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スマイルde住まいる

シェードで夏の日差しをカットして
心地よい室内に

TEL：0859-38-1022
FAX：0859-38-0818
ＶＯＬ54

石田リフォームネットの手作りニュースレターです。
暮らしのちょっとした豆知識・わくわくする情報などなど、「ほっと」にお届けします。

短時間でリフォームできる
内窓と取換窓
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LIXILリフォームショップ
石田リフォームネット

今月の社長ひとこと
鬱陶しい日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。梅雨明けは例年よ
り早いようなので待ち遠しいです。
先日グリーンカーテンを作ろうと、我が家の玄関横にネットを張り、キュウリと
ゴーヤを植えてみました。早速キュウリがなりました。次は、ゴーヤがなるのを楽
しみにしています。

社長：松本

さて7/22は、ＬＩＸＩＬリフォームショップの3社合同イベントを予定しています。子供
さん、お孫さん向けの企画もあります。
是非遊びにお出かけください、お待ちしております。

採風タイプなら、ドアを閉め
たまま通風が可能

※対象商品等、詳細については当社スタッフへお問い合わせ下さい

店長

舟木

河藤

(スタッフ雑談)
先月リンナイの研修に参加しました★なんとガス
コンロがここまで進化しているとは驚きです！スマ
ホから今日のメニューレシピを送信→ボタンを
ピッ！自動調理開始！コンロ3＋グリル1＝同時に
4品の料理があっという間に出来ちゃいまし
た！！超感激(;O;)すごすぎでしょう！これ時短半
端ないって！＼(゜ロ゜；））我が家にも欲しい！あっ
(・_・;)でもガラケｰだった・・。えっ何時代の人？

石塚

生田

木村

山本

一年も半分を過ぎたあたりから、夏季休暇はどうし
よう？年末年始は？と、「旅行に行きたい！」という
思いがフツフツと浮かんできます。
そして今年もこの時期がやって参りました！こどもが
相手をしてくれる間は、多少無理をしてもめいっぱい
楽しい思い出が作れたらな～と思います。今から節
約して間に合うかな？

石田リフォームネット株式会社
フリーダイヤル：0120-996-933
（24時間受付）

※当日はご招待チラシがないと特典は
受けられませんので、詳細については
スタッフまでお問い合わせください

ＬＩＸＩＬリフォームショッ
プ

ご招待チラシ左上の引換券と交換致します

人と話すことが大好きです♪
涼しい大山から通っています。
家から大山がきれいに見えます。
緑もどんどん深まってきました。
これから暑さが本格的になりますが、暑さに負けず、
お客様のところに足を運びたいと思います‼
あたたかい声をかけて頂けたらうれしく思います。

LIXILリフォームショップ
石田リフォームネット

先日、当社の取引先から「近所で水漏れしてるから
調べて欲しい」との連絡が。話を聞いたところ
2社ほど調査に来たみたいだが、さっぱりわからず
尻尾を巻いて帰ってしまったとのこと。
厄介だなーと思いながら水道屋さんと調べに行くと
半日で水漏れ発見＆修理で完了！
運がよかったのもあるが、地道に調べれば分かること。
気持ちがスッキリしたと喜んでいただけて何よりでした！

ﾘﾌﾃｨﾝｸﾞが10回ほどしかできません( ﾉД`)ｼｸｼｸ…

夏野菜の収穫シーズンの始まりです。
４月下旬に植えつけた【大玉スイカ】の苗が生育して、
６月下旬には【小玉スイカ】ぐらいの大きさの果実をつ
けています。実がみるみる大きくなる姿を見る楽しさ
や、収穫の醍醐味、包丁を入れる瞬間の緊張感は格
別です。今年の梅雨は高温で少雨なので、他の野菜
も、昨年より順調に育っています。

はじめまして♪

住まいメイト

2018年7月5日発行

相談役

ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟｼｰｽﾞﾝ真っ盛り!!日本選手の素晴らしい
ﾌﾟﾚｰに多くの方が心打たれたのではないでしょう
か!? (･∀･)/ ﾊｰｲ、僕もです。
ｽﾀﾒﾝ最年少、北高出身の昌子源選手の4年後に
も期待をしながら熱戦続くﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟを楽しんで
おります。

5月にﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙで高校時代の同窓会が開
かれ、3年に1度の出会いとなりました。80名
程の参加者でした。皆71～72歳という高齢
にも拘らず何故か老けて見えなくて元気な
連中ばかり。
まず、話題になるのが、健康、次に孫の話し、
そして高校時代の昔話、これがこの年代の
同窓会の定番のようです。病院の診察券を
10枚持っているとか、自分は15枚あるとか
の自慢話？夫婦の鎹は子供から孫に変
わってきたとか？高校時代の悪話等々、な
ぜか妻や夫の話しは出ず、あっという間の2
時間でした。久しぶりに楽しい時間を過ごす
こととなりました。

イベント盛りだくさん

家族みんなで楽しもう！
※前回、当社から応募さ
れたお客様が全国大会
に出場されました！

お子様もよろこぶ！

米子市米原6丁目１5-31
ＴＥＬ：0859-38-1022 ＦＡＸ：0859-38-0818
ホームページ www.ｉｓｈｉｄａ-ｒｅｆｏｒｍ.ｎｅｔ
営業時間 8:20～17：00
（定休日：日、祝、第二・四土曜）

ご予約先（０８５９）３８－１０２２
ご予約先（０８５９）３８－１０２２

※１１１個目以降は
通常価格での
販売となります
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ノンアルコールの

快適 Life

ウエットティッシュを使い倒す！

&

Craft

放置してカピカピ状態にさせちゃう前に、“ちょい掃除”にウ
エットティッシュを使ってみませんか？ノンアルコールなら
サッシやフローリング、家具の塗装面などを痛めません。赤
ちゃん用のおしりふきは厚手で肌に優しいのでおすすめ！

色々あるね！

洗面台の
鏡、ハミガ
キが飛んで
るね～

手を拭いたあとに
“ちょい掃除”

Interior

取れる

ここが
巾木

これも使える！

コーヒーショップなどでもらう紙おしぼり。こ
れがまた使えるんです！小さいのでバッ
グの中に入れておけるし、車のダッシュ
ボードなどのホコリを拭くのにもちょうど良
いですよ。

かんたんレシピ
麺つゆゼリーサラダ

①サッシ枠やレール。爪楊枝や割り箸に巻けば隙間も簡
単！そのまま捨てればカビ菌を他に移さないメリットも。
②バスルームの排水口、カウンター、洗面器、椅子などに。
スポンジに洗剤を含ませるより、シートなら少量掛ければ拭
きとれます。（手袋はしてね！）洗剤は洗い流してください。
③キッチンのコンロ、電子レンジは温かいうちなら拭くだけ。
油のついた雑巾を洗わずに済みます。
④洗面台。鏡、カウンター、ボウルの順に。鏡はさらにマイク
ロファイバークロスで拭き上げるとピカピカに。
⑤照明のスイッチ、ホコリが何気なく溜まっている場所→家
具の取っ手、ドアの桟、巾木に。
探せば、色々な場所で使えます。但し、ノンアルコールでも
液晶テレビやPC画面はやめておきましょう。

料理の味付けに便利な麺つゆでゼリーを作り、クラッシュし
て上にのせると、いつもの野菜も涼し気でおしゃれな１品
に！
コラーゲンも摂れるので美容や健康にも良さそう。和風味で
ノンオイルのサラダをどうぞ。

透明な液体に満たされた瓶の中に浮かぶ花や葉、不思議な魅力
をかもしだす“ハーバリウム”のご紹介です。夏のインテリアのポ
イントにもなりますね。

■ 作ってみよう！
涼しそう！

材料
●ハーバリウム専用オイル
（インターネット・大型クラフト店）
●お好きなガラス瓶
（花や葉の入る口のサイズ）
●ドライフラワー・フェイクフラワー
●ピンセット・ハサミ

①ガラス瓶はカビ防止のため、
よく乾燥させておく。

■ ハーバリウムとは
花も含めた葉や植物の押し葉標本や、
それを集めた植物標本室をHerbarium
と言います。「押し花」もハーバリウム
です。
インテリアとしてのハーバリウムは数年
前から始まり、専用オイルでドライフラ
ワーやプリザーブドフラワーなどを使い
色、光、浮遊感を楽しむものです。

②完成させたい形に花や葉を
カットする。花束のようにしたい
時は瓶のサイズを考えアレンジ
してカット。
③ピンセットを使って花や葉を
入れる。クロスさせると安定しま
す。花束のようにしたい場合
は、短い物から入れる。
④入れ終えたら、オイルをゆっく
りと、瓶の口まで注ぎ入れる。
蓋をして完成。

写真中央の3点は”なんちゃってハーバ
リウム”。オイルの代わりに透明な洗濯
糊PVAと造花を使ってみたものです。
材料はすべて100円ショップでも購入で
きます。

オイルは細い口から注げるタイプならそのまま。そうでない場合は口の細
い容器に移し替えて。製作する時は、衣類や皮膚につけないように注意。
飾る場所は直射日光が当たらない、火気の無い場所に。
※オイルについての取り扱いは説明書をよく読んでください。

簡単クロスワード

○の中に縦横２つの言葉に共通する１文字を入れて、４
つ見つけたら、その４つで出来る言葉を答えてください。

透明感が涼しそう！

（2人分)

A
⚫ 麺つゆ（２倍希釈） 25cc
⚫ 水 225cc（50cc＋175cc）
⚫ ゼラチン（粉） 5g

野菜等
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

キュウリ 1/2本
プチトマト 8個
アボカド 1/2個
ベビーチーズ 2個
パプリカ 適宜

① 容器に水50ccとゼラチンを混
ぜ、ラップをして500Wの電子レンジ
で30秒温め溶かす。残りの水と麺
つゆを容器に入れ、温めたゼラチ
ンを加えてよくかき混ぜ、冷蔵庫で
1時間程、冷やし固める。

ヒントは
７月と
言えば

② 野菜などは食べやすいサイズ
（１cm角位）にカットしてざっくり混
ぜておく。
③ ゼリーはスプーンなどで軽くク
ラッシュさせる。1人分の容器に1/4
敷き、混ぜた野菜等1/2をのせ、残
り1/4のゼリーをかけて完成。
※希釈が違う麺つゆは使用方法に従って
割合を変えてください。
※野菜等はお好みで！

答えは左下にあります。

