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失敗しない「植物の植え方」について

vol.17

協力：筑波ランドスケープ

植物の植え方の基本は、❶根鉢（植物の根と周りの土がくっついて
塊になったもの）よりやや大きめの穴を掘り、穴の底と埋め戻す土に
堆肥をよく混ぜ込む❷根鉢がしっかりと土に密着するよう、穴底の土
は中央をやや高く盛る。❸ポットから根
鉢を丁寧に取り出し、穴に植え込む❹樹
木や低木などは水を十分浸透させる必
要があるため、根鉢の周囲に水鉢（土を
盛り、溝を作ること）を作る❺十分に水を
与える。植え替えの時期は、基本的に春
と秋に行うのが適しています。夏に植えると根腐れが起きやすくなっ
たり、水やりが負担になったりします。また、成長が止まる冬（休眠期）
の植え替えは控えた方が良いでしょう。この時期に植えると、霜で根
鉢が浮き上がってしまい根が張らないことがあります。

水を与える

（土を盛り、溝を作る）（土を盛り、溝を作る）
水鉢水鉢

根鉢根鉢
（根と土がくっついた塊）（根と土がくっついた塊）

消費税がＵＰする前に！外壁塗装のお得なタイミング

第4回

協力：霞美装

塗装のはがれ、壁のひび割れ、コーキング（継ぎ目やすきまの部分）
の割れなどの症状が現れたら、外壁を塗り替えるタイミングです。放置
したままにしておくと、少しずつ壁の内部に雨水が入り込み、雨漏りや
カビを発生させ土台や柱を腐らせる原因になります。家の寿命を延
ばすためにも定期的なメンテナンスが必要です。10月から消費税率
が１０％に引き上げられますが、塗装工事では３月31日までに契約が
完了すれば、引渡日が10月１日以降でも旧税率（８％）が適用されま
す。４月１日以降に契約した場合は、
引渡日の税率（８％または10％）が適
用されます。駆け込み需要の混乱
に巻き込まれないよう、余裕を持った
塗装計画を立てることが大切です。

3/31 4/1～ 9/30 10/1

消費税  ８％

消費税  ８％

消費税  ８％

消費税 10％

特別ルール

契約完了

で役立つ 活用術わが
家で役立つ保険活用術わが
家で役立つ保険活用術

早 め の 対 策 で 安 心

第４回

協力：総合保険代理店サンツクバ（株）

　あおり運転や危険運転による事故やトラブルなどが近年大きく問題
視され、ドライブレコーダーの必要性は日々 大きくなっています。ドライブ
レコーダーとは、自動車におけるトラブルが起きた時の正確な状況を
「記録」するものです。事故は突然起こるものなので、よく覚えていない
ことや主張が曖昧なことが多く、事故の状況を「記憶」で伝えることに
よってお互いの意見の食い違いや、ほんの少しの状況の違いによっ
て過失や責任の割合が変わってしまうこともあります。
　以前、信号のある交差点でお互いに「青信号だった」と主張する
事故がありました。お互いに青という状況はありえません。しかし、目
撃者も証拠もないということでなかなか折り合いがつかず、最終的に
50：50で解決になりました。もしドライブレコーダーが付いていれば解決
も早く、実際に青だった方は責任を負わずに解決できたことでしょう。今
や「記憶より記録！」が自己防衛にもつながることは間違いありません。

　ドライブレコーダーは、車を運転する際の自己
防衛の為に必要不可欠なアイテムです。興味の
ある方は、現在ご加入されている保険会社に相
談されてはいかがでしょうか。

「ドライブレコーダー」は事故やトラブル時の動かぬ証拠に

近年ではドライブレコーダー付きの保険も発売されています

1 事故状況が双方違う　
　　 →ドライブレコーダーは嘘をつかず、真実を伝える
2 動転して事故状況を覚えていない
　　 →録画を元に事故の初期対応をする
3 事故解決のスピードが上がる
　　 →事故で揉めるのは過失割合
　　 →事故状況相違での揉めごとが減少
4 事故を起こしたお客様に的確にアドバイス
　　 →自動通報で安心ダイヤルから連絡
　　 →早期の対応で不安を解消

ドライブレコーダー付きの保険で改善されること ※保険会社によって
　内容が異なる場合もあります

 2級ファイナンシャル・
プランニング技能士

越川 周一

四季を 愛でる暮らし

0800-8000-388

受付専用番号：☎050-3567-4102 【24時間365日 自動音声】資料請求（無料）ソーマオリジナルDVD付

ご予約：

4月7日●日 場所：つくばプラザ（つくば市面野井１９２）
●Q&A形式のお庭のプチセミナー／11：00～先着5名様  ●お庭の相談会／セミナー終了後、１家族様限り・要予約

ソーマオリジナルガーデン
グランステージ山新さんより谷田部IC方面へ車で1分

つくば市面野井192 検 索検 索ソーマガーデン 水曜定休

代表取締役  枝  洋一
1955年茨城県生まれ

　　　　　　　　2015年5月 TBS ジョブチューン出演
テレビチャンピオンガーデニング王決定戦第8・9回優勝

東京農大卒 同大学非常勤講師

（株）筑波ランドスケープ

お庭づくり教室 ガーデンセラピー＆ガーデン風水教室ガーデンセラピー＆ガーデン風水教室
予約制

☎029-863-3858

庭専門 エクステリア＆ガーデン
設計 施工 メンテナンス

無 料 相 談 会
毎週土日開催・完全予約制

「お庭づくり教室」参加者は
お庭の設計費2万円が無料

同時開催
参加費：500円

●お庭のことが良く分かる
「ソーマオリジナルDVD」

ガーデン・エクステリア
／リフォームローン

取扱可能

株式会社 筑波ランドスケープ

講
　
師

五感を満たすことで心身のバランスを整える「ガーデンセラピー」と、住まいの間取りに
役立つ「風水」をお庭に取り入れ、良い運気を集める庭設計のポイントをご紹介します。
五感を満たすことで心身のバランスを整える「ガーデンセラピー」と、住まいの間取りに
役立つ「風水」をお庭に取り入れ、良い運気を集める庭設計のポイントをご紹介します。

午前10時～正午

先着
20名様

●季節の種と苗
教 室 参 加 プ レ ゼ ン ト

土浦市真鍋新町18-13
土浦ピアタウン2階

株式会社 霞美装

0120-025-253

壁のひび割れや塗装のめく
れは、家の柱を腐らせる原因
になります。家の寿命を延ば
し、快適な生活を送ることが
健康寿命にもつながります。
疑問や悩みが
ございましたら
お気軽にご相談
ください。

土浦市真鍋新町18-13

3月16日●・30日●
4月 6 日●・13日●
3月16日●・30日●
4月 6 日●・13日●

会 

場

日 

時
10：00～11：00、14：00～15：00

土

土

土

土

土浦ピアタウン2階（霞美装内）土浦ピアタウン2階（霞美装内）

屋根・外壁塗装をする前に気になることを聞いてみよう！
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土浦ピアタウン

ロイヤル
ホスト

市民会館
入口

◆参加者の皆さま全員に粗品プレゼント

土浦
市民会館

ココス

ご予約は「シニアふるさと通信」まで　☎029-886-9790

会 場

参加無料
（予約制）

代表平間 直樹代表平間 直樹

なぜ塗
替えしたほうがいいの？ 塗替えの

タイミングっていつ？なぜ塗
替えしたほうがいいの？ 塗替えの

タイミングっていつ？

保険の見直しをしてみませんか？
あなたに「ベストな保険」のお手伝いをいたします！
保険の見直しをしてみませんか？

三井住友海上火災保険 ハイグレードエージェント
三井住友海上あいおい生命 プレミアムパートナーズクラブ

サンツクバ株式会社
土浦市中村南1-2-23 定休／土･日･祝日

☎029-841-5858
サンツクバ

あなたに「ベストな保険」のお手伝いをいたします！

損害保険ジャパン日本興亜
損害保険ジャパン日本興亜ひまわり生命

総合保険代理店

自動車事故の解決において一番困ることは、お互い
の言い分が異なることです。事故の際の確かな証拠
となる“ドライブレコーダー付きの保険”に関する
詳しい内容についてはお気軽にご相談ください。

安心の事故対応
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　茨城県南部地域は、霞ヶ浦・牛久沼・筑波山などの豊かな自然に恵まれ、また、
圏央道やつくばエクスプレスの開通など交通の利便性にも優れている。これま
で以上に子どもからお年寄りまでが暮らしやすい、より良いまちづくりをしていく
ために地元への想いを語ってもらいました。

　茨城県南部地域は霞ヶ浦、牛久沼、筑波山などの豊かな自然に恵まれ、また、
圏央道やつくばエクスプレスの開通など交通の利便性にも優れている。これま
で以上に子どもからお年寄りまでが暮らしやすい、より良いまちづくりをしていく
ために地元への想いを語ってもらいました。

地元を想う地元を想う
地域を愛し地域を愛し

（牛久市田宮町在住）

私は国家公務員を退職後、前回の市議会議員選
挙で初当選させて頂きました。以来４年間、青年会議
所、消防団などの地域活動、年４回の市政報告発
行、ブログ執筆といった情報発信を継続、市政全般に
わたる問題から道路の補修などの身近なご要望に
到るまで、愛する牛久市のため取り組んで参りました。
エスカードビル、牛久シャトーの再生が喫緊の課題

となるなど、課題は山積しております。いま国連は
SDGs（持続可能な開発目標）を提唱していますが、
私は空き家対策、保育士の働き方改革、英語教育
の充実、起業支援、ボランティア・健康ポイントによる共
助社会の実現など種々の政策を通じ、「持続可能
な牛久市」を目指す所存です。

いとう

伊藤 裕一
ゆういち

牛久市

　土浦市の郷土かるたに「県南の1番都市は土浦
市」との札があります。しかし、現実はつくば市にリード
されています。私は土浦が浮上するためには、子育て
世代が住みたくなるような街にすべきと考えます。多種
にわたるスポーツ少年団の数が多いことは良いことで
すが、それぞれの練習場や試合会場の環境が充実
しているとはいいがたい状況です。学校教育の環境
は他市に勝っていると感じており、今後はスポーツの
環境づくりに力を注ぐべきと考えます。その中でも
サッカー場の整備は急務です。現在の土浦市には
人工芝の競技場がなく、高校生の県南大会の開催も
できません。未来を担う子供たちが「スポーツをするなら
土浦」と言う環境づくりを強く願っています。

（土浦市藤沢在住）

土浦市 鈴木 一彦
すずき かずひこ

　私を育ててくれた土浦市に、今こそ恩返しをしてい
きたいとの強い想いを抱いています。私は文化事業の
一つとなる和太鼓を後世に伝承する取り組みを行って
います。伝統を受け継ぎ、郷土の歴史を伝え、郷土愛
に溢れた子供たちを育てていきたいとの思いで続け
ています。また、小中高のＰＴＡ活動を通して、協力・
連携することの大切さを学びました。これまで以上に、
地域全体で子どもや高齢者を支え合う社会を築いて
いくべきだと考えます。そのほか、キララちゃんバスなど
の公共交通体系の新たな路線増の検討や、老若男女
問わず身体を動かすことができる環境づくりなど、土浦
の未来が優しく輝くために、私はさまざまな活動を今後
も続け、元気な土浦を取り戻したいと思います。

（土浦市永国在住）

土浦市
たなか よしのり

田中 義法

　私の生まれ育った土浦市は、活気あふれる街でし
た。商都・土浦を守るために高架道の建設に反対し、
多くの商店主をはじめ市民と共に闘いました。現在は、
たくさんの商店街・ショッピングセンターも撤退・閉鎖し
てしまい、静かな寂しい街になってしまいました。「少子
高齢化社会」を迎えている今、私はこの大好きな土浦
がもう一度「活発で住みやすい土浦」になってほしいと
の強い思いです。『高齢者の生きがい対応策の充実』
『公共交通と空き家対策を抜本的に強化』『男女共同
参画・女性の社会進出を支援強化』『子供の生活・
教育・就業を支援強化』『障がい児の保育・療育・
デイサービスの充実化』が必要と考えます。

さかもと しげお

坂本 繁雄
（土浦市真鍋在住）

土浦市










