ベルポート汐入店

営業10～19時

℡･Fax 3802-8716

水曜定休

☆南千住警察署よりお知らせ

声をあげなくても・・・

☆荒川消防署からのお知らせ

「モバイルバッテリー」

からの火災にご注意！

モバイルバッテリーは、スマー

Ｅマー ク」がつ いてい る

〇購入 する際は 、「Ｐ Ｓ

助けを求めることができます。 ◇火災を防ぐポイント

も充電できる便利な製品です。

トフォンやタブレットなどをコ
☆この画面を見せて、

夏の ような暑 さにな ったり しま す 。コ ロナ ウィ

ので 周りに人 がいな い時や 十分 に 距離 が取 れる
場合 などはマ スクを 外して も良 い と思 いま す。
今月 は真夏に お勧め の花鉢 をご 紹 介し たい と思
います。

製品に しましょ う。ま た

◇朝顔
日 本の夏の 花とい えば朝 顔で は ない でし ょう

きます。

自分を守り、 周囲の
人も守る。
警視庁公式の 防犯ア
プリ「デジポ リス」
を活用して

南千住警察署 ℡（ ３８０５）０１１０

みんなでなくそう！
ちかん被害

示され ている製 品は、 安

「ＭＣ ＰＣマー ク」が 表

す。 朝早くに 咲いて 昼頃に はし ぼ んで しま いま
す。 つる性な ので日 よけに した り して 楽し むの
も良いと思います。
◇サフィニア
サ フィニア は㈱サ ントリ ーが 開 発し たペ チニ
アの 商品名で す。開 花時期 が長 い ので お手 入れ

日です。

付属されている充電器やメー

〇各機器を購入したときに

となります。

全な製 品を見極 める目 安

P olice

荒川消防署℡（３８０６）０１１９

う。
荒川区では、回収ができないの
で回収協力店（家電量販店等）
に設置された回収ボックスへ出
してください。

て廃棄するのは、絶対にやめましょ

〇可燃ごみや不燃ごみなどに混ぜ

はやめましょう。

〇異常が生じたものを使用するの

しょう。

カー指定のものを使用しま

D igi

デジ

が必 要です。 長く伸 びてし まっ た ら２ ０セ ンチ
くら い残して 切り戻 すとま た伸 び てい きま す。
日当 たりの良 い所に おくと １０ 月 ごろ まで 楽し
むことができます。
◇メランポジューム
黄 色い小さ な花が たくさ ん咲 く １年 草で す。
日当 たりのよ い所に おくと よく 咲 きま すし 株も
大き くなりま す。た だ水切 れし や すい ので こま
日 は父の 日です 。お母 さんに はお 花を

めに水やりが必要です。
６月

あげ るのに父 の日は あげな いの は ちょ っと さみ
しい ですよね 。父の 日のお すす め のお 花は ヒマ
ワリ や黄色・ オレン ジのバ ラで す 。男 性も お花
が好 きな方は 多いの でぜひ この 機 会に お父 さん

．

にお 花をプレ ゼント してみ ては い かが でし ょう
か？
６月の定休日は８．

29

助けが必要か確認で

か？ 小学校の 夏休み の宿題 でも 活 躍す る朝 顔で

☆この画面を見せて、

ポリス

真夏 にマスク をする 生活は 熱中 症 の危 険も ある

ンセントに接続せずともどこで

℡3801-4725
ルスも落ち着きそうな感じになってきています。

６ 月に入り そろそ ろ梅雨 入り か と思 いき や真

ミチコさん
の花便り
19

太陽がサンサンと降り注いでいたと思っ
たら、急に雷が鳴りバケツをひっくり返
したような雨が！いよいよ梅雨のころと
なりましたね。みなさまいかがお過ごし
ですか。冬用の羽毛ふとんをしまい、夏
になる前のこの時期は、皆さん、何をか
けておやすみになりますか？タオルケッ
トではまだ寒いし、毛布では暑いといっ
たところでしょうか。この季節におすす
めなのは天然素材だと綿の薄掛ふとん

89

ふとん屋
あやの眠り
のメモ

（ 円～）や麻のふとん、真綿ふとん
（５万円～）など。真綿は湿度をとって
サラッとして、保湿の作用もあるので人
気です。最近はニット生地に羊毛わたの
入った肌掛けも肌ざわりが良く、家で簡
単に洗えるので人気があります。夏にウー
ル？と思うかもしれませんが湿度を吸収
してくれるので、サラッとしています。
ほこりが気になる方はパシーマキルトケッ
トがオススメ。側はガーゼのキルティン
グで中わたに脱脂綿を使用して湿度を吸っ
てくれるので、汗をかいてもサラッとし
た肌触りです。ぜひ来店して感触をお確
かめください。
最近の夏は、猛暑でクーラーなしでは
眠ることができません。ここ数年でタオ
ルケットよりも、肌掛けを求める方が増
えました。寝苦しくなる夏は、適度にクー
ラーをかけて肌掛けを使用したほうがぐっ
すりと眠れ、疲れもとれます。快適寝具
でぐっすり眠って、免疫力をあげて季節
の変わり目を乗り切りましょう！
ふとんの店おかもと （ハチキュウ）
岡本 亜矢
- ５-べるぽうと東館１階

南千住８
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岡田生花店
22
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