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 全国のe設備PRO会員の皆様こんにちは、おしゃべり みみ子♪です。 
  
 オリンピック、盛り上がっていますね～！昨日の朝起きた瞬間に知った 
体操男子団体の金メダルには特に興奮してしまいました。個人戦も良い 
けど、団体戦もまたグッと来るものがありますね～。他の競技でも日本 
選手の活躍が盛りだくさん！まだまだ熱い夏は続くので私たちも精一杯 
応援しなくちゃ！がんばれ日本！！ 
  
 さて、今回も注目の新商品や新着カタログなど情報満載でお送りします 
ので、最後までご愛読の程よろしくお願いいたします。 
  
                   おしゃべり みみ子♪ 
                    (e設備運営事務局) 
  
  【FB】 https://www.facebook.com/esetsubi 
 「いいね！」よろしくお願いします☆ 
  
  
＼秋葉原♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫ ★  ク イ ズ で プ レ ゼ ン ト ★ 
┗┻┛ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
  
まずは下記のミニ動画をご覧下さい。 
 ☆Lesson1☆→ http://qq2q.biz/xEuG 
 ☆Lesson2☆→ http://qq2q.biz/xEuK 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1，人間の可聴領域は(A. 20Hz～20kHz)or(B. 10Hz～20kHz)。 
 2，にぎり押しスイッチは(A. 高齢者の連絡)or(B. 子どもの連絡)に便利。 
  
答えが判かったらe設備運営事務局 esetsubi-pro-kanri@hat.co.jp まで！ 
正解者の中から抽選で5名様に清涼グッズをプレゼント☆ 
たくさんのご応募をお待ちしています！ 
(クイズの答え・お名前・ご住所・メルマガの感想を添えて応募してね☆ 8月19日〆切) 
  
***前回の解答*** 
 1，部屋の形状は(A. 直方体)になるように計画する。 
 2，建築の設備計画では(B. 遮音)に配慮する。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『湯ぽっと 小型電気温水器』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1091 
■東芝キヤリア(株) 『エコキュート〈家庭用〉』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1092 
■(株)竹村製作所 『不凍水栓柱カタログ 2016-2017』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1093 
■トクラス(株) 『Toclas Dresser -洗面化粧台-』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1094 
■(株)京セラソーラーコーポレーション 『公共・産業用太陽光発電システム 総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1095  
■グルンドフォスポンプ(株) 『デジタル定量ポンプ DDA/DDC ARシリーズ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1096 
■(株)ブリヂストン 『プッシュマスター Vol.21』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1097 
■愛知時計電機(株) 『マイコンメーターSB SB型保安ガスメーター』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1098 
■ニチハ(株) 『金属製断熱屋根材 横暖ルーフ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p1099 
  
手軽で便利なカタログ図書館はこちらから！ 
http://www.e-setsubi.net/catalog_library/new20160810-1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ この夏大注目の魅力的な新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎TOTO(株) 『システムキッチン「ミッテ」』 ◆8月1日発売 
  …上位機種で好評の「水ほうき水栓」「すべり台シンク」を品揃え！ 
  http://www.toto.co.jp/products/kitchen/mitte/index.htm 
  
◎TOTO(株) 『洗面化粧台「オクターブ」』  ◆8月1日発売 
  …歯ブラシの除菌や排水口の気になる汚れを抑制！ 
  http://www.toto.co.jp/products/groom/octave/index.htm 
  
◎(株)パロマ 『テーブルコンロ「Caferi(カフェリ)」』 ◆8月1日発売 
  …より落ち着いたカラーに変更し、コンロとグリルの清掃性をアップ！ 
  http://www.paloma.co.jp/news/news337.php 
  
◎アキレス(株) 『床下断熱リフォーム工法専用ボード「アキレスジュウテンＲ」』 
  …アキレス断熱リフォーム用開発投入製品第二弾！ ◆8月1日発売 
  http://www.achilles.jp/news/2016/0725.html 
  
新商品掲載カタログも順次アップしますので是非ご活用下さい！ 
【カタログ図書館】 http://www.e-setsubi.net/catalog_library/new20160810-2 
  
【おすすめ新商品PDF】 ダウンロードして使ってネ☆ 
  ◆8月第1週分 http://qq2q.biz/xEuy 
  ◆8月第2週分 http://qq2q.biz/xEuC 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇     ★ 「みらいエコリフォームセンター」よりお知らせ  ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◆◇みらいエコリフォームセンターでは下記研修会の参加者を募集しています◇◆ 
  
 ●9月13日(火) 10:00～14:00 
     『配管接続研修』 10名 4,000円 
 ●10月4日(火) 10:00～17:00 
     『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
 ●10月12日(水)  10:00～15:00 
     『システムバス現調研修』 15名 2,000円 
 ●11月8日(火) 10:00～17:00 
     『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
 ●11月11日(金) 10:00～17:00 
     『ガス可とう管接続工事監督者資格研修』 40名 12,300円 
 ●11月22日(火)  10:00～15:00 
     『便器・ウオシュレット設置研修』 15名 4,000円 
  
 ※正午をまたぐ研修ですので、昼食をご用意しております。 
  
◎お申し込み、詳細閲覧はこちらから 
 http://www.eco-reform.org/p/info 
  
◎毎月発行の【東雲だより】も是非御覧下さい。 
 http://www.eco-reform.org/p/shinonome 
  
 皆様のご参加を心よりお待ちしています！ 
  
  
★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  ♯♭♪ おしゃべり みみ子♪のきまぐれ日記 ♪ ♭ ♯ －No.113－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
        題名：「先生」と呼ばれる事の恥ずかしさ 
  
 学生の時から私は、あるアマチュア合唱団の伴奏ピアニストとして8年間 
ピアノを弾いていました。思い立って留学する事になった後の不在の2年間は 
友人に代わって貰っていて、先月の帰国と同時にまた復帰しました。2年って 
案外何も変わらないもので、もっと団員の皆さんと距離が出来ているかな？ 
と思って結構ドキドキしていたけど、そんな心配も全く必要が無かったです。 
やっぱりここが私の居場所。改めて辞めなくて良かったなぁと思います。 
  
 この合唱団で私は『みみ子♪先生』と呼ばれているのですが、練習時間が 
終わって楽しい飲み会に突入すると『みみ子♪ちゃん』と呼んで下さる方も 
多いので、“先生”というのはあくまでもケジメだと思って受け入れているうち 
に最早単なるあだ名にしか聞こえなくて、呼ばれても感情が無になりました。 
慣れってこういうことなんですねー。ところがです。先週末に、アマチュア 
だけどレベルが高くて、毎年合唱コンクールで上位入賞や優勝を飾っている 
合唱団の練習に呼ばれて行ってみたのですが、部屋の端っこで大人しくして 
いるつもりが、「先生、こちらの席へどうぞ！」と指揮者の横の超目立つ 
位置に案内されたんです。「えっ？センセイ？私が？(笑)」。これが妙に気 
恥ずかしくて、何言ってるんだか、と思いながらその席でニヤついていたら、 
私を見る団員の皆さんは至って真剣。や・・やべぇ!!(←心の声)。 
  
 事の発端は、2年前に私が出版した合唱曲をこの団の皆さんが10月のコン 
クールの自由曲で歌って下さる事になって、それで作曲家として仕上がり具合 
をチェックして欲しいという事だったんです。が、高々合唱曲1曲で「先生」 
と呼ばれるのは誠に恥ずかしい・・・。でもならばそろそろ“先生”と呼ばれ 
るに相応しい作曲家を目指すべきなのかもしれない。となるとやっぱり数を 
発表して、演奏して貰う機会を増やして、知名度を上げて、それなりの地位を 
確立しなくては！と言う訳で一念発起。先日までの燃え尽き症候群はその日 
で終了して、今は毎日詩集を読みあさってどの詩人が自分の書きたいイメージ 
と合うかを模索しています。曲を書きたい！という沸き上がる気持ち、何十日 
ぶりだろう。せっかく書くならたくさん演奏して貰うチャンスも欲しいので、 
私も来年の合唱専門の作曲コンクール優勝を目指そうと思います！応募まで 
あと半年、本物の「先生」になれるように精一杯がんばるぞ～～！！ 
 ～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
今回も最後までお付き合い頂きありがとうございました！ 
次回の配信は2016年8月31日(水)を予定しております。どうぞお楽しみに☆ 
                        おしゃべり みみ子♪ 
  
━【INFORMATION】━─ ∴ ━─ 
■配信先変更／配信停止はお手数ですが下記までご連絡下さい。 
  
［連絡先］ esetsubi-pro-kanri@hat.co.jp 
  
（e設備運営事務局） 
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