紅葉狩りに
紅葉狩りに出
りに出かけませんか？
かけませんか？

こんな工事をさせていただきました

紅葉を鑑賞する習慣は、奈良時代から始まったといわれ、「万葉
集」にも登場しています。平安時代の頃には貴族の間で広まり、
紅葉を愛でながら宴を開いていたようで、その様子は「源氏物語」
にも描かれていました。その後、江戸時代には庶民も楽しむよう
になり、季節の行事として 定着していきました。

加賀市 Ｓ様邸 『新築工事』

石川県の紅葉名所

◆モノトーンで
落ち着いたトイレ

兼六園

見頃 11月下旬
11月下旬～
12月上旬
月下旬～12月上旬
カエデ約340本をはじめとする木々
の数には圧倒される。四季折々の美
しさを楽しめるが、紅葉は別格。優
美さ壮大さにあふれる紅葉の眺めは
見事。
ライトアップ（11月16日・17日・23日・
ライトアップ
24日、1月31日～2月9日）
17:30～21:00

◆玄関ドアが特徴的な
まとまりのある外観

那谷寺

見頃 11
11月上旬
月上旬～
月上旬～
11月下旬
11月下旬
23ヘクタールの境内には重要文化
財が点在。紅葉時にはイロハモミ
ジ、ヤマモミジ、ハウチワカエデなど
が燃えるように赤く染まり、白い奇
岩の岩肌に映えて美しい。
8：30～16：45

◆スッキリとした
シンプルモダンなＬＤＫ

◆ご主人様お気に入りの
ＴＶ付きユニットバス

9・10月度は新築 2件、住宅内装・外装のﾘﾆｭｰｱﾙ工事が
6件、加賀・小松・福井方面で工事をさせて頂きました。
ご近所のみなさまには工事中ご迷惑をおかけしました。
ご協力ありがとうございました。

住
ま
い
の
か
わ
ら

鶴仙渓

見頃 11
11月中旬
月中旬～
月中旬～
11月下旬
11月下旬
山中温泉大聖寺川のこおろぎ橋か
ら黒谷橋までの渓谷に約１．３ｋｍの
遊歩道が続く。川の両側に伸びる色
鮮やかな木々を、散歩しながら楽し
むことが出来る。 ライトアップ（こお
ライトアップ
ろぎ橋・あやとり橋 通年)

版
２０１3
２０１3年
11・
・12月号
11
12月号
vol.86

年末に
年末に向け

気になる所
になる所を
少しずつ

住まいのお得情報
まいのお得情報！

（消費税増税）
消費税増税）

２０１４年４月１日から消費税が上がります
まだ、間に合う消費税対策を！

・鏡の曇り・

● ご新築、リフォーム、増改築など、お引渡しが２０１４年３月３１日
までに 工事が完了すれば消費税は上がりません
「ＫＯＮＡホームにご相談」 ください。

例）５００万円
５００万円の
万円のリフォーム工事
リフォーム工事

曇りは人間の皮脂と石鹸が結
合して張り付いたもの
中性洗剤で洗ったあと、歯磨
き粉で水をかけて磨く
車窓用の水垢落としで磨くの
もいいようです☆（撥水タイプ
は見えにくくなるので、親水タ
イプを使いましょう）

・ＩＨの焦げ付き・
クレンザーとラップを使うのが
一番手軽
水なしでクリームクレンザーだ
けを使い、丸めたラップで力を
入れずにくるくると円を描くよう
にする
焦げたお鍋にもいいですよ！

小中出建設

正解 ： 問題① 連 ・ 問題② 合

ローソン
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加賀市役所
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小中出建設株式会社
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問題①の答え 問題②の答え

北国銀行

至吉崎・福井

都

常

初めての方
めての方も気軽にご
気軽にご参加
にご参加ください
参加ください！
ください！

KONAﾎｰﾑ
KONA ﾎｰﾑ館
ﾎｰﾑ館

◆問題 ②

動
来年も
来年も楽しいイベント
しいイベントを
イベントを開催予定♪
開催予定♪

おかげさまで

◆問題 ①

１５万円増！
８％ ５４０万円（税込） １５万円

５％ ５２５万円（税込）

下水道接続工事
並びに、
耐震補強工事も
ご相談ください

漢字クイズ♪
真ん中に漢字を一字入れそれぞれ
『タテ・ヨコ 2文字 の熟語』 を完成
させてください。問題 ①、② の 答
えから『熟語』を作ってみてください。

解答欄

＝

←正解はあちら

☆ 今月の星占い ☆
牡羊座 （3/21～4/20）
成果が認められ、大きく前進
しそう 。感情がうまく伝わらず
ヤキモキするかも。『 焦らず
前向きに行動を』

牡牛座(4/21～5/21)
自分自身に自信を持てる時
期。小さなことでもしっかりや
り遂げることが必要。 『気に
なる事は自分から動くと吉 』

獅子座 （7/23～8/22）

乙女座 （8/23～9/23）

良い意味での変化が起こる
予感 。困ったりときには身近
にいる人が助けてくれそう。『
自分から行動を起こすと吉』

仕事運が充実しそう。 頼ま
れた仕事は迷わず引き受け
ましょう。『運命的な出会い
に恵まれそうな予感 』

双子座 （5/22～6/21）

蟹座 （6/22～7/22）

自分から変化を起こすのは
△。 周りの人が背中を押して
くれるとチャンスが巡ってきま
す。 『自分から謝るのが吉
』

色々な事が波に乗り新しい事
にチャレンジするきっかけが
。愛情よりも友情を優先。『
話をよく聞いてあげることが吉
』

人間関係に恵まれ、気力が充
実。 いろんなことにチャレンジ
できそう。『 興味のある事を
突き詰めることで幸運に 』

可もなく不可もなく、といった
印象。 これからのために学ぶ
意識が鍵です 。『心にゆとり
を持って物事に望むと吉 』

天秤座(9/24～10/23)

蠍座（10/24～11/22）

射手座(11/23～12/21)

山羊座(12/22～1/20)

水瓶座 （1/21～2/18）

魚座 （2/19～3/20）

何事にもパワフルに打ち込ん
でいける時期。 周りの人から
も人気が上昇。『自分で世界
を狭めず、広げていくのが
吉』

今までうまくいかなかった人
間関係に変化が。 朝の挨拶
を意識しましょう。『おしゃれ
に気を配ると吉』

とんとん拍子に物事が進んで
いきそう。 実力よりも少し上
の仕事を頼まれそうですが『
周りに助けを求めるのが吉』

思いやり、親切が鍵 。優柔不
断な気持ちは断ち切って、大
胆に行動しましょう。『迷った
時は直感に従うと吉』

こんにちは

社長
小中出佳津良

平成２７年春に金沢まで延伸する北陸新幹線の列車名が決まりました。東京－
金沢間で速達タイプが「かがやき」です。応募数は約４,１００件で全体の５位だそうです。キラキ
ラして明るそうで、速そうな感じがします。加賀市の「かが」も入ってとてもいいと思います。
そういえば子供の命名の時、随分悩みましたけど、当の本人はどう思ってますかねえ。

