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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。 
  
 スポーツの秋、読書の秋、味覚の秋など、きれいなイメージの強い秋 
ですが、近年は“秋の花粉症”なるものが勢力を増して来てマスクをして 
いる方も多くなりました。私も毎日アレルギーの錠剤服用が必須です！ 
外で厳しい環境を耐え抜いている方は、お家ではきれいな空気で快適に 
過ごしたいですよね。そんな方々におすすめの空気清浄機をご紹介して 
いますので、ぜひ新商品のチェックもお忘れなく！ 
  
 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☆ 
  
  
＼新橋♪／ 
┏∞┓ ━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━*━━* 
┣╋┫ ★  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://ur0.pw/zcoF 
 ☆Lesson2☆→ http://ur0.pw/zcou 
  
●………… 
   問題!! 
 …………● 
  
 1，パッケージユニット方式は各階毎に空調が(A. 可能)or(B. 不可能)。 
 2，空気熱源マルチ型エアコン方式は単独運転、個別制御が(A. 困難)or(B. 容易)。 
  
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名様にハンドクリームをプレゼント☆ 
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☆ 11月4日〆切) 
  
***前回の解答*** 
 1，単一ダクト方式は設備費が(A. 安価)。 
 2，ファンコイルユニット方式は各部屋毎に温度調整が(A. 出来る)。 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇    ★ 今週のおすすめ新着カタログ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
■TOTO(株) 『バリアフリーブック［住まい編 2016］』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2041 
■(株)ノーリツ 『ガス給湯機器 特定設置用カタログ 2016.IV』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2042 
■(株)パロマ 『コンパクトふろ給湯器 T-ino 誕生』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2043 
■大建工業(株) 『スタイリッシュファニチャー ミセル』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2044 
■タカラスタンダード(株) 『総合カタログ』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2045  
■(株)カクダイ 『カクダイ用カタログ2016-2017』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2046 
■積水化学工業(株) 『給水・給湯システム配管』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2047 
■旭有機材(株) 『総合カタログ（バルブ編）』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2048 
■オーケー器材(株) 『冷媒配管用 火無し継手 楽継』 
  http://www.e-setsubi.net/catalog_library/p2049 
  
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/new20161026－1 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇   ★ この10月に大注目の魅力溢れる新商品！ ★ 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
  
◎ダイキン工業(株) 『加湿ストリーマ空気清浄機（MCK70T）』  ◆10月28日発売予定 
  …あらゆるリビングのインテリアに調和する直線的なデザインを採用！ 
  http://www.daikin.co.jp/press/2016/160913/index.html 
  
◎パナソニックホームエレベーター(株) 『小型エレベーター XLウェルハートV』 
  …「バリアフリー法」や「福祉の街づくり条例」などに対応！ ◆10月4日発売 
  http://news.panasonic.com/jp/press/data/2016/10/jn161003-1/jn161003-1.html 
  
◎パナソニック(株) 『業務用エアコン4方向天井カセット形室内機』 ◆10月22日発売 
  …業務用空調機初「ナノイーX」デバイス搭載モデルで室内もエアコン内部も清潔に ！ 
  http://news.panasonic.com/jp/press/data/2016/09/jn160927-5/jn160927-5.html 
  
◎コロナ(株) 『温水床暖房システム「コロナエコ暖フロア4.5」』 
  … 業界ナンバーワンの省エネ性能 定格COP4.62達成！ ◆11月初旬発売予定 
  http://www.corona.co.jp/news/news_160906.pdf 
   
  
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/new20161026-2 
  
【おすすめ新商品PDF】 ダウンロードして使ってネ☆ 
  ◆10月第3週分 http://urx.mobi/zfkY 
  ◆10月第4週分 http://urx.mobi/zfl0 
  
  
◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
◇     ★ 「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◇◆ 
  
 ●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 
 ●12月2日(金) ９:30～17:00 
     『住宅省エネルギー技術講習会』 50名 1,000円 
 ●12月6日(火) 10:00～17:00 
     『エアコン施工研修』 10名 9,000円 
 ●12月13日(火)  10:00～14:00 
     『配管接続研修』 10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.118－ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆★ 
  
          題名：伝える事の難しさ 
  
 きまぐれ日記No.113で書いた「ある合唱団が私の作曲した曲をコンクール 
で歌ってくれることになり・・・」の続報です。16日に新潟県でそのコンクー 
ルの本番があり、私も団員の方と一緒に旅行がてら聞きに行って来ました。この 
コンクールは「花嫁人形合唱コンクール」と言って、新発田市出身の抒情画家・ 
蕗谷虹児が作詩した「花嫁人形」という歌を作曲家池辺晋一郎先生が編曲した 
ものが課題曲とされていて、全ての団が同じ曲を歌うんです。私の曲は自由曲で 
歌って頂きました。ちなみに審査委員長はもちろん池辺先生であります。 
  
 今回客観的に聞いてみて『自分の伝えたい事を譜面に詰めても、その思いは 
案外感じ取って貰えないものなんだなぁ』と、つくづく伝える事の難しさを痛感 
しました。もちろん詩は自分で書いていないけれど、「あれ？この詩自分で書い 
たんだったっけ？」と勘違いする程何十回も読み込んで感情を寄り添わせて、 
その詩の持つ意味を汲み取って欲しいと思って付曲しているのですが、そこが 
あっさりスルーされてしまうと悲しいやら虚しいやらやるせないやら。。 
  
 そんな思いで疲れが倍増していたのですが、結果発表の前に池辺先生の講評 
があり、その時のお言葉が何とも素晴らしかったので書きたいと思います。 
「作曲家は楽譜に自分の書きたい事を10分の1くらいしか表す事が出来ない。 
だから演奏者はその10分の1から汲み取って考えて仕上げて行かないと、楽譜 
通りに演奏しただけのもの程つまらない演奏は無い。そこに自分たちの表現を 
積み上げて行って山を越えた先に初めて心に響く演奏が生まれる。」と。私が 
思っていた事を全て代弁して下さった池辺先生、実は昔から“エロオヤジ”と 
言われていて、音楽界では有名なお話し。だからN響アワーを観る度に「あ、 
エロい人だ」と思っていたけど、今回初めて先生の作曲家としての本質に触れ 
て心底感動して、一瞬でファンになってしまいました。単なるエロオヤジだと 
思っていて本当にごめんなさい!!しかし先生良い事言うよな～。「山を越えた 
先に初めて心に響く・・・」って演技にも料理にもあらゆるものに言えますよ 
ね。基本はもちろん押さえなきゃダメだけど、そこにどれだけ自分の色を出せ 
るかでヒトの心を揺さぶる事が出来る。素晴らしい事だと思います、本当に。 
私は10分の1しか伝えられない立場だけど、その1に10以上の気持ちを込めて 
これからも作曲を続けて行きたいなと思いました。 
P.S 池辺先生とツーショット写真を撮ったけど、やっぱり何かエロかった(笑) 
  
 ～～～～～～☆ ～～～～～～～～～～ ☆～～～～～～～～～～ ☆～～～ 
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11月9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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