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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。 

 

 新型コロナの新規感染者が連日ものすごい勢いで増えていて、中止に 

追い込まれる催し物が数多くある中ですが、私の住む茨城県龍ケ崎市では 

日曜日に関東三奇祭の撞舞が 3 年ぶりに開催されました。付随するお祭りや 

お神輿の練り歩き、神馬と獅子の披露は中止だったので簡素ではありま 

したが、それでも会場は大盛り上がり！やっぱり夏はこうでないとね！ 

来年こそは神馬が走り抜ける完成形の撞舞になるといいな。 

  

 さて、今回も新着カタログやおすすめ新商品情報など、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) 

 

 

 

＼ビヨーン ビヨーン♪／ 

┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 

┣╋┫  ★  ク イ ズ で プ レ ゼ ン ト ★ 

┗┻┛ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 

 

 

下記のミニ動画をご覧下さい。 

 

 ☆Lesson1☆→ https://www.e-setsubi.net/movie.php?vid=vp161 

 ☆Lesson2☆→ https://www.e-setsubi.net/movie.php?vid=vp162 

 

 

●………… 
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   問題!! 

 …………● 

 

 ◎排水枡は最大(A. 30m 以内)or(B. 35m 以内)に設置する。 

 

 

答えが判かったら e 設備運営事務局 esetsubi-pro-kanri@hat.co.jp まで！ 

今回は正解者の中から 5 名さまに冷感タオルをプレゼント！☆ 

クイズの答え、メルマガの感想、お名前、ご住所を明記の上ご応募下さい。 

たくさんのご応募をお待ちしています。(〆切 8 月 5 日金曜日) 

 

メルマガの感想をお忘れなく！ 

 

 

***前回の解答*** 

 

 ◎排水竪管と最下階の排水管は合流(B. できない)。 

 

 

 

 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

■パナソニック(株)  『エクステリア エントランス商品カタログ』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3421 

■マイセット(株)  『色々選べる快適キッチン これでいいのだ！2022』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3422 

■(株)イノアック住環境『水道給水用ポリエチレンパイプシリーズ』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3423 

■(株)水生活製作所『MIZSEI 製品カタログ』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3424 

■(株)インターセントラル『2021-2022 製品カタログ』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3425 

■(株)イーエス・ウォーターネット『ES 制御弁シリーズ』 
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  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3426 

■前澤給装工業(株) 『QUMEX 住宅設備用製品カタログ 2022-2023』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3427 

■(株)アンレット 『3 葉アンレットルーツブロワ』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3428 

■(株)水空間 『2022-2023 総合カタログ Vol.10』 

  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p3429 

 

 

 

 

※カタログリクエストがありましたら是非ご一報下さい！ 

 

 

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/new20220727-1 

 

 

 

 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇   ★ 気になる新商品がどんどん登場 ★ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

◎TOTO(株) 『ネオレスト（NX/LS/AS/RS）」』 

  …デザインとテクノロジーの融合がさらに進化。美しく上質なレストルーム空間を提

案！ 

   ◆8 月 1 日発売予定 

  https://jp.toto.com/products/toilet/new_toilet/ 

 

 

◎TOTO(株) 『シャワー水栓の新商品』 

  …グローバル市場で選ばれ続ける TOTO をめざし、デザイン性を強化！ 

   ◆8 月 1 日発売予定 

  https://jp.toto.com/company/press/2022_06_07_34_1/ 
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◎東芝ライテック(株)『除菌・脱臭装置「Uvish 据置タイプ 100・壁掛タイプ 100」』 

  …「UV-C LED」と「光触媒」のダブル効果で、ウイルス・菌の活動を抑制・脱臭！ 

   ◆7 月 1 日発売 

  http://www.tlt.co.jp/tlt/press_release/p220510/p220510.htm 

 

 

◎リンナイ(株) 『レンジフード TAG シリーズ』 

  …レンジフード TAG シリーズ！ 

  ◆8 月 1 日発売予定 

  https://www.rinnai.co.jp/releases/2022/0701/index_2.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/new20220727-2 

 

 

 

 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇         「第 6 回 感染症対策総合展」 開催のお知らせ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

 

   ＼＼ 感染症対策・予防・検査に関する日本最大の専門展 ／／ 

 

 

 感染症対策総合展は、新型コロナウイルス感染が拡大する 2020 年 9 月に 

世界初となる感染症対策の専門展としてポートメッセなごやにて開催され、 

最新の殺菌設備や空調・換気設備、マスクやシールド、遮蔽のための様々な 

システムなどが一堂に展示し、日本中に感染症対策の最前線を発信いたしました。 

世界中にワクチン接種が普及していく中でも、世界中で変異種などが続々と 

発見され、ウィルスを完全に封じ込めることは困難であり、感染を防ぐために 
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除菌や殺菌、マスクやパーテーションの飛沫防止、接触を抑えるといった 

生活様式そのものを変えて社会を運営していく必要があると考えられています。 

また、新型コロナウイルスだけでなく、インフルエンザやノロウイルス、 

結核やエイズなど、日々の生活の中で様々な感染症のリスクが存在することが 

認識され、社会生活を送る中で感染症対策は不可欠となっていくことから、 

感染症対策マーケットは更に拡大していくことが予想されます。 

  

 第 6 回目となる本展は、感染症に対する最新ソリューションや設備・備品を 

一堂に集めた総合展として盛大に開催し、感染症対策の更なる普及啓蒙に 

努めてまいります。 是非、皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

 

 【会期】2022 年 7 月 27 日(水)～29 日(金) 10:00～17:00 

 【会場】東京ビッグサイト 東 6 ホール 

 【入場】￥2000 (招待券持参者無料) 

 【HP】 https://k-taisakuten.com/ 

 

 

 

★☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 ♯♭♪ おしゃべり みみ子♪のきまぐれ日記 ♪♭♯ －No.256－ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 

 

        題名：在宅介護が終わって思うこと 

 

 1 年 2 ヶ月同居をしていた祖父が 2 週間前に亡くなりました。「今日は 

ちょっと熱が高いねぇ」と言ってから僅か 10 日で逝ってしまったので、 

毎朝オムツ替えから始まり夜中のオムツ替えに終わる私の介護生活は急に 

終わりを迎えてしまいました。今はただ「寂しい」その一言です。 

 

 結婚生活の半分弱は 3 人だったし、祖父のサービスで毎日のように訪問 

介護・看護・往診・入浴・リハビリ・歯科の方々が家に来て下さっていて 

とても賑やかだったので、いきなり夫と 2 人きりになってしまって何だか 

物足りないんですよね。夫は自分とは血縁関係にない祖父だったにも関わ 

らず仲良くしてくれて、良く話し相手にもなってくれていたし、男同士 

でしか出来ない話しや、祖父の私に対する不満(また怒られちゃった等)を 

https://k-taisakuten.com/


聞いては慰めてあげたりしていて、特別な絆を築いていました。なので、 

失う怖さで泣いていたのは私なのに、いざ亡くなったら「俺が居ない間に 

死んじゃうなんてじいちゃん酷いよぉ！」と泣いたのは夫でした。 

 

 良く親子関係を「産みの親より育ての親」と言うけれど、祖父母と孫 

でも同じだなぁと思うのです。普通に考えて、嫁の祖父とある日突然１つ 

屋根の下で同居っていうのは夫の立場からしたら「え、何で？！」だし、 

身体介護はしなくて良いって言われても絶対に不安だったと思うんです。 

それなのに始まってみたら付き合い始めの恋人同士のように 2 人が仲良く 

なって、まるで本当のおじいちゃんと孫みたいで微笑ましかったな～(笑) 

夫には本当に感謝しかないです。そして、超高齢でも私たち夫婦に少しでも 

迷惑を掛けないようにと、日々リハビリに励んでくれていた祖父にも心から 

「ありがとう」ですね。学ばせて貰ったこともたくさん。無駄だった時間 

なんて 1 秒も無かったし、自分の手でお世話ができて、3 人で笑い合えた 

日々が本当に幸せでした。50 年後くらいに天国で 3 人が再集合できるその日 

まで、物足りない夫婦 2 人ですが前向きに頑張って行きます！ 

  

～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 

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 8 月 10 日(水)を予定しております。それではまた！ 

 

                        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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