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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） 

パン工房 komugi 

今年の６月18日で５周年を迎えるkomugiさん。
無添加生地にこだわった、焼きたてパンを販売
しています。中でもカレーパンとメロンパンは、担
当の一押しです！！！（カレーパンは、バターチキン
カレーパンを含め数種あり、季節により抹茶メ
ロンパンもあります） 
 
パン工房 komugi 
加須市間口1259-8 
0480-44-9919 
10：00～1９：００  
日・月曜定休 

こむぎ 

深むし茶【清助】と【お茶大好きさん】は、当店の
逸品としてお客様に喜ばれております。 
夏のお茶として【シャカシャカ】するだけで美味
しい冷茶が出来る【粉末煎茶】がお薦め！！ 
冷茶の作り方と粉末茶の利用法も配布してい
ます。 
 
斎藤茶店 
久喜市栗橋北1-4-57 
0480-52-0619 
8：3０～18：００  
月曜定休・元日 

メロンパン  130円 焼きカレーパン 1６0円 

天然酵母パンドミー   
（5本限定） 390円 

くるみおさつ  180円 

【清助】（100g1,080円） 
【お茶大好きさん】（100g540円） 

【粉末煎茶】（100g1,080円） 



－2－ －3－ 

～地震に備えて～ 

■非常用持出品チェックリスト 
重要性
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情報収集のため。できればソーラーバッテリーがオススメ

色々なものを片付ける時にあると便利

水を使わないシャンプー

地震の直後は手に入りにくい品のため

地震の直後は手に入りにくい品のため

絆創膏・風邪薬・消毒薬・ガーゼなど

断水時に水をもらうのに役立つ

助けを呼ぶのに役立つ。人の声よりも遠くまで聞こえる
し、弱った力でも音が強くでる。

みかんやももの缶詰、チョコレート（過酷な環境下にいる
時は、甘いものを摂取するとストレスが緩和される。

手洗いやちょっとした消毒に使える。

食器に被せることで、洗い物を減らせる。

アルファー枚、レトルトご飯、パンの缶詰

フリーズドライの野菜、コーンの缶詰、根野菜

10回分程度

食料を温めるのに重宝。

コンロ用のボンベを用意。1本で大体1時間程度。

停電時に貴重な情報源になる。

停電時には真っ暗になるので、必ず用意する。

ATMが使えなくなったりするので、10万円程度用意した
い。小銭も用意する。

医療機関を受診するのに必要。ただし、緊急時は必要事
項がわかっていれば大丈夫なことも多い。

サランラップ

スマホ用バッテリー

軍手・マスク

ドライシャンプー

生理用品

オムツ

免許証のコピー

医療品

給水タンク

ホイッスル

果物・甘いもの

ウエットティッシュ

簡易トイレ

簡易コンロ

ガスボンベ

ラジオ

ランタン・懐中電灯

現金

項目 説明

飲料水 3リットル/日が必要。最低3日分。推奨1週間

食料（主食）

食料（副菜）

～経営理念～ 
我が社は、建物に関するメンテナンスやサービスを提供することで、地域の環境保全・建物の健康

維持の支援を通じて社会に貢献し、確固たる地位と信用を築き、顧客から選ばれる建物総合サー

ビス会社になる。 

そのために 

１．お客様を第一に考える行動を基本とする。 

２．従業員を含め当社に関連して働く全ての人と、夢・希望を共有し、共に栄え共に育つ。 

３．会社を継続して発展させるために、常に改善を実施する。 

◆リフォーム全般 

・キッチン、風呂、洗面、 

トイレのリニューアル 

・室内の改装、間取り変更、模様替え 

・外壁、屋根塗り替え 

・外構、カーポート補修・新設 

◆水回り全般 

・浄化槽管理 

・本下水切替 

・給水、排水、風呂洗浄 

・水漏れ、つまり修理交換 

◆消毒・害虫駆除 

・白アリ予防、駆除 

・ネズミ、ゴキブリ駆除 

◆遺品整理・空き家管理 

・室内の片付け 

・不要品の廃棄 

◆クリーニング全般 

・キッチン、風呂、洗面、 

トイレのクリーニング 

・エアコン、絨毯の掃除 

地震はいつ自分の身に降りかかるか分からないまさに天災です。防ぎようないです
が、被害を最小限に食い止めることはできます。是非参考に、ご覧ください。 

  
ふじ君の 

下記の非常用持出品は、◎が是非用意して頂きたいもの、△はあれば助かるもの
です。参考にして、準備をして頂ければと思います。 

水回り 

サービス 

建物 

総合 

サービス 

住環境 

改善 
リフォーム 

遺品整理 

空き家管理 
クリーニング 
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ふじ君の 

■パニックにならないこと 

巨大地震が起きたら、まずは『パニックにならないでください』 。どうしても

パニックになりそうな人は、よく目立つ場所にやっておくべきことを書いて

貼っておきましょう。 

■安全ゾーン「三角スポット」に逃げ込んで！ 

地震が起きたとき、家屋の中にいたら、落下物の危険性のない広い場所に

行くこと。ドアの下などは構造的に危ないので止めましょう。安全だと言わ

れているのが「三角スポット」です。太い柱の横下あたりです。構造的に三角

形は外力に非常に強い。普段から三角スポットを確認しておいてください。 

2011年3月11日東日本大震災の死者のうち、9割以上が津波による溺死

でした。あなたが地震にあった時に海岸や川の近くにいたら、遠くではなく、

すぐに高いところへ逃げてください。 

■海岸、川の近くにいたら、「より高い所」へ 

■避難経路を確保する 

地震が起きたときは、揺れによってドアや窓枠が変形してしまい、扉が開けら

れなくなり、逃げたくても逃げられなくなります。地震が起きたとき室内にい

たのであれば、扉や窓を開けて閉じこめられないようにし、避難経路を確保

しましょう。また、大きな地震の揺れによって窓ガラスが割れて降ってくる危

険性もあるので、外に出た場合は落下物の危険のない場所まで避難しま

しょう。 

■家を離れる際はブレーカーを切る 

地震で起きる火事の原因は、通電火災です。 地震によって電気回路が断線

やショートしているにも関わらず、電気を流し続けた事により火災になってし

まうのが通電火災です。家を離れて避難所に行く場合は、必ずブレーカーを

切ってから出かけましょう。そして、家に戻ってきたらブレーカーを入れて漏電

していないか確かめてください。 

地震が起きた後は、エレベーターが止まることがあります。閉じこめられない

ように、階段を使って避難しましょう。また、閉じこめられたとしてもパニック

にはならず、ブザーをならして外部に連絡をとりましょう。 

■エレベーターには乗らない 

■周りの様子を見て「安心だ」と判断しない 

人は予期しない状況に置かれても「これは日常だ。大丈夫だ」と認識して、精神を保とうとし

（正常性バイアス）、逃げ遅れてしまいます。また、周りの人と同じなら大丈夫という心理（多

数派同調バイアス）も働いてしまい、動けなくなってしまう人も多いです。震災時は周りに人

がいるから大丈夫といって安心するのは危険です。 

■お風呂に水を張る 

電気は東日本大震災の時でも概ね1週間で停電が解消されましたが、水道

は3週間程度かかっており、生活に必要な水に苦労した人が多かったです。

地震が起きたら断水する前にお風呂に水を張っておきましょう。トイレの水を

流すのにも使えますが、身体の汚れを取るのにも役立ちます。 

■クーラーボックスがあれば食品をボックスへ入れる 

大地震の場合には、即停電になってしまうこともあります。当然冷蔵庫もき

れてしまうので、もしクーラーボックスがあるなら、生鮮食品・冷凍食品だけ

でも保冷剤と一緒に移し替えておきましょう。 

■スーパーやコンビニで食糧・飲料水を買う 

地震が起きて数時間もすれば、スーパーの棚からあらゆるものが消え去るで

しょう。政府は3日間分は食糧を貯蔵するように言っていますので、事前に備

蓄するのはもちろんですが、予備として確保しておくといいでしょう。ただし

くれぐれも、買い占めなどしないように。 

■安否を確認する 

震災時は電話回線が混み合って家族や友人と連絡を取ることが難しいでしょうが、東日本

大震災の時もネットは早く復旧したので、twitterやLineなどを利用するのも手です。 

■家から遠くの場所にいたらホテルの予約をする 

東日本大震災の時には帰宅困難者が500万人に上りました。電車やバスは

ストップし、タクシーも大渋滞。一晩掛けて歩いて帰る人も。ならばいっそ、近

くのホテルを予約してゆっくり休んで翌日に出発するというのも手です。 
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vol.8 

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。 

  

Q. 保守点検・清掃の記録はどれくらい保管
しなければならないのですか 

A. 保守点検・清掃の記録は、浄化槽管理者
が3年間保管する義務があります。また、
これらの記録は法定検査の際に必要なも
のです。これらがないと法定検査の書類
検査ができなくなりますので、専用の書類
入れをつくって、保存するとよいでしょう。 

環境省によって策定された「生活排水処理施
設整備計画策定マニュアル」では、浄化槽の耐
用年数を使用実績から、浄化槽躯体は30年～、
機器・設備類7年～15年としています。ただし、
適正な維持管理がされている環境下では、耐
用年数はもう少し長く見ても問題ないとされて
います。「保守点検」「清掃」「法定検査」は必ず
実施してください。 

浄化槽の心臓「ブロワー」 

●ブロワーの役割 
①浄化槽内に空気を送ることで、微生物の繁殖を促し、汚水をきれいにします。 
②空気中の窒素を送り込むことで、アンモニアを分解し、悪臭を除去する。 
③浄化槽内で、汚水を循環させる設備を動かす。 
④浄化槽内に入ってきた固形物（ペーパーなど）を砕いて沈殿しやすくする 
などなど、最新の浄化槽ではこの他にもブロワーの空気によって動かしている浄
化槽内の設備などもあります。 

●ブロワーの種類 
一般家庭で設置されているブロワーは、以下のような種類があります 
 
 
 
 
 
浄化槽の人槽・処理方式によって適正なブロワーの取り付けが必要となります 

香りとは 
花やハーブには様々な香りがあり、時に私たちにリラックスや集

中の効果を与えてくれます。ではこの「香り」とはいったいなんな

のでしょうか？ 

植物それぞれの香りは「精油（せいゆ）」という植物が生成する

揮発性の油の独特な芳香によるものです。植物は代謝産出物、

排出物、フェロモン、虫の忌避剤などとして精油を産出すると

考えられおり、その香りをたまたま人間は良い香りだと感じる

ものがいくつか存在するようです。 

例えば、ハーブとして有名なミント。苦手な方ももちろんいらっ

しゃるかとは思いますが、清涼の香りとして様々なものに製品

化され利用されています。味を楽しんだり芳香剤として香りの

み楽しんだり用途は多彩です。こうして人間に好まれることの

多いミントですが、実は虫はこの香りが大嫌いです。ミントは虫

を寄せ付けない為にこの香りを放っていたのです。虫は嫌がる

のに人間は良い香りだと感じるなんて不思議ですね。夏など

は網戸にミントの精油を薄めたものを霧吹きでかけるだけで

私たち人間は香りを楽しみながらおしゃれに虫除けができま

す。是非今年の夏は植物の香り成分「精油」を意識しながら恩

恵を感じてみてください！ 

吹き出し口／風量 ～４０L／分 ６０L／分 ８０L／分 １００L／分～ 

１口 ○ ○ ○ ○ 

２口 なし なし ○ ○ 

●ブロワーの故障 
ブロワーの故障には以下のような状態があります 
①音がうるさい       ②止まってしまった 
原因はブロワー内部で常に動き続けている部分の劣化や破損が原因です。 
ほとんどが部品の交換で修理することが出来ますが、劣化している部品が多い場
合は、新品に交換する必要があります。 
 
以上、ブロワーの管理にも専門の知識が必要です。ご家庭のブロワーに以上を感じ
たときは、弊社にご連絡下さい。 

今回は浄化槽が排水を処理する為に、最も重要な役割を持っている「ブロワー」に
ついて知って頂きたいと思います。 

いろんな困った事は、当社へご相談ください！ 

困った・・・ 

ドアのノブが 
取れた！ 

チャイムが 
鳴らない！ 

ドアの閉まりが 
悪い！ 

換気扇を 
変えたい 

カメラ付きの 
インターホンに 
変えたい 

ちょっとだけ 
剥がれた壁紙を 
補修したい 

門が 
ぐらぐらする 

きれいな水を 
手軽に飲みたい 


