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愛車の健康法

ランプはこまめに点検を

エンジンの点検は耳でもできる

燃費チェックで健康診断

エンジンオイルの交換は定期的に

排気ガスで健康チェックを

タイヤ点検

　エンジンをかけたら排気ガス
をチェックしましょう。無色のは
ずの排気ガスが黒ずんでいるな
ど、普段と異なる状態を発見し
たら早めに整備工場に相談しま
しょう。

　エンジンオイルは次第に汚れ、機能が低下しま
す。交換時期はエンジンの状態や使用状況によって
異なりますが、一般的に5,000～10,000km経過時
（走行距離が少ない場合でも6ヶ月～1年ごと）と言
われています。オイルのグレードによって交換時期
が定められているので、状況に合わせ、早めに交換
しましょう。

　車のランプ類はドライバーが状況を確認する他
に、周りに対して意思表示を伝える役割もありま

す。安全に走行するた
めに、日頃から故障して
いるランプが無いか点
検しましょう。

　水温計などの計器でエンジンの異
常を確認する事は出来ますが、エンジ
ンから普段と違う音がしないかどうか
でも確認は出来ます。ガラガラ・キュー
キューというような音がしたらすぐに
点検しましょう。

　タイヤは、唯一路面と接して重
い車重を支えている、負担の大
きなパーツです。ドライブに出
かける前に、タイヤの寿命や溝
の有無、空気圧などチェックしま
しょう。

　普段からガソリンを入れた時
には燃費を調べて、燃費の変化
に注意しましょう。燃費が悪く
なったように感じたら点検しま
しょう。

日常点検や定期点検を習慣づけ、大切なクルマを長持ちさせましょう。
「ちょっと変だ」と早めに異変に気付くことで、多くのトラブルを
回避することができます。
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葬儀とお墓の豆知識

葬儀は人生最後の儀式。弔事の一つひとつにしきたりがあり、意味があります。地方によって、また宗教や宗派によって名称や作法は異なります
が、大方の流れは次のようになります。

弔事の流れ～臨終から法要まで～

故人との別れを惜しみ、夜通し香と灯火
を絶やさず遺体を守ったのが本来の通
夜ですが、最近では数時間ほどで終わる
形式が多くなりました。通夜が終了した
後は、通夜ぶるまいとして親族や親しい
人に食事を振る舞ったり、代わりに折り
詰めなどを渡したりすることもあります。

臨　　　終

通夜の準備

葬儀・告別式

通　　　夜

出棺・火葬

遺体を北枕に安置し、喪主、儀式の形式
と日取り、葬儀社を決めて依頼し、寺院
や知らせるべき人に連絡します。

最後の対面の後、別れの花などを行い、遺族の
手で霊柩車へ。会葬者は合掌して見送ります。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

枕飾りをして遺体を安置。喪服、遺影の準備と世話役との打ち合
わせ。戒名の依頼や隣近所への挨拶、死亡届の手配も行います。

通夜の翌日に、死者を弔うのが葬儀で、故人に別れを告げるの
が告別式です。読経の後、遺族、親族が焼香し、参列者の焼香へ
と移ります。

火葬の前に全員が焼香。火葬終了後は、二人一組になって箸で
遺骨をはさみ骨壺にいれる骨上げを行います。
※葬儀・告別式の前に行う場合もあります。

法要後、お世話になった人に感謝と慰労の気持ちを込めて喪主
が挨拶。遺族が酒と料理でもてなし、故人をしのびます。

一周忌に始まり、2年目の三回忌、6年目の七回忌、その後十三
回忌、十七回忌、二十三回忌、二十七回忌、三十三回忌、三十七
回忌、五十回忌と法要を続けます。三十三回忌または五十回忌
をもって、弔い上げ（最終の年忌法要）とする場合が多くなって
います。

火葬・骨上げ

持ち帰った遺骨、位牌を祭壇に安置し、僧侶が読経する中、遺族
による焼香が行われます。このとき、本来7日目に行う初七日法
要を、繰り上げてとりおこなう場合が多くなっています。

初七日に始まり、三十五日、四十九日、百か日
と、お経を上げて、お香で供養します。このと
き納骨を行う場合もあります。

還骨回向

精進落とし

追善供養

年忌法要

悲しみの中にも故人への真心を込めてしきたりや作法を心得ておきましょう。
日常生活の中で、できるだけ考えたくないことかもしれませんが、どのような人生にも終焉は訪れます。誰もがいつかは遺族になり、告別式の参列
者になることも避けられません。悲しみに打ちひしがれ、心も動転するような場面で、遺族や親しい人たちを支えるために、しきたりや作法があると
もいえます。最近は死を忌むべきことと考えるより、人生を全うすることとして、自らの葬儀の演出を前もって指示しておいたり、希望しておくことも
広まってきました。いざというとき慌てないために、基本的な葬儀や法要の流れ、会葬のマナーは心得ておきましょう。
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現在、墓地や霊園などで多く見られる形のお墓は、江戸時代の中頃から広く使われるようになったと言われています。鎌倉時代から室町時代にか
けて多く作られた、五輪塔（ごりんとう）など供養塔型のお墓も一部で見られます。近年は、背が低く横幅が広い洋型のお墓も増えてきました。ま
た、既成の型にこだわらない自由なデザインのお墓も見られます。

お墓の形いろいろ

和　型

デザイン墓石

和型供養塔

洋　型

※掲載の記事に関しましては、一般的な様式を掲載したものであり、各宗教や宗派または地域により異なる場合がございます。

現在の和型墓石が広く普及する以前に
多く作られた、供養塔の形をしたお墓で
す。五輪塔（ごりんとう）、多宝塔（たほう
とう）、宝篋印塔（ほうきょういんとう）、
無縫塔（むほうとう）などの種類があり
ます。

芝生墓地やガーデニング霊園、西洋
風霊園などの増加とともに、西洋風
のお墓も増えてきました。台石の上
に、和型と比べて背が低く、横幅が広
い竿石を置いたお墓で、竿石の前面
を斜めに加工した「オルガン型」や、
垂直に加工した「ストレート型」など
があります。また、芝生墓地などで多
く見られる「プレート型」もあります。

伝統的な形にとらわれず、故人の
趣味や個性を反映したオリジナ
ルのデザインを施したお墓を選
ぶ方も増えています。ただし、墓
地や霊園によっては特異なデザ
インのお墓を建造できない場合
がありますので、事前に確認する
必要があります。

最も標準的な形のお墓です。竿石
（さおいし）の下に上台石（じょうだ
いいし）、下台石（げだいいし）を重ね
た形が多く見られます。下台石の下
に芝台石（しばだいいし）を置いた
り、竿石と上台の間にスリンと呼ば
れる石を置く場合もあります。また、
付属品として香炉（こうろ）、水鉢（み
ずばち）、花立て（はなたて）、墓誌
（ぼし）、卒塔婆立て（そとばたて）な
ども、必要に応じて設置されます。
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美容・ヘアケア

シャンプーで大切なことは、汚れを落とすことと、
頭皮のマッサージです。シャンプーは、地肌と同
じ弱酸性のものを使います。

シャンプーのコツ
お化粧品を自分の肌質に合わせて選ぶよ
うに、シャンプーも自分の髪質に合わせて
選ぶことが重要です。
例えば、髪が堅くてまとまらないことが悩
みであれば保湿成分を、逆に柔らかくてボ
リュームがないことが悩みであればハリ
を与える成分を配合した製品を選ぶと良
いとされています。ただし、不足している
成分が何なのか
を判断するのは
素人では難しい
ので、まず行きつ
けの理美容店に
相談のうえで使
用することをお
すすめします。

自分にあったヘアケア製品を

髪を健康に保つには、正しいお手入れが欠かせません。日々のお手入れにちょっとしたコツや知識を取り入れて、
無理なく健やかな髪を維持しましょう。

まずお湯で髪をすすぎます。１
シャンプーのあと、タオルで軽く水分を
ふき取ります。

１

適量を手に取り、毛先から塗布します。２

ムラなく髪全体に
なじませたら1分～
3分ほどおき、よく
すすいでください。
すすぎ不足はベタ
つきの原因になり
ます。

3

シャンプーを手の上でのばし、原液が頭皮に
直接つかないよう髪につけて泡立てます。汚
れがひどいからといって髪をこすり合わせ
て洗ってはいけません。たっぷりの泡で洗い
ましょう。

２

泡立てたら爪を立てず頭皮をマッサージす
るように洗います。頭頂部に向かって頭皮を
軽く動かすようにすると効果的です。血行を
促進させ、頭皮を柔らかくします。

３

ぬるま湯で十分にすすぎます。すすぎ残しが
あると、フケや抜け毛の原因になります。

４

リンスとトリートメントは、どちらも毛髪に油
分・水分・たんぱく質などを補うものです。一
般的に、リンスよりトリートメントの方が成分
の配合量が多いといわれています。

リンス・トリートメントのコツ
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肌に優しい生活を心がけ、美しさに磨きをかけましょう
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京丹後市のグルメ
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くらしマップ
峰山・大宮地区
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網野地区

久美浜地区

弥栄地区
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　ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイルスが付着している可能性が
あります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに手を洗います。

公衆衛生の豆知識

出典：首相官邸ホームページ｢正しい手の洗い方｣｢ほかの人にうつさないために｣（https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html）より加工・編集して作成

・爪は短く切っておきましょう。 ・時計や指輪は外しておきましょう。手洗いの前に

流水でよく手をぬらした後、石け
んをつけ、手のひらをよくこすり
ます

手の甲をのばすように
こすります

指先・爪の間を念入りに
こすります

親指と手のひら
をねじり洗いし
ます

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。
手首も忘れずに洗います

咳エチケット

正しいマスクの着用 

指の間を洗います

１ ２ 3

１ ２ 3

4 5 6

　咳エチケットとは、感染症を他者に感染させないために、咳・くしゃみをする際、マスクやティッシュ・ハンカチ、
袖、肘の内側などを使って、口や鼻をおさえることです。
　対面で人と人との距離が近い接触（互いに手を伸ばしたら届く距離でおよそ２ｍとされています）が、一定時間以上、
多くの人々との間で交わされる環境は、リスクが高いです。感染しやすい環境に行くことを避け、手洗い、咳エチ
ケットを徹底しましょう。

電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

ゴムひもを耳にかける

3つの咳エチケット
せき

何もせずに咳や
くしゃみをする

せき

咳やくしゃみを
手でおさえる

せき

袖で口・鼻を覆う
おお

ティッシュ・ハンカ
チで口・鼻を覆う

おお
マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

おお

鼻と口の両方を確実に覆う
おお

隙間がないよう鼻まで覆う
おお

マスクが
ない時 とっさの時

正しい手の洗い方
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令和3年5月発行

　「京丹後市 暮らしの便利帳」は、京丹後市にお住まいのみなさま方へ、市の行

政情報をお届けするとともに、地域企業の発展につなげることを目的として発

行いたしました。

　また、市民のみなさま方に、より利便性の高い情報源としてご利用いただけ

るよう、官民協働事業として京丹後市と株式会社サイネックスとの共同発行と

しました。

　「京丹後市 暮らしの便利帳」は、地域の各団体及び事業者の皆様のご協力によ

り、行政機関への設置はもとより、京丹後市の全世帯へ無償配布することがで

きました。あらためて心より厚くお礼申し上げます。

●「京丹後市 暮らしの便利帳」に掲載の行政情報は、令和3年4月1日現在の情報

を掲載しています。社会情勢の変動等により内容が変更される場合がありま

すので、あらかじめご了承ください。行政情報で内容・手続き等で不明な場合

は、各担当課までお問い合わせください。

●また、掲載されているスポンサー広告は、暮らしの情報としてご活用くださ

い。広告内容については株式会社サイネックスにお尋ねください。

京丹後市役所
〒627-8567 京都府京丹後市峰山町杉谷889番地

TEL.0772-69-0001（代表） FAX.0772-69-0901

株式会社サイネックス
〒543-0001 大阪府大阪市天王寺区上本町5-3-15

TEL.06-6766-3346

広告販売

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

発　　行

株式会社サイネックス　京都支店
〒615-0022 京都府京都市右京区西院平町25

TEL.075-315-0085

※掲載している広告は、令和3年4月現在の情報です。
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まちの魅力を発見！
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