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花火大会情報を見ると、必ずといっていいほど目につ
く「スターマイン」。これは一体どんな花火なのでしょう
か？
スターマインとは「速射連発花火」のことです。いくつ
もの花火を組み合わせて短時間に数十～百発の大量の
玉を連続的に打ち上げる花火です。短時間に大量の玉
を打ち上げる演出は、スピード感にあふれ、景気よく映
り、迫力満点になるため、観客の反応も良いので、花火大
会の花形となります。

暑中見舞い申し上げます
夜空を彩る夏の花火で
涼をとろう

FAX （0120）
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花火といえば、「たまや～、かぎや～」という掛け声が
有名です。
江戸時代、隅田川花火大会の原型である「両国の川開

き大会」で花火師の鍵屋（かぎや）と、鍵屋からのれん分
けした玉屋（たまや）の当代きっての二大花火師の競演
に対し観衆が「たまや～、かぎや～」という掛け声を掛け
合ったのが由来といわれています。

家庭で楽しめる玩具花火も忘れてはいけません。なか
でも日本古来のものといえば、線香花火です。この線香
花火、東西では違い、東日本では和紙をねじって絡め合
わせた「長手（ながて）」、西日本は持ち手がワラの「すぼ
手」が基本といわれています。

●線香花火を長持ちさせる秘密
先端には火薬が詰まって、少し膨らんだ部分があります。

（その部分を「玉」と呼びます。）その玉の部分のすぐ上、少
しくびれた部分をほんの少し、ひねってください。締めるイ
メージです。これで随分と持ちが変わってきます。

線香花火の種類にある、つぼみ、牡丹、松葉、散り菊、
その表情は人生になぞらえられます。にぎやかな花火大
会も悪くはないけれど、夏の終わりは大切な人と肩を寄
せ合いながら、線香花火に興じてみるのもいかがでしょ
うか。

直径約30cmの尺玉で、なんと300メートルまで上が
り、これは東京タワーとほぼ同等です。さらに三尺玉とい
われる直径90cmの特大花火ですと約600メートルまで
に到達するそうで、これはスカイツリーと同等です。
ただし、花火大会で打ち上げることができる最大の花
火の大きさは“保安距離”によって決められています。保
安距離とは、花火打上場所から観客、周辺付近の建物ま
での安全のための距離をいい、より広い保安距離を確
保できる場所では、大きな花火を打ち上げることができ
ますが、市街地などの人口密集地では花火の玉の大き
さや打ち上げ方が制限されています。都会の花火があ
まり高くないのにはこういった理由があります。

夏の風物詩としてまず思い浮か
ぶのは、夜空に大輪の華を輝かせ
る花火です。近年では100万人の
人出となる花火大会もあり、老若男
女が集う饗宴となっています。

花火を見る時の「たまや～」ってなぜ言うの？

花火が上がる高さはどれくらい？ 花火大会でよく耳にする「スターマイン」って？

線香花火が消えるまで
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夏休みはすべての時間帯が
危険な時間帯となります

子供の交通人身事故は自宅から
500m以内で多発しています
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交通事故による子供の死傷者の時間帯別割合

交通事故による子供の死傷者の自宅からの
距離別割合

2,001m以上
13.4％2,000m以内

10.6％

1,000m以内
18.8％

500m以内
57.2％

6～10時
15.9％

10～14時
20.1％

14～18時
44.9％

その他
19.1％
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出典：交通統計　平成27年版（公益財団法人　交通事故相談分析センター）
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「交通統計　平成27年版（公益財団法人　交通事故
相談分析センター）」によると15才までの子供の交通事
故の死傷者は下記の通り14時～18時にその44.9％が
発生しています。この14時～18時の時間帯は子供たち
の下校の時間帯と一致しており、子供にとってこの下校
時の時間帯が最も危険な時間帯という事が出来ます。
夏休み期間中はすべての時間帯において子供た
ちは活発に活動します。普段最も危険な時間帯で
ある下校時と同じくらい危険な時間帯が終日続き
ますので注意が必要です。
特に子供の急な飛び出しが予見される住宅地の狭い
道路では優先道路であっても、より慎重な運転が求めら
れます。

15才以下の子供の交通 人身事故の約６割が自宅近
くで発生しているって知っていましたか？
「交通統計　平成27年版（公益財団法人　交通事故
相談分析センター）」によると、子供の交通人身事故の
57.2％が自宅から500m以内のいわゆる住宅地内での
道路で発生しています。

子供たちは勝手知ったる自宅近くの道路で遊びやお
しゃべりに夢中になって、接近してきた自動車に気付か
ずに事故に遭っています。ご自宅近くの危ない場所をお
子様やお孫様と一緒に確認して、帰宅後にご家族で交
通ルールについて話し合ってみては如何でしょうか。

体臭を予防することで
健康にもつながります！
体臭を予防することで
健康にもつながります！におい対策！におい対策！

❶まずは、皮膚についた余分な汗や皮脂を取り除く
ことです。お風呂や制汗剤で常に清潔を保ちま
す。
❷洗剤、洗濯方法に気を配り、生乾き臭を防ぎます。
靴の中敷きの衛生にも心がけます。

❸消臭剤・除菌剤スプレーなどを用いてにおいが気
になるところを常に消臭していきます。

外面対策は、皮膚や衣類を
清潔に保つことが先決です。
外面対策は、皮膚や衣類を
清潔に保つことが先決です。
外面対策は、皮膚や衣類を
清潔に保つことが先決です。

におい対策は厄介だと諦めずに、左記の外面対策・
内面対策のなかで出来る項目を一つでも二つでも
やってみる事をお薦めします。
やり始めてからすぐには効果が出ない様に感じる
かもしれませんが、継続して続ける事で外面対策・内
面対策の相乗効果で、素敵に歳を重ねられる可能性
が期待できます。

❶石けんやボディソープはしっかり泡立てて
から洗う
❷肌を傷めないよう素手でやさしく洗う
❸すすぎ残しのないようにしっかり洗い流す

素敵に歳を重ねるために、
対策をしっかり講じましょう
素敵に歳を重ねるために、
対策をしっかり講じましょう
素敵に歳を重ねるために、
対策をしっかり講じましょう

❶加齢臭
・食生活では、肉類中心の食事から野菜や海草類な
ど食物繊維を多く取るように心がけます。
・腸内環境を整える乳酸菌やオリゴ糖を積極的に取
るようにします。
❷疲労臭
・十分な睡眠をとり、とにかく疲労回復に努めること
が重要です。
・シジミなどの肝機能食材を取り、日々のアルコール
を控えましょう。
❸メタボ臭
・運動、入浴、マッサージなど汗をかく習慣で汗腺の
機能を高めます。
・ストレスをためないように心がけ自律神経のバラン
スを整えます。

内面対策は、
生活習慣の改善です。
内面対策は、
生活習慣の改善です。
内面対策は、
生活習慣の改善です。

夏休みは子供の交通事故に要
注意！！ 汗 ば む 夏 の

夏における健康習慣を保つポイントは、暑さによる体のにおいへの対応です。におい対策で生活習慣を改善し、
スッキリ爽やかな健康体になります。
体のにおいで厄介なところは、他人のにおいは感じやすくて不快になる「被害者」になり、自分のにおいは感じ
づらく周りに不快を与える「加害者」になるところです。
特に猛暑では「加齢臭」「メタボ臭」「疲労臭」が発生しやすくなります。気になるにおいに敏感に対応すること
で、ストレスが解消され健康が維持されるのです。そのためには、体の外面対策と内面対策が必要です。

気になるにおいの発生はここから。
皮脂の多い部位をていねいに洗います。

子供たちにとって待ちに待った夏休みがスタートしました。夏休み期間中は他の時期
と比べて子供の活動時間に大きな変化が現れます。普段は子供がいない午前中の時間
帯にご自宅近くの生活道路で「ヒヤリ」とした体験はないでしょうか？
子供たちが元気に遊ぶ夏休みにむけての注意事項をお伝えします。

7月からは子供たちにとって待ちに待った夏休みが
スタートします。夏休み期間中は他の時期と比べて子供
の活動時間に大きな変化が現れます。普段は子供がい
ない午前中の時間帯にご自宅近くの生活道路で「ヒヤ
リ」とした体験はないでしょうか？
子供たちが元気に遊ぶ夏休みにむけての注意事項を
お伝えします。
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外面対策は、皮膚や衣類を
清潔に保つことが先決です。

におい対策は厄介だと諦めずに、左記の外面対策・
内面対策のなかで出来る項目を一つでも二つでも
やってみる事をお薦めします。
やり始めてからすぐには効果が出ない様に感じる
かもしれませんが、継続して続ける事で外面対策・内
面対策の相乗効果で、素敵に歳を重ねられる可能性
が期待できます。

❶石けんやボディソープはしっかり泡立てて
から洗う
❷肌を傷めないよう素手でやさしく洗う
❸すすぎ残しのないようにしっかり洗い流す

素敵に歳を重ねるために、
対策をしっかり講じましょう
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素敵に歳を重ねるために、
対策をしっかり講じましょう

❶加齢臭
・食生活では、肉類中心の食事から野菜や海草類な
ど食物繊維を多く取るように心がけます。
・腸内環境を整える乳酸菌やオリゴ糖を積極的に取
るようにします。
❷疲労臭
・十分な睡眠をとり、とにかく疲労回復に努めること
が重要です。
・シジミなどの肝機能食材を取り、日々のアルコール
を控えましょう。
❸メタボ臭
・運動、入浴、マッサージなど汗をかく習慣で汗腺の
機能を高めます。
・ストレスをためないように心がけ自律神経のバラン
スを整えます。

内面対策は、
生活習慣の改善です。
内面対策は、
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内面対策は、
生活習慣の改善です。

夏休みは子供の交通事故に要
注意！！ 汗 ば む 夏 の

夏における健康習慣を保つポイントは、暑さによる体のにおいへの対応です。におい対策で生活習慣を改善し、
スッキリ爽やかな健康体になります。
体のにおいで厄介なところは、他人のにおいは感じやすくて不快になる「被害者」になり、自分のにおいは感じ
づらく周りに不快を与える「加害者」になるところです。
特に猛暑では「加齢臭」「メタボ臭」「疲労臭」が発生しやすくなります。気になるにおいに敏感に対応すること
で、ストレスが解消され健康が維持されるのです。そのためには、体の外面対策と内面対策が必要です。

気になるにおいの発生はここから。
皮脂の多い部位をていねいに洗います。

子供たちにとって待ちに待った夏休みがスタートしました。夏休み期間中は他の時期
と比べて子供の活動時間に大きな変化が現れます。普段は子供がいない午前中の時間
帯にご自宅近くの生活道路で「ヒヤリ」とした体験はないでしょうか？
子供たちが元気に遊ぶ夏休みにむけての注意事項をお伝えします。

7月からは子供たちにとって待ちに待った夏休みが
スタートします。夏休み期間中は他の時期と比べて子供
の活動時間に大きな変化が現れます。普段は子供がい
ない午前中の時間帯にご自宅近くの生活道路で「ヒヤ
リ」とした体験はないでしょうか？
子供たちが元気に遊ぶ夏休みにむけての注意事項を
お伝えします。
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「山の日」は2016年8月11日から国民の祝日となりました。
祝日の新設は1996年の「海の日」以来20年ぶり。「山の日」が

祝日に制定された事により祝日が制定されていない月は6月のみ
となりました。
なお、2020年に限り、東京オリンピックの閉会式の翌日にあた

る8月10日（月）に変更される予定です。

「山の日」一番新しく制定された祝日「山の日」一番新しく制定された祝日

ここで山に関する
クイズ！！

ミシュランガイドに紹介されてから知名度が一気に上昇。年間登山者数は260万人を超えて、世界で一番登山者数が
多い山となっています。一日平均7000人を超える人が毎日登山していると考えると、この登山者数は驚異的ですね。

正解は東京都にある高尾山！！

世界一の登山者数を誇る山は？

このたびの平成3 0年7月豪雨により被害を受けられた組合員
およびご家族のみなさまに、謹んでお見舞いを申し上げます。
また、一日も早く復旧されますことを心からお祈り申し上げます。

株式会社　郵愛

平成30年8月から「郵愛の団体扱自動車保険」未加入の方にDMをお送り致します。
　是非『新規サポートデスク』にお気軽にお電話いただきお見積りを取ってみて下さい。

三井住友海上の自動車保険が、

平成30年8月から「郵愛の団体扱自動車保険」未加入の方にDMをお送り致します。平成30年8月から「郵愛の団体扱自動車保険」未加入の方にDMをお送り致します。平成30年8月から「郵愛の団体扱自動車保険」未加入の方にDMをお送り致します。平成30年8月から「郵愛の団体扱自動車保険」未加入の方にDMをお送り致します。

◎はじめて契約される方も
◎現在他社で契約されている方も
　（現在の無事故割引が継承できます）
◎同居のご家族のお車も

が、が、が、が、大口団体割引で

平成30年8月から「郵愛の団体扱自動車保険」未加入の方にDMをお送り致します。平成30年8月から「郵愛の団体扱自動車保険」未加入の方にDMをお送り致します。

が、が、

平成30年8月から「郵愛の団体扱自動車保険」未加入の方にDMをお送り致します。

が、が、大口団体割引で大口団体割引で大口団体割引で大口団体割引で大口団体割引で大口団体割引で大口団体割引で

30
ご家族※の車も大口団体割引が適用

2 JP労組組合員と同居の親族
（同居されているお子様や
ご両親など）

1
JP労組組合員の配偶者

3 JP労組組合員の別居している
扶養の親族（仕送りしている
下宿の大学生など）

平成30年8月から「郵愛の団体扱自動車保険」未加入の方にDMをお送り致します。平成30年8月から「郵愛の団体扱自動車保険」未加入の方にDMをお送り致します。

30303030303030%offに！

0120-189-282
インターネットでも
団体扱新規自動車保険のお見積りができます

「郵愛」のHPから計算できます。

http://www.jprouso.or.jp/welfare/yuuai/

カスタマーセンターは代理店との業務の分担を行っており、保険のご案内、手続きについては、当カスタマーセンターで行っています。

※ご家族とは、ご契約者の配偶者、ご契約者またはその配偶者の同居の親族、ご契約者またはその配偶者の別
居の扶養親族をいいます。
（親族とは、6親等内の血族・3親等内の姻族をいいます。）
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