べられます。当社従業員もよ
くいくアットホームな雰囲気のお店です。 
 
■本店 
久喜市栗橋中央1-2-10-5 
0480-53-0817 
11：３０～14：００ （火曜～金曜のみランチ） 
17：００～24：００  月曜定休 
 
■南栗橋店 
久喜市南栗橋1-1-5 川村ビル 1F 
0480-52-1009 
[火～土] 11:30～15:00 17:00～22:45 
[  日  ] 11:30～14:00 16:00～22:30  
 月曜定休 

海鮮丼 栗橋本店 

暑気払い、忘年会などの宴会でもご利用ください。個室もご用意
しております。（当社でリフォームさせて頂きました） 

南栗橋店内 南栗橋店 

げん 
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～かしこい防犯対策２～ 
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見守りカメラ「ATOM（アトム）」に関するお問い合わせは・・・ 
フリーダイヤル： 
 
まで、お気軽にお問い合わせください。 
担当：地域活性課 大島または阿部 

★防犯ブザーをいつでも鳴らせるところにつける 

★木が多い、建物に囲まれているなど、見通しの悪い公園で遊ばない 

★なるべく1人にならない、親への帰りの連絡をする 

■「ポケットブック まいたま」を活用しよう 

いつ？ 
どんな時間？ 
 
どんな場所？ 

7月～10月が多い 

午後2時～午後6時 

→下校時～夕飯時の間!! 

駐車場や駐輪場で5割 

■遠くにいても、外出先でも安心！ 

不審者多発！! 

2月19日 久喜市栗橋東1丁目 
女児が見知らぬ男に「家はどこ？ 
何年生？」などと声をかけられる 

6月12日(月)久喜市緑1丁目 
女性が不審者に、つきまとわ
れた 

4月21日 久喜市栗橋東1丁目 
男児が見知らぬ男に「家に連れて 
行こうか」等と声をかけられる 

4月11日 久喜市栗橋東4丁目 
女性が男に、露出した下半身を 
見せつけられた 6月13日(火)久喜市間鎌 

女子生徒が男に、声をかけ
られた 

栗橋 

0120-600-223 

これから夏に入って暑い日が続いた時、離れて暮らすお年

寄りが熱中症や脱水症状をおこしてないか心配になりま

すよね。 

また共働きで、子どもやペットだけのお留守番が多いお家

では、留守の時に怪しい人が来ていないか、子どもが具合

悪そうにしていないか気になります。 

離れて暮らすお年寄のいるご家庭や、共働きで留守がち

なご家庭には、音と動きを検知して対象物を自動で360度

追い続ける家庭用見守りカメラが、お年寄りの一人暮らし、

留守番中の子どもやペットの見守りに強い味方となりそう

です。 

■離れて暮らすお年寄り、留守中の子どもやペットが心配 

■夏休みは子どもの外出が多くなる 

■スマホで確認できる 
そんなご家庭には、アプリを通して自宅を確認できる家庭

用見守りカメラはいかがでしょうか。 

 

アプリを開くと、室内の様子をリアルタイムで確認でき、「今

日は暑いから、エアコン入れてね」や「今日の具合はどう？」

など、双方向会話や呼びかけができます。 

 

また不在時の侵入者には音と動きを検知して対象物を追

い続け、アラートを鳴らして警告。アプリを通してスマートフォ

ンやタブレットに異常事態を通知します。赤外線ライト搭載

なので、部屋が真っ暗でも異常事態をキャッチしてくれます。 

 

撮影した動画はタイムラインで表示され、あとから振り返っ

て確認することができます。また撮影したデータはMicroSD

カードに保存されるほか、24時間分の動画と３日分のア

ラート通知をフリークラウドに保存可能です。 

 

 

「ポケットブックまいたま」は、埼玉県が提供するアプリです。 

安心・安全な埼玉ライフのための楽しく、役立つ情報や、地震情報・避難情報な

ど災害時の緊急情報などがスマホに届きます。さらに近くの事件・事故が一目で

わかるマップ情報、防犯ブザー機能や夜間の救急情報などもあり安心です。 

夏は遅くまで日が高いため、開放的になりがちです。特に夏休みは子どもが遅く

まで出歩く機会も増えるため、見知らぬ人に声をかけられたり、つきまとわれたり

する事も増えてきます。 

■どうすればいいの？ 

声かけ 

55% 

つきまとい 

12% 

車両誘い

込み 

7% 

痴漢 

6% 

その他 

20% 

不審者情報（行為別） 

見守りカメラ「ATOM（アトム）」 
※「ATOM」の使用は、Wi-Fi環境
が必要です 
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ふじ君の 
  

梅雨が明けるといよいよ台風のシーズンになり
ます。年間で8月、9月が接近・上陸が一番多い
時期になります。ゲリラ豪雨や強風・突風で大切
な住まいに打撃を受けないように前もって対策
をしましょう。 

瓦屋根の場合・・ひ
び割れや瓦のずれはないで
すか？ 
・瓦屋根以外・・・釘が抜けて
いませんか？ 

放置しておくと雨や強風で雨漏りや屋根材が
飛ばされる等の被害にあってしまいます。長年メンテナ
ンスをしていない方は台風シーズン前にプロの点検を！！ 

窓がガタついていま
せんか？小さなヒビなどはあ
りませんか？ 

強風でガタつきがあ 
る窓はガラスが割れる可能性があります。強風で飛ばさ
れてきた飛来物から守るために、雨戸やシャッターを早
めに閉めるようにしましょう。 

空になっているプラ
ンターや園芸用品等がお庭
に放置されていませんか？ 

強風で飛ばされて 
ガラスや外壁等を傷付ける恐れがあります。台風が来
る前に飛来しそうな物は、室内や物置にしまっておきま
しょう。 

雨樋が破損したり詰まって
いると建物に雨水が浸入する可能性
があります。外から一週して確認し破
損していないか確認しましょう。 

雨樋は破損していたり、変形
していませんか？また、落ち葉などで
詰まっていませんか？ 

ベランダの排水口に
落ち葉などのゴミは溜まって
いませんか？ 

排水口が詰まってい 
るとベランダ内で雨水が増水し、防水層を乗り越えて雨
漏りの原因になります。排水口の掃除をしましょう。 

外壁にひび割れは
ありませんか？ サイディング
の継ぎ目のゴムの部分（シー
リング）が割れたり剥がれた
りしていませんか？ 
 

ヘアクラック（1㎜以下のヒビ）では殆ど問題は
ないですが、少し大きなヒビがあると浸水する可能性
があります。台風シーズン前にご自分の目で確認しま
しょう。 

台風には大雨が
つきものです。浸水等に
備えは充分ですか？ 

玄関付近には 
浸水を防ぐため、土のう等を準備しておきましょう。
水に濡らすと数分で土のうのようになる防災グッズ
も売られています。 
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年輪の広い方は南向き？ 

「年輪の広い方は南を指す」という言葉を聞いたこと

はあるでしょうか？南側は良く陽が当たる為成長し

やすく年輪が太くなるから年輪の広い方は南である

と言われます。山で遭難した時木の切り株を見て南

が分かればとても便利ですね。が！実はこの話、全く

のうそなのです。 

vol.５ 

このコーナーでは、浄化槽の正しい知識と、普段

の生活の中でちょっとした気配りのポイントをお

伝えしていきたいと思います。 

  

 

ポストに 
広告チラシなどが 

たまっている 

建物の周りが 
傷んで壊れて 

きている 

敷地内に 
ゴミが不法投棄 

されている 

雑草が伸びて 
近隣に迷惑を 

かけている 

地域限定特別サービス 

 詳しくは 
お問い合わせ 
ください! 

Q.我が家は3人家族ですが、浄化槽は5人槽を使
用しています。浄化槽清掃は1年に1回必要です
か？ 
A.汚泥やスカムの引き抜き以外に、槽内の設備
や装置の洗浄を行い、浄化槽が正常な機能を発
揮出来るようにする必要があります。また、表面
に浮いているスカムは、長期間置いておく事で堅
くなり、抜き取る事が困難になる事があります。
浄化槽の状態を良好に保つ為に適正な浄化槽
清掃をお願いします。 

突然の排水管の詰まりなどで困らない為にも、定
期的な排水管清掃はお家の重要なメンテナンス。 
その際は、浄化槽清掃直前の排水管清掃がお勧め
です。 
排水管の汚れを浄化槽へ流した後で、浄化槽を清
掃した方が合理的だと思いませんか？  
但し、排水管清掃直後は早めに浄化槽清掃を実施
する事が大切です。汚れの流入により浄化槽の状
態が一時的に低下し臭いが発生する事もあります。 

浄化槽清掃の必要性 
●浄化槽清掃とは・・・ 
①スカムや汚泥を槽外へ引き抜く 
  浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによ
る生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の
固まりが生じます 

②槽内の設備・装置の洗浄 
  汚泥や微生物の付着によって槽内の設備や装置が正常に働けなくなる事を防
ぎます。 

また、浄化槽法で年に１回以上（全ばっ気型の浄化槽は6ヶ月に1回以上）の実施が
義務づけられています。 
浄化槽清掃は市町村の指定業者に委託する必要があります。故障や破損を防ぎ、
臭気の発生や汚れた水の流出を防ぐ為に、正しい浄化槽清掃の実施をおすすめし
ます。 
 

●浄化槽の管理には・・・ 
「浄化槽清掃」「保守点検」「法定検査」の３つが義務づけられています。 

【清掃時期の目安】 
年輪とはそもそも木の成長に伴いできるもので、確かに

成長しやすい環境下では太く、しづらい環境下では細く

なる傾向にあります。しかし、「南側はよく陽が当たる」

程度では植物にとって大きな環境の違いとはいえない

為1つの年輪に開きが出て方角が分かるということは

ないのです。1つの年輪に開きが出る原因としては木が

斜面で成育しているなどの地形的な要因の方がずっと

大きいです。山で遭難しても切り株を見て南が分かった

と思ってしまっては駄目ですよ！ 

 

浄化槽の処理に悪影響
を及ぼす物質の流入に
より、浄化槽の生物処
理が困難と思われる時 

汚泥やスカムが著し
く厚くなった時 

槽内の水位が著しく
上昇した時 


