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夏の特集 もっと花火を楽しもう

これさえ読めばあなたもきっと花火ツウ

和楽わらく
その夏バテ「かくれ脱水」では？

よかっぺ地元 ＶＯＬ６ 日本料理店
健康住まいル
キャンペーンのご案内

家電・エコワンキャンペーンのお知らせ 期間 2016.6.1～8.31

花火のつくり方は、基本的には昔とあまり変わっていません。火薬を扱う作業なので危険を伴い、思うように機械化できないようです。

︽たまや〜かぎや〜と言うのはナゼ︾

2016年8月初旬ごろ（未定）

開催日

2016年8月中旬以降（未定）
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河原子海岸
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「ひたちなか祭り花火大会」
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「大子町花火大会と灯籠流し」
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日本の夏といえばやっぱり花火ですよね︒日本

開催日
2016年8月中旬ごろ（未定）例年お盆の
時期に開催しています。

の花火は世界でもっとも美しいといわれ︑現在で

茨城県ひたちなか市で2日間にわたって開催され
る「ひたちなか祭り」の初日の目玉の花火大会。
創造花火や各種スターマインなど趣向を凝らした
花火が披露される。フィナーレを飾るメロディー
付きスターマインは美しさ、迫力とも満点。

は世界２０カ国ほどに輸出もされています︒とこ

花火は江戸で大流行しましたが︑花火が原因となる
火災が何度も発生しました︒
ついに江戸幕府は花火禁
止令を出し︑大河端でのみ花火が許可されるようにな
りましたが︑
一度火のついた流行はなかなか収まりま
せん︒花火禁止令はその後６回にわたり出されました
が︑１７３３年に時の将軍吉宗は︑前年の飢饉と悪病
払い
︵コレラが流行︶のために施餓鬼を催して花火を
打ち上げました︒そしてこれが﹃両国の川開き﹄のはじ

茨城県日立市の河原子海岸で開催される花火大
会。見どころは尺玉とスターマイン。５～６発の尺
玉と、スターマインスペシャルの連発が夜空を彩
る。砂浜から見上げれば、光のシャワーが降り注
ぐような光景を見ることができる。

ろでこの花火︑どのように生まれどう進化してき

２０１６花火大会開催情報

まりとなったのです︒
この両国の川開きの時に花火師を務めたのが︑前述
した鍵屋の６代目弥兵衛でした︒そして１８１０年︑
鍵屋には特に腕の良かった清七という花火師がいまし
た︒清七は鍵屋から暖簾分けをしてもらう形で玉屋を
立ち上げ︑以後玉屋と鍵屋は両国の川開きで共演する
こととなったのです︒これが花火が打ち上げられる時
の掛け声﹃たまや〜︑かぎや〜﹄の由来となりました︒
玉屋の人気は絶大でした︒しかし１８４３年に玉屋は
大火災を起こしてしまい︑それを理由に江戸を追放さ
れ︑
一代限りで断絶してしまいます︒

スターマインや仕掛け花火が目玉の、茨城県久慈
郡大子町の花火大会。夜空を彩る大輪の花火と
ともに、清流久慈川を流れる無数の灯ろうが夏の
夜を華やかに演出。

場

二つの半球状の「玉皮」を、
「星
」などが崩れないように、合わ
せます。（パックリ法）

︽混乱からの復活︾

ひたちなか祭り花火大会

たのでしょうか？

5. 薬詰め

玉の表面に、丈夫な紙を何枚も
貼り、固めます。
糊付けと乾燥を何度も繰り返し
ます。

6. 皮合わせ

竜頭（持ち手）をつけ、玉名（玉
の内容）を書き込み、工場のス
タンプなどを押して完成です。
完成した花火は火薬庫で厳重に
保管されます。

明治に入ると︑日本にさまざまな薬剤が輸入される
ようになりました︒そしてそれらを彩色光剤として花
火に使用することで︑スターマインのような華麗な花
火の製造が可能になり︑近代的な花火の歴史が幕開き
ます︒ですが第二次世界大戦に突入すると花火の製造
は中止され︑戦後のポツダム政令により火薬の製造も
禁止されてしまい︑昭和２１年のアメリカ独立記念日
の花火打ち上げまで花火をみることはできませんで
した︒その後花火製造は次第に復活していき︑携わった
多くの人の研究と努力の末ついに世界でもっとも美し
いといわれる日本の花火が誕生しました︒また両国の
川開きは︑川の水質汚染等の理由から１９６１年に中
止されてしまいますが︑その後１９７８年に隅田川花
火大会として復活しました︒

ひたち河原子海上花火大会

︽花火のルーツ︾

8. 仕上げ

花火のルーツには諸説ありますが︑
一般的には中国
にその原点があるとされ︑硝石の発見に始まり︑それ
を利用した狼煙︵のろし︶が花火のルーツだといわれ
ています︒漢代︵２０２〜２２５年︶に万里の長城で通
信手段として使用されていたことが知られていて︑唐
代︵６１８〜９０７年︶の書物には黒色火薬に言及す
るような箇所も見つかっており︑北宋時代︵９６０〜１
１２７年︶に入ると火薬を使った武器が登場し始めま
した︒花火の原型の１つともいえるものが生まれたの
は１２世紀中ごろといわれ︑爆竹に近いものが作られ
ていたようです︒
日本に火薬が伝わった歴史にも諸説ありますが︑確
実なところでは︑種子島に偶然流れ着いたポルトガル
人により鉄砲が伝えられた１５４３年だといわれて
います︒日本で初めて花火を見た人物は徳川家康とさ
れ１６１３年にイギリス国王ジェームズ１世の使者ジ
ョンセーリス一行が謁見した際︑同行の中国人の手で
花火を見せたという記録が残っています︒またそれと
は別に︑すでに１５８９年に伊達政宗が花火を見たと
いう記録もあるようですが定かではありません︒家康
が見たと言われる花火は打ち上げ花火のようなもの
だったようで︑それを機に花火が将軍家をはじめ諸大
名の間で流行し︑江戸の町民にまで広まり江戸に上京
して﹃鍵屋﹄を起こした弥兵衛のような花火師が登場
するようになりました︒ちなみに現代の子供たちも大
好きな手持ち花火はこの初代鍵屋が考案したものと
されています︒

大子町花火大会と灯籠流し

開催日

造粒で作った「星」を天日で乾
燥させます。
※造粒（２）と日乾（３）を何
度か繰り返しながら、大きな星
に仕上げていきます。
粉状の原料を計量し、目の細か
いフルイにかけて完全に混ぜ合
わせます。

7. 玉貼り

「星」の内側に和紙をひき、中
央に「割火薬」を詰めます。
「星」と「割火薬」の間に和紙
をはさむことによって、
「星」
を固定し、火薬の摩擦による発
火を防ぎます。

3. 日乾 ( にっかん )
回転釜を利用し、原料を回転さ
せながら玉状の粒を作っていき
ます。水分を与えながら、粉状
の炎色剤をまぶし、粒を太らせ
ていきます。
この粒は「星」と呼ばれ、花火
のパーツになります。

1. 薬品の配合

「玉皮」という容器に「星」を
並べ詰めます。
今は半球の容器ですが、この後
の工程にある、
「皮合わせ」で
二つの半球を合わせ、球状にし
ます。

2. 造粒 ( ぞうりゅう ) 星掛け

夏の特集
ひとつひとつが手作業で丹念につくられ、夜空を彩る艶やかな花火ですが、それとは対照的に地道な作業が花火工場では行われています。

4. 玉込め / 合せ芯

単色︵牡丹︶スターマイ
ンのワイド展開

群蜂︵ぐんぽう︶
・蜂ス
ターマイン

花雷・号砲スターマイ
ン

点滅物スターマイン

冠︵かむろ︶スターマイ
ン

割物・牡丹

割物・芯入り菊

割物・八重芯変化菊

大葉入り・トケイ
草

割物・錦菊

割物・錦変化菊

がら︑どこか暖かい家庭的な雰囲気を
感じる和楽さん︒創業以来︑地元で愛

﹃女将﹄とても家庭的で気さくな女将さんです︒

︻写真説明︼

う！

任せすれば必ず喜ばれることでしょ

い事・慶弔法事など︑﹁和楽﹂さんにお

じて対応して頂けます︒ご家族のお祝

コース料理は四千円から予算に応

方︑是非︑ご来店下さい！

中です︒将来の若女将になってくれる

二代目の息子さんは︑現在花嫁募集

︻ここだけの話︼

され続けている理由が分かりました︒

半割物・錦冠菊

混合色︵玉︶スターマイ
ン

割物・菊

和楽さんは家族四人でお店を営ん

本格的な日本料理のお店でありな

飛遊星スターマイン

ですがテーブルと椅子の洋風スタイ

でおり︑現在は東京の有名店で修業を

わらく

単色スターマイン

和楽

日本料理店
今回は︑日立市にお店を構えて三十
八年という︑日本料理店﹁和楽﹂さんに
お邪魔して来ました︒元々は民家だっ
たという趣のある入口を入ると︑まず
出迎えてくれたのはお茶の葉の深く
香ばしい香りでした︒︵店内の数カ所
に﹁茶香炉﹂が置かれています︶
和服姿の女将さんが案内してくれ

ルなので︑長時間座ることが困難な

していた息子さんが板前として腕を

たのは︑奥座敷の個室です︒畳の和室

ご年配の方でもゆっくりと会食がで

振るっています︒

﹃八寸﹄彩も鮮やかで板前さんの遊び心も感じられます︒

﹃刺身﹄板さんが納得した素材だけを使用しています︒

下さい！︶

﹃日本酒﹄全国各地の銘酒が多数あります︒︵是非飲み比べて

心と︑お客様へのおもてなしの心遣い

を使用しているそうです︒

﹃会席料理﹄自慢の鰻は創業以来から変わらぬ﹁秘伝のたれ﹂

旭酒

各地の銘酒を多数取り揃えています︒

店︶
﹂など︑
一般に手に入りにくい全国

ゅ 青森県 西田酒造
造 ﹂や﹁田酒 でんし︵

楽さんでは﹁獺祭 だっさい山口県

お酒とともに味わいたいものです︒和

絶品の日本料理は︑やはり美味しい

が伝わってきました︒

されており︑妥協を許さない料理人の

厳選された素材に幾多もの工夫が施

テーブルを彩る四季折々の料理は︑

きます︒

よかっぺ地元 VOL６

明治商会

夏の家電まつり

2016.6.1～8.31

その夏バテ「かくれ脱水」では？
脱水症は進行するまで、これといって症状が出難いのが特徴
です。脱水症状になりかけているのに、本人や周囲がそれに気
が付かないために有効な対策が取られていない状態を「かくれ
脱水」と呼びます。お医者さんにかかるような脱水症状の患者
さんは、すでに発症してから数日経っている中度以上の状態で
あることも多く、命の危険を伴う場合もあります。

オトナのカラダの約６０％は水分です

小児

80
％

成人

60
％

高齢者

50
％

加齢による体重に占める水分量の変化

脱水症はなぜカラダに悪いの？

生命を維持するために欠かせないのが、水と塩分。生きるた

カラダにとって不可欠な体液が不足した状態を「脱水症」と

めに「水」は最も大切なもののひとつ。カラダのおよそ半分は

言います。脱水症とは単なる水の不足ではありません。カラダ

水でできています。カラダに占める水分量は年齢によって異な

から水分と電解質が失われた状態のことです。まずカラダから

り、小児は生まれた時体重の８０％ほどが水分ですが、それ以

水分が失われると、血液量が減り血圧が下がります。すると肝

降は年齢を重ねるにつれて水分量が減少していく傾向にありま

臓や消化器といった臓器のはたらきが悪くなり、老廃物排泄能

す。成人になると水分量は60%ほどになり、６５歳以上になると

力の低下や食欲不振につながります。また、脳の血流が悪くな

５０％ほどまで低下していきます。

ると集中力の低下などが起こります。電解質の低下は神経や筋

カラダに含まれる水分のことを「体液」と呼びます。体液の主
成分は水でその他、ナトリウムイオン、カリウムイオンなどの電

肉に悪い影響が出て、足がつったり、しびれや脱力なども起こり
ます。

解質とブドウ糖、たんぱく質、尿酸などの非電解質から構成さ

熱中症は毎年多くの命を奪う恐ろしい病気ですが、その背景

れています。成人は何もしなくても一日におよそ1.5～2.5Lの

には脱水症が潜んでいます。脱水により発汗が止まると、体温

水分を失っています。

調節機能が失われ、カラダの体温上昇により危険な障害が起こ
りやすくなります。

ECO ONEエコワン得トク リースキャンペーン
２４号
フルオート
タンク容量
５０Ｌ

2016.6.1〜8.31

一括のお支払いの場合

446,500円（税込・標準工事費込み）

リースでのご契約では

月々

機器リース料金

5,000円（税込）× 120回
リースご契約のメリット
●システム内容
ハイブリット給湯器本体
マルチリモコン、配管セット
プラ設置台

第３世代 ＥＣＯ ＯＮＥ（エコワン）ＬＯＷＢＯＹ（ローボーイ）モデル

① １０年間の延長保証付︕

※機械的、電気的な故障、天災事故、人的ミスも無償保証

②最新の省エネ給湯器が月々わずかな金額で
ご購入可能︕
③リース期間満了後はそのままご使用できます︕

かくれ脱水ﾁｪｯｸシート
ステップ

1

対象：65歳以上の方

最近、今までなかった以下のような変化はありませんか？

※該当項目に✓して下さい。

□皮膚がカサつくようになった。乾燥している。ポロポロ皮膚が落ちる。
□くちの中がねばつくようになった。食べ物がパサつく。つばが飲みにくい。
□便秘になった。あるいは以前よりひどくなった。
□皮膚のハリがなくなった。手の甲をつまみあげて離すと3秒以上跡が残る。
□足のスネに”むくみ”がある。靴下を脱いだ跡が10分以上も残る。
該当項目にひとつでも✓がある方は
ステップ２へ進んでください。
ステップ

2

該当項目のない方は
アドバイスＡへ。

以下の項目に該当するものはありませんか？

※該当項目に✓して下さい。

□日当たりの良いところ、または屋外にいる時間が長い（目安は1時間以上）
□普段よりも集中力が低下している（落ち着かない、日中でも眠いなど）
□トイレが近くなるため、寝る前は水分を控える傾向にある。
□冷たい食べ物や冷たい飲み物を好むようになった。
□利尿薬を内服している（ダイエット薬に含まれている場合も該当）
該当項目にひとつでも✓がある方は
ステップ３へ進んでください。

該当項目のない方は
アドバイスＢへ。

ステップ

3

さらに以下の項目に該当するものはありますか？

※該当項目に✓して下さい。

□85歳以上である。
□高血圧、糖尿病、心臓病などの持病がある。
該当項目にひとつでも✓がある方は
アドバイスＤへ。

該当項目のない方は
アドバイスＣへ。

アドバイスを参考にしてください。
アドバイス

現在は、”かくれ脱水”の危険は少ないです。
引き続き、規則正しい生活を心掛けましょう。

アドバイス

あなたは、”かくれ脱水”の可能性があります。
まずは、食生活を見直してみましょう。

アドバイス

あなたは”かくれ脱水”の可能性が高いです。
何らかの脱水症予防をしましょう。

アドバイス

脱水症に進行する恐れがあるので
医療機関に相談するようにしましょう。

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ｄ

脱水症状の治療は病院で輸液（点滴）により行われますが、近年、軽度から中等度の
脱水状態には、経口補水液を用いた経口補水療法の指導をされることが一般的にな
りつつあります。
監修：神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部栄養学科 谷口英喜教授

医学博士

いつもの生活で「かくれ脱水」にならないために
人間は恒温動物です。私たちのカラダは栄養素や老廃物の代謝で常に熱を発生させていま
す。体温調節機能とは、この熱を体外へ放熱して体温を保とうとする仕組みです。子どもは体温
調節機能が未発達であり、高齢者は機能が低下しています。高温多湿で無風な屋内のような場
所も注意が必要です。暑い日には体を冷やす食べ物とること(伝導)や涼しい場所で過ごすこと
(放熱)汗をかくこと(蒸発)を心掛け、屋内ではエアコンや扇風機などを上手に利用するよう心掛
けましょう。
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発行元 ㈱明治商會
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答えのヒ ン ト
日本の昔ながらの行事にはいろんな意味があるんですね。
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お問い合せ
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読者プレゼントクイズ

1

縦のカギ
１．沖縄本島にだけ生息する飛べない鳥。ヤンバル○○○。
２．外に泊まること
３．広く平等に愛すること
４．舞台裏の待機する部屋
５．バイオリンに似た楽器
横 のカギ
３．今回の特集にもなった日本の夏の風物詩は？
６．カナダとアメリカの国境にある世界有数の観光地
７．「五・七・五」
８．食物に含まれる苦みや渋みの総称
９．熱帯地方に広く分布する植物

Ｑ ︐鍵のヒントからクロスワードを
埋めて答えを探してください︒

平成二十八年六月発行

C

前回号の答え：熊手(くまで)

0294-36-1221常陸太田支店

写
※真はイメージです︒実際とは異なる場合があります︒
予めご了承ください︒

03-3663-2501日立支店・北茨城営業所

今回のプレゼントは
東京ドームで繰り広げられる伝統の一戦。

読売ジャイアンツ ＶＳ 阪神タイガース戦
のチケット２組（４名様）の方にプレゼントいたします。

試合日Ａ

8/20（土）14：00〜

試合日Ｂ

8/21（日）14：00〜

となります。

※試合日指定はできません。予めご了承ください。
※座席は３塁側シーズンシートになります。

広報誌「絆 」読者プレゼントに関するご注意
ご応募受付期間：平成28年6月1日〜8月5日まで（8/5当日消印有効）

0294-78-0225次回号は九月ごろを予定しています︒

ハガキにご住所・お名前、問題の答えをご記入の上、右記宛先までご応募ください。
ご応募はお1人様1回までとさせていただきます。
当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
ご応募の際に発生いたします通信費等はお客様のご負担になります。
<お客様の個人情報の取り扱いについて>
・ご応募時の個人情報は、抽選、商品の発送、関連するお問い合わせ対応の
為にのみ利用し、それ以外の目的には利用いたしません。
・ご応募時の個人情報は、法令の要請を除き、お客様の同意なく業務委託先以外の
第三者に開示・提出いたしません。
・ご応募時の個人情報は、広報誌プレゼント係にて厳重に管理し、
応募期間終了後は安全・適切に廃棄いたします。

