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部屋の中を見回してみると
いろいろなものであふれかえっていませんか？
部屋をきれいにしたいのに散らかってしまう、

何とかしたいという人に覚えてほしいのが収納術。
収納上手になるための基本的な考え方を知って

快適に暮らすための収納テクニックを身につけましょう。
すぐ実行できるアイデアやおすすめ収納グッズ
とっておきの収納テクニックを紹介します。

快適に暮らすために必要な収納術を身につけて
家中すっきり片付けましょう！
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① 欲しくないのに入ってくる物

ＯＵＴ

How do you "cabinet" !?

収納上手になるための考え方とは？

●物のバランスを考えよう
　収納に悩むお宅を訪ね、その収納テクニッ
クを駆使して、家の中をスッキリ変身させる
アドバイスをしている本多さん。多くの家で
必要なことは共通しているそうです。
　「家の中の“ＩＮ”“ＳＴＯＣＫ”“ＯＵＴ”
の３つのバランスが取れているかどうかが大
切です。物の流れをつかんで物の量を把握
することで、スッキリ片づいた快適な状態が
キープできます」
　“ＩＮ”は家の中に入ってくる物、“ＳＴＯＣ
Ｋ”は現在家の中にある物、“ＯＵＴ”は出て
いく物。本多さんは特に “ＩＮ”が重要だと
いいます。
　「本当に必要な物だけを家の中に入れるよ
う、確かな目を持って “ＩＮ”をコントロー
ルしましょう。“ＩＮ”となるものは大まかに
３つあります。まずは不要なダイレクトメー

　知らない間に物が増えて、あっという間に家の中が散らかるのはなぜでしょう？ 収納上
手になるには、家中の物の流れを知ることが第一歩！ というのは収納アドバイザーの本多
弘美さん。収納の基本的な考え方や収納術を、本多さんからレッスンしていただきましょう。

ルや景品や粗品などほしくもないのに入って
くる物です。これに対しては無駄な物を入れ
ない習慣を心がけます。次に日用品。これは
わが家の消費量を知って買いすぎを防ぎま
しょう。例えば洗剤なら１本をどのくらいで
消費するかを計算して買います。半年しても
まだ余る物を 5 本も 6 本もまとめ買いして、
一体何年使わなくてはならないのかというこ
とにならないように。最後は、なくてもいい
けどついほしくなる趣味の物です。どこにし
まうかを確認してから買うかどうかを考えま
しょう。どうしてもほしい物を購入するとき
は何かを減らす決断をしてください」
　“ＳＴＯＣＫ”と“ＯＵＴ”については「物
があふれたら、いらない物を処分します。た
だし、物はなかなか捨てられないもの。買う
ときによく考えて“ＩＮ”してください」と
本多さん。

本多弘美さん　– honda hiromi–
　神奈川県出身。専業主婦から収納アドバイザーに転身。身近な物を利用し
た手間をかけずに楽に片付く収納術、生活に根ざした収納アイデアが好評。
現在、テレビや雑誌、講演などで活躍中。『そうじ以前の整理収納の常識』（講
談社の実用ＢＯＯＫ） 、『本多弘美の家事ラク収納』（Gakken Mook）など
著書多数。

特集●家の中をスッキリさせる収納術

●物を分類してしまう場所を決める
　次はスッキリ収納の考え方を伺います。
　「物を分類して、しまう場所を決め、出し
入れしやすく収納するという一連の流れが
基本になります。重要なのが、物を共通の
グループに分類すること。丸や四角などの
形状別、高さやアイテム別、季節別などの
分類がありますが、すべての物に共通する
のが使用頻度別の分類になります」
　さっそく家の中の物を使用頻度別に分類
してみましょう。
　「収納する物を“毎日使う・時々使う・滅
多に使わない”と分類していきます。よく使
う物を手前に、使わない物を奥にすることを
基本にして、使用頻度が高い順に取り出しや
すい場所へ収納していきましょう」

ＳＴＯＣＫ

ゴミや不要な物を
家の外に出して余
裕のある状態を
キープ。

使わない引き出物などは保管し
ないで必要な人に差し上げたり、
おまけや粗品などはなるべくも
らわないようにして“ＩＮ”をコ
ントロールします。

▲

趣味の物は自分にとっての楽し
み。家の中のバランスが取れて
いれば増えても問題はありませ
ん。入るところがなければ買わ
ないか、今あるものを処置して
購入します。

▲

必要な物を出し入れ
しやすく収納します。

▲

▲

I N

② 日用品I N

③ 趣味のものI N
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【出し入れしやすい収納５つのワザ】

Five technique of "cabinet" 特集●家の中をスッキリさせる収納術

収納上手になる５つのテクニック

●出し入れしやすい収納を目指す
　では、収納テクニックの実践を行っていき
ましょう。本多さんと一緒に目指すのは“出
し入れしやすい収納”です。
　「高い位置にあって手が届かない、奥が深
すぎるなど、市販の収納家具などを使うと
無駄なスペースが出ることもあります。これ

を使いこなしていくのが腕の見せどころ。使
用頻度によって、前後や左右、上下の空間
を使い分けていきます。身近な道具を使っ
たひと手間で、収納物とスペースの大きさ
をマッチさせていきましょう。ポイントは中
に何があるのか一目でわかること。では、す
ぐ使える５つのテクニックを紹介します」

　
　本多さんオススメの収納上手になる具体
的なテクニックを紹介します。

❶ 棚板で仕切って高さを生かす
……高さのあるスペースの収納は棚をつけ
れば収納量がアップします。食器棚の中間に
台をつけて２段にすると、上下を使うことで
無駄なスペースがなくなります。高さや幅
が変えられたり、シンク下用に排水パイプが
ジャマにならずに棚が作れるグッズなどもあ
ります。

❷ 引き出しの仕掛けで奥行きを生かす
……重いものや大きい物の取り出しをス
ムーズにするには、引き出すだけの簡単なテ
クニックを使います。市販の水切りシートや、
家にある段ボールを切って鍋の下などに敷
くだけで取り出しが楽になり、奥に置いた物
も見えやすくなります。また、高い位置にあ
る物は前あきケースや持ち手のついたケー
スを使えば取り出しやすくなります。前あき
ケースは前が開いているので、中に何がある
か一目瞭然です。

❸ 物を立てて深さを生かす
……衣類や雑誌、お皿などを重ねて収納す
ると、下に入れた物を取り出す時には探すの
が大変です。ファイルケースを使ったり、ブッ
クスタンドでお皿を立ててみましょう。立て
る収納に変えると、どこに何があるか一目瞭
然。探しやすく取り出しやすくなります。

❹ 引き出しの中を仕切る
……しまう物に合わせて引き出しの中を仕切
るだけで、どこに何があるかがパッとわかり
ます。丸いものや小さな物、用途別など種
類や大きさを合わせて、仕切りの中にまとめ
て入れることで、取り出しやすく、また、し
まいやすくなります。

❺ キャスターをつけて動かしやすくする
……重いものの収納はキャ
スターつきの台を使うこと
で、引き出しやすく使い勝手
がよくなります。市販の花台
キャスターにゴミ箱や大きい
ケース、漬け物容器などを
載せれば、力いらずで便利
です。使わないときは隠し、
使うときはすぐに取り出すこ
とができます。
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Convenient goods to use for "cabinet" 特集●家の中をスッキリさせる収納術

収納上手になるための便利グッズ

●収納グッズを選ぶポイント
　実際に収納グッズを選ぶ際のポイントを
本多さんに教えていただきましょう。
　「まず、機能性は大事なポイントになりま
す。例えばシンク下に鍋を収納する場合に
は、ワンアクションですむように片開きで
取り出せるサイズかどうかをチェックして
棚やシートなどの大きさを合わせます。耐
久性も重要なポイントです。とりあえず使
える物でいいのか、ある程度長く使いたい
のかを考えます。また、ボックスやケース
などの収納グッズを買えば家の中が片付け
られると思いがちですが、何を入れるのか、
どこで使うのかを決めて購入しなければ
ジャマになるだけ。家の中は巾木などの出っ
張りや微妙な歪みもあります。買った後で
隙間などのスペースに収納グッズが収まら
ないなんてことにならないように、きちん
と採寸しておきましょう」

シンク下に置いた大きな鍋などの下に、流し台マッ
トや水切りシートを１枚敷くと取り出しやすくなり
ます。奥の物を取り出すときも片手で引き出すだ
け。

水切りシート
g o o d s  1

持ち手つきケース
g o o d s  2

持ち手を引き出せば片手で
取れるので、吊り戸棚など
高い位置にある物の収納に
おすすめです。取る時に中
身が確認できるものを。

仕切りグッズ
g o o d s  3

組み立て簡単、好きな長さに切って使える仕切り
グッズやケースを使って、引き出しの中を整理しま
す。小さな物を種類別に分類することで取り出し
やすくなります。

ブックスタンド
g o o d s  4

大きなボックスや引き出しなど深さのある収納は、
ブックスタンドを使って仕切ると便利です。

紙袋
g o o d s  5

取り出しやすく収納量の多いマチのある紙袋は、
シンク下などで使うと便利です。牛乳パックや不
燃ゴミ入れとしても重宝します。

皿・ふたストッカー
g o o d s  6

大きめの皿や鍋のフタなどを立てて収納できるの
で、取り出しやすくなります。安定するように、重
量が片寄らないように並べるのがコツ。

キッチンボックス
g o o d s  7

醤油やラップ
類など高さの
あるものの収
納に便 利な、
持ち手つきの
取り出しやすい
ケースです。

お皿の収納に重宝するグッズがこれ。種類の違う
セット皿を上下２段に収納できるので、重ねるだけ
の収納と比べて格段に出し入れが楽になります。

ディッシュラック
g o o d s  8

●収納おすすめグッズ8アイテム
　本多さんおすすめの収納テクニックを生
かす便利グッズを紹介します。ほとんどが
100 円グッズのショップで扱っている物ば
かりなので気軽に試すことができます。
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イラスト・ナメ川コーイチ

収納術はじめの一歩
収納レッスンの手始めに、家にあるものを使って試して
みましょう。カゴや牛乳パックなどを使って、こんな収
納ワザはいかが？

定番のカゴ＆ケースを使う

　定番のカゴやケースなどを収納グッ
ズに使ってみましょう。入れる物や入れ
方を変えるだけで、使いやすい便利な
収納グッズに変身させることができま
す。

空き箱を加工する

　手に入りやすい牛乳パックや洗剤
容器に少し手を加えるだけで、便利
な収納グッズを作ることができます。

随筆　　　　　　　　　　　　　　その17

大槻茂

　「サライ」（小学館）の６月５日号は、＜続々
「落語」入門＞と題して五代目柳家小さんを
特集した。小さん師匠の滑稽話３題を収め
たＣＤが付録で、何となく得した気持ちにな
る。その紙のケースに、もりを食べる師匠の
写真とともにこんな文章が掲載されていた。
　＜なじみにしていた老舗「上野やぶそば」

（東京）で蕎麦をたぐる小さん。……かまず
に呑むのが蕎麦っ喰いとしての美学だった。
平成９年撮影＞
　実は、私はこの場に同席していた。知人
のサライの編集者から、こんな話が持ち込ま
れたからである。
　「別冊サライで江戸の食べ物を順次特集する。ついては、小さん師匠と大槻さんを狂
言回しにするので、２人で食べ歩いてもらいたい」
　その第１回目が、そばだったのである。平成９年の１月か２月ごろ、私の大の親友、と言っ
ては大先輩に対して失礼かもしれないが気分はまさしく大事な友、である鵜飼良平さん
の店「上野やぶそば」で取材した。鵜飼さんを交えて３人でそば談義を始めたが、どう
にも盛り上がらない。話が続かないのである。私のインタビュアーとしての力不足もあっ
たのだが、師匠の病が完全には癒えてないことが大きかった。師匠は前年の１月、脳梗
塞で入院し、５月に高座復帰したばかりだった。それでも、忘れられない師匠らしい言葉
がある。
　「噛むのと噛まないのとどっちが旨いかって？ そりゃあ、噛んだほうが旨いに決まってる
よ」
　取材直後に、サライは方針を変えた。「狂言回しなし」にしたのである。その後、師匠
はみごとに回復した。もう少し遅い時期の企画だったら、と残念で仕方がない。師匠は、
１４年９月に亡くなった。８７歳だった。

大槻茂　SHIGERU OHTSUKI　

読売新聞社に入社後、社会部、生活情報部を経て、現

在、青森大学客員教授。主な著書に「新天皇家の人々」

「そばとうどん」「渋谷天外伝」など。

滑川公一　KOHICHI NAMEKAWA

イラスト・漫画修業のため渡仏。帰国後に個展「パリと猫

と…」。 '82 年度日本漫画家協会優秀賞受賞する。作品に

「世界のショートショート傑作選」「なにぬねこ」など。

◎カゴ ---サイズが豊富で、定番のカゴに決
めておくと買い足せます。選ぶ際のポイント
は、ハンドタオルやポケットティッシュ、下着
など、入れる物によってサイズを考えること。
重ねて使えるものもあるので、見た目もスッ
キリきれいに。
point
カゴの中を一つのアイテムでまとめるのが、
すっきりきれいに見せるコツ。

point
紙なので、半分に
切ってスライドさ
せたりサイズの調
整ができるのが便
利です。引き出し
の中に入れて仕切
りにしても。

◎ＣＤラック ---インスタントラーメンや小袋
入りの削り節、ペットシーツなど、ラックのサ
イズに合う物を入れて収納してみましょう。
point
ストックしておきたいもの、増えそうなもの
などの収納にぴったり。積み重ねられるので
便利。

◎洗剤容器 --- 粉石けんなどの洗剤容器は丈
夫なところが魅力です。フタを取るだけで、
ラップやホイル類を立てて入れたり、ハガキ
やＣＤを入れてもぴったり。

◎牛乳パック --- 箱の真ん中
や正面に切り込みを入れて
内側に折り込み、必要であれ
ば注ぎ口などを加工します。
外側に紙を貼って使います。

point
ジョイントさせて子ども
の靴入れなどに。厚紙で
しっかりしているのでよ
く出し入れするものに使
えます。

● お知らせ…次号より収納テクニックを紹介する連載（本多弘美さん監修）が始まります。
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■会長の高笠原晴美さん

■ケヤキ並木のトンネル

CLOSE  UP  団地ライフ

愛知県知
ち り ゅ う

立市の知立団地自治会

今回は愛知県知立市の知立団地自治会におじゃましました。世帯構成が変化する
中で、地域と一緒に協力しながら活動している様子をご紹介します。

●変わってきた世帯構成
　知立団地は愛知県のほぼ中央に位置する
知立市にあり、名鉄名古屋本線「牛田」駅か
ら徒歩で10 分。団地の中央部にショッピン
グセンター
や 郵 便 局、
公園、集会
所などが集
まっていて、
細い道路が
団地内を結び、外周をぐるりと道路が走って
います。住棟が並ぶ団地内には街路樹や芝生
など緑が多く、花壇には色とりどりの花々が
咲く明るい環境。ゴミひとつなく隅々まで手
入れが行き届いています。
　「街路樹が育って、ケヤキ並木がまるでト
ンネルみたいでしょ。秋は掃いた先から落ち

葉が舞ってクリーンメイ
トさん泣かせなのです
が、私たちにとって大事
なものだから守っていき
たいですね。便利で住
みやすいところなので、

入居が始まった昭和４１年１０月からずっと住
んでいる人が多いですよ」と話してくださる
のは自治会長の高

た か さ は ら

笠原晴美さん。知立団地
の特徴を伺いました。
　「名古屋のベッドタウンとして発展してき
た知立団地ですが、１０年前くらいから世帯
構成が変わってきました。現在の総戸数は

１９５０戸、団地人口は約４７００人ですが、
半数近くはブラジル人を中心とした外国人で
す。ずっと住んでいる日本の方々は高齢化が
進み、外国人は働き盛りの若い人が多く、２
極化しています。外国の方々との共存と高齢
者対策、現在この２点が自治会の大きな課題
ですね」

●高齢者が住みやすい環境づくり
　まず、進む高齢化への対策についてお聞き
します。
　「上の階に住む高齢の人が１階に移りたい
と願っても、現状では空きが出ない限りは無
理だし、空きが出ても同じ階段でない場合も
あります。高齢者世帯の引越しは大変。引越
し費用の負担が引越し自体を妨げる場合もあ
り、高齢者対策として引越し費用を補助して
ほしいと市に働きかけているところです」
　自分たちの住んでいるところは自分たちが
率先してよくしていかないといけないと、高
笠原さん。
　「高齢の方にとって住居の近くで買い物が
できるということは重要なんですね。それが、
購買力がないという理由でスーパーマーケッ
トが撤退してしまい、２年７ヶ月の間、お年
寄りは大通りを横断して苦労して１キロ先ま
で買い物に行かなければなりませんでした。
いろいろなところにお願いして、今年の 2 月
にやっと新しいお店の OPEN にこぎつけま
した。開店の日は朝から大賑わいで、自治会

国際化、高齢化が進む中で助け合っていきたい

役員で自主的に交通整理を手伝いました。新
鮮な食品が安い価格なので、活気があり団地
の中心的な存在になっています。団地全体で
スーパーを育てていこうねと、みんなと話し
てます」

●外国の方々と共に暮らしていくこと
　増えてくる外国の方々とのつきあい方につ
いてはいかがでしょう。
　「半数以上の人が外国人ですから、云って
みれば、知立団地は国際社会。住んでいる者
は隣人同士、仲良く暮らしていきたいと思っ
ています。春の運動会などのイベントを一緒
に楽しみたいと考えたのですが、これが最初
は難しくて。まずブラジルには運動会がない
のでうまく理解してもらえないというのがあ
りました。先導する日本人は高齢化して動け
ない。どうしたらいいのか試行錯誤しながら、
４年前から団地中央に位置する東

ひがし

小学校と
団地自治会とで“ 東

ひがし

っ子を考える会”を立ち

上げて、地域で考えるようになりました。小学
校の先生たちと打ち合わせをしながら進めて
います。子どもにとっては１年通じての発表
の場に、外国の方も家族ぐるみで参加して地
域の人たちも参加して大いに盛り上がろうと
いうわけです」
　最初は、飲んで歌うパーティと思って校庭
にビーチパラソルが何本も並んだこともあっ
たそうですが、次第に子どもたちの教育の発
表の場であることが浸透し、外国人の父兄や
住人の口コミで理解が深まっていきました。
　「お昼になると、香辛料がいっぱい入った
ブラジル料理が回ってきたり。行事を通じて
仲良くなっていくのもいいですね」
　イベントは他に夏祭りや、東っ子カーニバ
ルなど盛り沢山。東っ子カーニバルは学区に
住んでいる大人たちが、サンバや盆踊り、文
楽、詩吟などの自分たちの趣味や芸能ステー
ジを子どもたちの前で披露します。模擬国際
社会は、たいそうにぎやかです。

■本格的な夏祭りの特設ステージ

■ゴミは階段ごとに収集してもらってる ■「ゆっくり」とポルトガル語で表示

■春の運動会は東小学校と合同で ■夏祭りは自治会テントで外国の人と一緒に

■活気のあるスーパーマーケット



1� 1�

30

■ 材料（4人分）
　　
赤・緑ピーマン　　　　　　　各１個
ナス　　　　　　　　　　　　２個
タマネギ　　　　　　　　　　１個
ズッキーニ　　　　　　　　　１本
トマト（完熟）　　　　　　　大４個
ニンニク　　　　　　　　　　２粒
オリーブオイル　　　大さじ４〜６
塩・コショウ　　　　　　　　各少々
バゲット １本

　　
　　　　　 ………………
  ………………………………
         …………………………
　　　　………………………　　
              …………………
        …………………………
                  ……
             …………………
        …………………………

Remi  Profile
シャンソン歌手で料理愛好家、
夫はイラストレーターの和田誠さん。
シェフではなく主婦として自作料理に情熱を燃やしている。

最近では自ら手がけるブログが大人気。http://www.remmy.jp/

レミパン　読者プレゼント☆
ご紹介のお料理がさらに
簡単においしく作れる

『レミパン』（平野レミ考案）を、
抽選で1名様にプレゼント！

詳しくは16 ページに。

■ 作り方
　　
　ピーマンとナスは乱切りに、タマネ
ギはくし形切りに、ズッキーニは輪切
りにする。
　みじん切りにしたニンニクをオリー
ブオイルで炒め、トマト以外の野菜を
加えてカサが半量になるまでよく炒め
る。
　湯むきしてざく切りにしたトマトを
加え、少し煮込んで塩・コショウで味
を整える。
　バゲットの薄切りを添える。
　好みでバジルの葉を散らす。

●中弱火の火加減で、徹底的にというくらい、よく炒めてね。
完熟トマトはコトコト煮て、水分を飛ばすのがコツ。
●オリーブオイルをたっぷり入れればコクが出るわよ。
●固形スープと水を加えると、あっという間に野菜スープに
変身しちゃうわよ！
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▲JSサービスセンター
　野中純夫課長

Q.業務の内容を教えてください。
—— 団地内で仕事をす
る私たちにとって、団
地にお住まいのお客様
が第一です。そのため、
ＪＳでは、ＣＳ（お客様
満足）運動に取組んで
います。当社の支店や
緊急事故受付センターにお寄せいただいた
皆様からのご意見、ご要望、お叱りあるいは
お褒めいただいたことについて、ＪＳサービ
スセンターで取りまとめ、お客様に満足いた
だけるよう業務改善やサービスの向上に役
立てております。このＣＳ運動は、社員、ク
リーンメイト及び協力工事店など、当社に関
係し、団地内で働くすべての者が一体となっ
て取組んでいます。
　このほかに、以前に紹介させていただき
ましたが、水漏れや排水のつまり、断水、停
電などの緊急事故について対応している「緊
急事故受付センター」についても、当センター
の業務のひとつです。

Q.具体的な活動を教えてください。
—— まずはじめにＣＳ運動についてですが、
現在の運動は重点的に行うことを３つに絞っ
ています。ひとつは「お客様マナーの徹底」
です。一人ひとりが自分のマナーを見つめな

おし、マナー向上につながるような運動を実
施しています。二つ目は、「団地の美化」運
動です。団地内でゴミをみつけたら拾うとい
う社会人として当たり前のことだとは思いま
すが、このことを実践しています。三つ目は

「駐車マナーの徹底」です。仕事柄どうして
も団地に出かけるときは車が多くなります
が、お客様にご迷惑がかからないよう、また、
お客様の安全のために駐車マナーの向上に
努めています。
　これ以外の活動としては、団地において
積極的なコミニュティー活動を行っておられ
る自治会さんの活動支援や、団地にお住ま
いの皆さまにお願いして、ご意見をいただい
ているモニター制度、お客様のくらしに役立
つような刊行物の発行などを行っています。

Q.今後、特に力を入れて取組むこと
　はありますか？
—— お客様の声の収集の一つにアンケート
があります。水道の水漏れやトイレの水漏れ
などの軽易な修繕工事（当社では小修理と
呼んでいます）を行われたお客様にお願いし
ている小修理アンケートがその代表例です。
今後は、当社の駐車場をご利用頂いている
お客様やＪＳプラスの１４号でもご紹介して
います「ＪＳアラカルトリフォーム」をご利
用頂きリフォームされたお客様、当社の技術

今回は、お客様の声を集めて業務に生かし、お客様に信頼してい
ただけるよう努めているＪＳサービスセンター野中純夫課長にお
話を伺いました。

こんにちはJSです。
快適な生活を支える−ＪＳサービスセンター

開発研究所（スクエアＪＳ）にご来館いただ
いたお客様など多様なアンケートを実施し、
より多くの声を頂戴したいと考えています。
　私たちは、このようなお客様の声や期待に
どのように応えてゆくかが重要なポイントと
とらえおり、今後は、「お客様満足向上につ
ながる業務改善への取組み」にさらに力を
いれることにいたしました。いままでに頂い
たお客様の声からテーマを選び各職場が一
体となって取組むこととしております。また、
良好な改善事例につきましては、全社的な共

有化と活用を図りまして、お客様へのサービ
スの向上および信頼へとつなげていきたいと
思っております。

▲ＪＳｐｌｕｓ特別号
は、住まいの疑問に答
えるＱ＆Ａなど、団地
ライフの中で役立つ情
報がギュッと詰まった
保存版便利帳。支社・
支店や管理サービス事
務所に置いています。

▲関係者全員でゴミを拾っている団地美化運動。 ▲空家補修済みの住宅を見学するモニター会議の参加者。

▲イベント支援では餅つきセットや自治会名入りテントなど
　を団地に寄贈。

▲３６５日２４時間、常に緊急事故に備える緊急事故受付
　センターのオペレーションルーム。
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川柳、団地生活気質
だんちせいかつかたぎ

　日々の生活風景を川柳（五・七・五）に綴っ
てください。

桜咲く　引越シーズン　あちこちで
F･Yさん

歩かずに　郵
ゆうちょ

貯・病院　すぐ行ける
　T･Tさん

ベランダの　スズメに心　いやされる
K･Hさん

タクシーの　相乗りが縁　仲よしに
O･Mさん

人の和が　二重三重の　八重桜
I･Mさん

公園の　ポカポカ陽気が　隠し味
I･Cさん

お便りをお待ちしています。
　お便りを掲載させていただいた方には謝礼を
お送りいたします。
宛先は、
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 1-9
JS日本総合住生活（株）広報課

「JSplus 読者のお便りから」係
＊ お便りには郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、
電話番号を書き添えてください。

いつもたくさんのお便りをありがとうございます。今号より読者プレゼントをほん
の少々増強します。どうぞご参加ください。

　自分で撮ったデジカメ写真を壁に飾って
楽しんでいます。身近な花、見上げた木
etc. いくつかを同じフレームに入れて並べ
たり、色合いで組み合わせを変えたり。ちょっ
としたアート気分。　　

埼玉県／ F・T さん

　本年より建て替え工事が始まりました。ど
う変化していくのか、興味が沸きます。

愛知県／ T・T さん

　団地の植栽に樹名札があって、子供が興
味深そうに眺めている、覚えたかな？

千葉県／ N・I さん

　エレベーターのない 5 階で不便に思って
いたが、今では運動不足解消のため主人を
送って階段下で、“いってらっしゃい”

愛知県／ F・Y さん

　我が団地は木が多く鳥の鳴き声もにぎや
かです。今朝（4 月 2 日）もウグイスの声
が聞かれました。俳句作りに最適です。　

愛知県／ T・C さん

　駅から 5 分もかからず近いところと、団
地自治会の人たちがやさしくてあたたかいと
ころが自慢。いごこちがいいです。

神奈川県／ I・K さん

☆ 第六回レミパンプレゼント当選者 ……………………………………………………………☆
　 東京都　齋藤恵美子さん　おめでとうございます。レミパンを送らせていただきました。

　本誌同封のアンケートにお答えいただい
た方の中から抽選で、平野レミさん考案
の「レミパン」とプレイヤーズの「エコバッ
グ」をプレゼントします。アンケートのプ
レゼント希望欄をチェックし、送ってくだ
さい。2 品希望も有効です。締切りは平成
20 年 9 月末日（当日消印有効）とさせて
いただきます。

②エコバッグ
　　　…25 名様

①　　　 レミパン
 　　　　　…1 名様

※エコバッグの色は選べません。ご了承ください。

● JSplus は管理サービス事務所にも置かれていま
すので、ご利用ください。

●本誌創刊号からのバックナンバーを、JS のホーム
ページに掲載しています。一度ご覧になってください。

●次号 JSplus の発行は平成 20 年 9 月の予定です。

●大雨・豪雨時の車両避難の
　お願い
　夏から秋にかけては、台風や集中豪雨が
起こりやすい時期です。
　当社で経営している駐車場には、平面式、
自走式、機械式などいろいろなタイプがあり
ますが、いずれの駐車場も排水設備を備え
ています。
　しかし、台風に加え、最近では予想を超
える豪雨が発生する事態が増えてきており
台風や集中豪雨により車両被害が予想され
るときは、緊急車両などの通行の妨げとな
らない場所に一時的に移動していただくよう
お願いいたします。なお、ダッシュボードな
ど車内の見やすい場所に「緊急避難中！」で
ある旨と、「氏名・電話番号」等の連絡先を
明示していただくようあわせてお願いいたし
ます。
　お客様の大切なお車への万一の被害を防
ぐための避難です。お手数をおかけしますが、
ご協力のほどお願いいたします。


