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第 53 号 

31 年 5 月 

カイテクホームから皆様へ暮らしのお役立ち情報をお届けします！ 

5 月の話題 

 

 

代表 野間田澄幸 

  

赤十字運動月間（5月 1日から 5月 31日） 

こんにちは カイテクホーム代表の野間田澄幸です。 

4 月 1 日正午より一気に始まった令和ブームも落ち着きを見せる中、 

時代は令和へと進み、昭和の響きがより遠く聞こえてきます。 

社会情勢や教育政策の変化により○○世代という言葉が次々に生まれて

きました。今はゆとり世代・さとり世代と言われていますが、今後どんな 

世代が生まれるのか興味津々です。 

ちなみに私たちの世代が社会に出たころは新人類と呼ばれていました。

新人類世代とも言われていたようです。新人類も 50 半ばを迎えますが  

令和の流れに取り残されないよう頑張っていきたいと思います。 

 

日本赤十字社は全国に 92 の赤十字病院、79 の血液センターを運営し、赤十字病院は第 3 次医療機関

に指定され救急医療の最後の砦を担っています。血液事業は日本で唯一献血を原料とする製剤を製造し

ています。またセンター、病院、支部などには常備救護班（医師 1 名・看護師長 1 名・看護師 2 名・庶

務（事務）担当の職員である主事 2 名の計 6 名で 1 個班が構成される）を複数個保有し、地震・台風な

どの災害時や旅客機墜落・公共交通機関の大事故など、消防で対応し切れない大人数の負傷者発生の際

には救援活動を行っています。  

5 月 1 日は、日本赤十字社の前身である「博愛社」が創設された日であり、 

5 月 8 日の「世界赤十字デー」は、赤十字の創設者であるアンリー・デュナンの生誕の日です。 

こうした歴史的な日のある 5月を毎年「赤十字運動月間」として、赤十字の理念や活動へのご

理解とご協力を呼び掛けています。 

赤十字は、アンリー・デュナン（スイス人：第一回ノーベル平和賞受

賞者）が提唱した「人の命を尊重し、苦しみの中にいる者は、敵味方の

区別なく救う」ことを目的とし、世界 191 の国と地域に広がる赤十字

社・赤新月社のネットワークを生かして活動しています。 

日本赤十字社はそのうちの一社であり、西南戦争における負傷者救護

で初めての活動を行って以来、国内外における災害救護をはじめとし、

苦しむ人を救うために幅広い分野で活動しています。 

アンリー・デュナン 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

健康 

 

紫外線はＵＶ-Ａ波、ＵV-Ｂ波、ＵＶ-Ｃ波の 3 種類に分

けられます。そのうちＡ、Ｂ波が地球に届いています。         

ＵＶ-Ｂ波は、皮膚の表面に届き、皮膚や眼に有害です。日

焼けを起こし、皮膚がんの原因になります。  

  一方、ＵＶ-Ａ波は、Ｂ波ほど有害ではないといわれて

いますが、長時間浴びた場合は同じように、細胞を傷つけ

るため、同様の健康被害の原因となります。雲や窓ガラス

を通過して皮膚の奥深くまで届きます。そして、しわやた

るみなどの「肌の老化」を引き起こす原因になります。 
① × 薄い雲の場合、紫外線の８０％以上が通

過します。（曇り空では、快晴時に比べ、地表に

到達する紫外線のＵＶ-Ｂ波は減少しています

が、ＵＶ-Ａ波の量はほとんど変わりません。） 

  

② × 水はわずかな紫外線しか防いでくれま

せん。むしろ、水面の反射は、浴びる紫外線の

量を増やしてしまうともいえます。  

 

③ × 身体で感じる「暑さ」は赤外線によるも

ので、感じないからといって紫外線量とは関係

ありません。むしろ、山や高原など標高の高い

所では、かえって紫外線量が多くなります。 

 

④ × 家の中にいても、紫外線は窓ガラスを通

過して部屋の中に入ってきますので、日焼けは

防げません。また、洗濯物を干したり、ごみを

捨てたりと、日常的に外に出て紫外線を浴びて

いる機会は意外と多いものです。 

 

⑤ × 日焼け止めクリームは紫外線防止効果

を高めるものですが、 汗をかいたりこすった

りして知らないうちに取れていることが多い

ため、２～３時間おきに塗りなおすことが必要

です。  

紫外線（ＵltraＶiolet） 

① 曇った日は日焼けしにくい 

② 水の中では日焼けしにくい 

③ 高原は涼しいので平地より日焼けしにくい 

④ 家の中にいれば日焼けの心配はない 

⑤ 日焼け止めクリームを塗っていれば、 

長い間日光を浴びていても大丈夫 

①紫外線の強い時間帯（朝 10 時から 

夕方４時頃まで）を避けましょう。 

②日陰を利用しましょう。 

③日傘を使い、帽子をかぶりましょう。 

④袖や襟のついた衣服で覆いましょう。 

皮膚に到達する紫外線を減らすための衣服に適するもの

は、しっかりした編み目をもつ生地のものです。（生地をす

かして太陽を見てみれば簡単に分かります。）衣服の色より

もむしろ生地を重要視したほうがよいでしょう。 

⑤サングラスをかけましょう。 

サングラスや紫外線カットメガネを適切に使うと、眼への

暴露を９割方カットすることが可能です。レンズサイズの

ちいさなめがねや、顔の骨格に合わないめがねでは、正面

以外からの紫外線に対しては十分な防止効果を期待できま

せん。強い太陽光の下で眼を守るためには、顔にフィット

した、ある程度の大きさをもつメガネをかけるとよいでし

ょう。 

⑥日焼け止めクリームを上手に使いましょう。 

最近は、赤ちゃん用の日焼け止めも発売されていますので

活用しましょう。われわれが人生で浴びる紫外線の 80％は

18 歳までに浴びるといわれていますので、紫外線防止は 

幼児のときから始めて、一生涯続けるべきであると勧めら

れています。 

そろそろ紫外線が気になる季節。実は、4～9 月までの半年で紫外線の量は 1 年間の 70～80%
になります。紫外線は、ビタミン D を生成する効果があります。ビタミン D はカルシウムの吸
収を促進し、骨の形成や筋力を高める効果が広く知られています。 

しかし、皮膚ガンや角膜炎や白内障などの原因になることがわかっており、老化促進作用も
あるということで女性の大敵とも言えます。紫外線のことをよく知り、対策に心がけましょう。 

紫外線とは？ 

紫外線による影響を防ぐには 

紫外線クイズ（〇×でお答えください。） 

答えと解説 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頭 の 体 操 クイズ 

★〇に当てはまる言葉は何でしょう。（〇には漢字が入ります。） 

 

⑥「逃げた女房にゃ未練はないが」という独特の節回しで一世を風靡したのは、○○太郎。 

⑦「お〇さん」は昭和 29 年、春日八郎が歌った大ヒット曲。「いきなくろべいみこしのまつ

に」と子どもたちも口ずさみました。 

⑧24 年の歳月と総工費約 6900 億円をかけてつくられた「○○トンネル」は長さ      

５３.８５㎞で世界最長。完成に伴い連絡船は廃止に。 

⑨球界初の 1 億円プレーヤーになった落合博満が、ロッテ在籍中にお手本とした選手の 

名前は○○健二。 

⑩東京優駿では 5 勝を上げ、歴代騎手の中でも最多勝記録を誇る騎手は〇〇。妻は元 

女優の佐野量子。 

★この言葉の正式名称は何でしょう？（略語クイズです。） 

①食パン                ②切手 

③ボールペン             ④CM 

⑤ICU 

「もっと料理を楽しんでほしい」という、栗原はるみさんの思いをたっぷ

り詰め込んだ新しいシステムキッチンが、トクラスより発売になりました。 

 栗原はるみ×東邦ガス×トクラス共同開発のオリジナルキッチンは、使い

方自由で可動式のワークトップワゴンや広々使える人造大理石カウンター

などを備えています。 

暮らしの情報 栗原はるみ監修のキッチン 

料理家としての経験に基づくアイデアで出来上がったキッチンです！ 

お問い合わせはカイテクホームへお気軽に！ 

システムキッチン全体

は清々しい白で、ワークト

ップワゴンのスチール部

分と跳ね上げ式扉にはネ

イビーを配色。ワークトッ

プワゴンは人の手を借り

ず簡単に移動でき、どこで

も作業スペースになり、サ

ブテーブルにもなります。

4 面から出し入れ出来て掃

除もしやすく、片付けや模

様替えも苦になりません。 

 

跳 ね 上 げ 式 扉

は 調 理 中 開 け

っ 放 し で 使 い

やすい� 

 

飾り棚として、

自分の好きなも

のを飾って楽し

めます� 

 

カウンターの奥

行きが 70 ㎝あ

り、通常より広

め。コンロのお

くにちょっと物

がおけます。 

 

ワーク

トップ

ワゴン 

ワークトップワゴン 

家族のために毎日ご飯を
作るのは楽なことばかり
ではありません。だから私
はキッチンこそ使いやす
くて、自由で楽しい場所に
したいと・・・（途中省略） 
 毎日がワクワクするよ
うな使い方ができるので、
私はときどき模様替えを
したくなり、キッチンで過
ごす時間がますます長く
なっています。 
      栗原はるみ 

＜カタログより抜粋＞ 



 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 

 

  

 

 
地域 琴浦町 

カイテクホーム建築設計株式会社 
代表取締役 野間田澄幸 

〒689-2501  
鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 777 番地 
E-mail：kaitechome@nomakensekkei.com 

カイテクホーム 

TEL 0858-55-1096 FAX 0858-55-1254 

【発行】 思いやりと技術で快適なくらしを提案する 

～Kind＆Tecｈnica～ 

 

 
クイズこたえ  ①主食用パン ②切符手形 ③ボールポイントペン ④コマーシャルメッセージ 

        ⑤集中治療室 ⑥一節（ひとふし） ⑦富 ⑧青函 ⑨土肥 ⑩武豊（たけゆたか） 

 古来から山岳仏教が栄えた地として知られる鳥取県

の船上山（標高６１５メートル）は、伯耆の豪族名和長

年によって後醍醐天皇隠岐脱出後の行宮（あんぐう）が

築かれるなど、歴史を伝える場所として有名です。 

 実はこの船上山、こんなにたくさんの方に慕われるよ

うになったのは、先日発表になった新しい一万円札の 

渋沢栄一氏の功績があったからだったそうです。 

渋沢栄一と船上山 

船上山史跡保存会が設立されたのは 1930（昭和 5）年

2 月。同会の目的は船上神社の修復増築、後醍醐天皇を

祀る奥宮との合併、寺坊址や山道の整備などで、会長は

名和長憲でした。 

渋沢栄一は近衛文麿、犬養毅らとともに 13 名の顧問

の一人として同会に関与し、事業への出資もしていま

す。 

  渋沢栄一は翌 1931 年に亡くなりましたが、1932 年

には船上山行宮跡が国の史跡に指定され、現在の船上神

社本殿は 1934 年に再建されました。 

同町以西地区の歴史などを研究する「あすの以西を創

る会」の那須典久会長（７０）は「私財をなげうった 

渋沢氏の功績により、現在の船上山や船上神社がある。 

肖像画の採用は誇らしい」と喜び、 

小松弘明町長は「古きをたずねる 

ことで、新しい令和の時代に船上 

山が注目されれば」と期待を寄せ 

ました。 

 

船上山だけでなく各地の史跡保存

を支援していた渋沢栄一は、1916（大

正 5）年の西ヶ原一里塚旧蹟二本榎保

存碑除幕式で、「いずれの地方でもそ

の土地の美景または便利などの特徴

を発揚することは住民の務めである。

古い歴史ある場所について、その湮滅

（いんめつ）を防ぐことは文明人がせ

ねばならぬことである」とする主旨の

意見を述べています。 

琴浦町 小松弘明町長 

参考：『渋沢栄一伝記資料』 3 編 

参考：日本海新聞 

「土地の美景を発揚するの

は住民の務め」（渋沢栄一） 


