
　

　

☆ 10月の運勢 ☆

ローソン

北国銀行

小中出建設

至吉崎・福井

加賀市役所

こんにちは

２０１８年
10・11月号
vol.115

住
ま
い
の

版

か
わ
ら

社長

小中出佳津良

8・9月度は新築 3件、住宅内装・外装のﾘﾆｭｰｱﾙ工事が
9件、加賀・小松・白山・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。

北陸銀行
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錦城中学校

加賀市大聖寺地方町（錦町）13-6-2 

営業時間 （月曜日～土曜日）第2・4土曜休 ８：００～１７：００
ＴＥＬ ： ０７６１－７２－０７１１ ／ ＦＡＸ ： ０７６１－７３－４５４６

フリーダイヤル ０１２０－７１１－３９７

注文住宅 ・マンション新築 ・増改築 ・リフォーム・その他
〈 相 談、現 地 調 査、見 積 り 無 料 で す 〉

小中出建設株式会社
HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.konakade.co.jp/

検索小中出建設
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おかげさまで
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６５年

家族の中に重要な計画が持ち

上がりそう。進めるためには粘

り強い働きかけが必要。くれぐ

れも短気は禁物です。

獅子座 （7/23～8/22）

蟹座 （6/22～7/22）
対人関係に活気が出てきそう。

大切な人との絆も強くなってく

る時期。苦境に立てば立つほ

どあなたの真価が光るとき。

牡羊座 （3/21～4/20）

乙女座 （8/23～9/23）

牡牛座(4/21～5/21) 双子座 （5/22～6/21）

天秤座(9/24～10/23) 蠍座（10/24～11/22）

水瓶座 （1/21～2/18）山羊座(12/22～1/20)射手座(11/23～12/21) 魚座 （2/19～3/20）

新しい役割がスタートしそう。

これまでの常識が通用しない

場面もありますが、柔軟な対

応を心掛けて。

現場を改革する流れが起きそ

う。意見の対立があっても我が

道を貫いて。対人面は調整役

に徹する事でトラブル回避。

仕事面で多忙な日々が続きま

すがプライベートも充実すると

き。疲れた時は家族でほっこり

するのが吉。

厚い壁に果敢に挑戦する姿を

見て、協力体制が整えられて

いきそう。恋愛は自然体で楽し

めるようにすると◎。

気苦労が多いものの、仲間の

存在が頼もしい時期。悪い「い

つもの癖」が出てしまいがち。

自覚することが今期の課題。

これまでの頑張りぶりが認め

られそう。そんな手腕を妬んで

いる人物に注意。むやみに突

かず、常識的に対応を。

妙にお節介になりやすい時期。

反対に面倒な頼まれごとが頻

発し疲労困憊しそう。深入りし

ないように注意。

譲歩の姿勢を見せるのがベス

トな時期。「その時」はいずれ

やってきます。ストレスはマッ

サージなどで解消を。

目標に向かって励むときです

が、飽きが来てしまいそう。一

旦力を抜いて英気を養って。

何か見えてくるものがありそう。

不安が自信に変わるとき。緊

張が解けて中だるみもありそう。

「来た道」を振り返り頑張ってき

た自分を褒めてあげましょう。

今年は大雪、猛暑、大雨、そして北海道で地震と災害の多い年です。家の耐震化
の問い合わせも多くなりました。 秋は各地で「お祭り」が催されます。大聖寺でも「十万石まつり」
が開催されましたが、あいにくの雨でお世話する皆さんが大変でした。裏方で力を合わせて運営に
頑張っている若い力に接すると、彼らがこれからの町を元気にしてくれるんだなと頼もしく思いました。

大聖寺
至福井 至金沢

下水道接続工事

並びに、

耐震補強工事も

ご相談ください

こんな工事をさせていただきました 番外編

建築部

『 ADVLab.（アドヴァンテージラボ） 』 開設！

遅くなりましたが…

白熱した

ゲーム大会！

たくさんの方にご来場いただき

ありがとうございました!!

ケルト人の時代、10月31日は先祖の霊が家族を訪ねてくる日とされ、
一緒に悪霊や魔女もついて来て、災いを起こすと信じられていました。
身を守るために仮装したり魔除けの意味を込めて焚火をたいたりして
いました。それが時代を経てアメリカに伝わり、変化していったようです。

加賀市が取り組むＩＴ関連企業の誘致で初となる

株式会社アドヴァンテージ（神奈川県横浜市）が「ADVLab.」
を開設し、そのお手伝いを当社がさせていただきました。

日本初 地域(加賀温泉郷）特化

宿泊業（旅館・ホテル）特化の

専用求人サイト「KAGAルート」はこちらから

http://www.kaga-routo.com/

みんなで楽しめる
ハロウィンレシピを
調べてみました☆

■ 材料■

・・・大1個

・・・１６０ｇ

・・・８００ｍｌ

・・・少々

・玉ねぎ

・紫キャベツ

・水

・塩
☆お酢

☆コンソメの素

☆オリーブオイル

・・・大さじ４

・・・小さじ２

・・・小さじ２

①鍋に輪切りにした玉ねぎと

水を入れ１０分ほど煮込む

②千切りにしたキャベツを加え

スープに色が出るまで煮たら

火を止め塩で味をととのえる

③小さじ2のお湯と☆を合わせ

調味液を作っておく

■ 作り方■

色が変わる!?

魔法のスープ
（4人分）

器によそって食べる時に☆の

調味液を入れてると・・・

紫色のスープが

ピンク色に変わります！！

■ 材料■

・・・大1個

・・・1/2個

・・・30ｇ

・・・少々

・かぼちゃ

・玉ねぎ

・ベーコン

・塩こしょう
☆牛乳

☆コンソメの素

☆カップスープの素

・とろけるチーズ

・冷凍かぼちゃ

・・・250ｍｌ

・・・小さじ1/２

・・・２袋

・・・お好みで

・・・50ｇ

①かぼちゃをよく洗い、ラップで包んだら

500ｗのレンジで5分、返して5分加熱する

②頭の部分を切り落とし、スプーンで種を

取り除く ※オーブンを200度に予熱

③フライパンで1センチ幅に切ったベーコン

玉ねぎを炒め塩こしょうし、☆を加えて

かき混ぜながら弱火で煮る

④くり抜いたかぼちゃの実と冷凍かぼちゃ

を加え、とろみが出るまで弱火で煮る

⑤②に④を入れてチーズをのせ、200度の

オーブンで8～10分こんがりするまで焼く

■ 作り方■

丸ごとかぼちゃの

ポタージュグラタン
（4人分）

加賀市大聖寺八間道一番地

TEL : 0761-75-7570  FAX : 0761-75-7571

営業時間 平日 9：00～18：00

このオフィスで官民連携体制のもと、地域が一体となり宿泊産業

における働き方改革・就労環境改善に取り組み、新規就労者創出

を目指す「KAGAルートプロジェクト」が開始されています。

インターネットで直接、企業と求職者を繋ぐなど、

様々な人材採用をＩＴ技術を活用して行います。

大聖寺八間道(かが交流プラザさくら横）
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第35回

『大聖寺錦町夏祭り』は7/28（土）当社駐車場にて行われました。

台風の接近で開催が心配されましたが、最後まで何とか雨も大丈夫でした！

最近では日本でも仮装行列やパーティーをしたり、かぼちゃの置物を
かざったり季節の「イベント」として楽しむ方も多いですね。

Hallo

ween

10月31日はハロウィン★

定番のかぼちゃの置物★ 提灯のジャック ジャック・オー・ランタン★

アイルランドの昔話に、ジャックという悪行を繰り返した男がいました。
死後天国に入れてもらえず、悪魔との取引で地獄にも入れてもらえず。
最後の情けでもらった地獄の火をカブをくりぬいた提灯に入れ、

それを手にあの世とこの世の間をさまよい歩き続け

【提灯のジャック】と呼ばれるようになったそうです。

このお話がアメリカに伝わった時に、カブからよく採れる

かぼちゃに変化し、ハロウィンの儀式と混ざったようです。

死者の魂の

シンボル

最後は抽選会

株式会社アドヴァンテージ

ADVLab.（アドヴァンテージラボ）


