LIXILリフォームショップ
石田リフォームネット
まるで魔法のようにボタンひとつで玄関ドアが開閉。

さぁ、出かけたくなる毎日へ。

いつもの玄関ドアに魔法をかけて、

石田リフォームネットのロゴマーク
を使用したおそろいのバッグを
作りました☆
資料､タブレット端末等を詰め込んで
お客様宅へお邪魔します！

電動ドアオープナー

家族みんなが笑顔で出かけられるように。
LIXILの電動オープナーシステム
LIXILの電動オープナーシステム
DOAC（ドアック）。
DOAC（ドアック）。

コントローラー

スマイルde住まいる

TEL：0859-38-1022
FAX：0859-38-0818
ＶＯＬ66

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。
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今月の社長ひとこと

挟まれ検知機能で、異常な
接触を感知したら、すぐに
ドアの動作を停止します。

電動サムターン

無事産休に入りました♪
訪問先等ではあたたかいお言葉を
いただきありがとうございます。 西賀

玄関ドア用電動オープナーシステム

工事の前に、下見調査にお伺いさせていただきます

店長

(スタッフ雑談)
マスクスタイルが日常になりつつある今日この頃、
aaaaa
ダンナ念願の「ユニクロマスク」を先日、手に入れた。
（Sharpマスクは未だ入手できず(-_-;)。気が付けば、
厳しいチェック（ダンナ）のもと、こだわり基準クリアし
たマスクのみ購入の流れに・・・(@_@。。洗えるマスク
→洗い方確認→自ら洗濯ネット購入(^O^)／。その洗
濯ネットが意外とオシャレで驚いた(;・∀・)）！
マスク愛★まだまだ続くどこまでも(+o+)

～出社最終日には社員一同でエールを
贈りました～

松本篤志

石塚浩二

今年は自宅の井戸水を使ってプールをするぞ!!
と自宅用プールを購入。
水質検査に出して結果が届くとあら大変!!
掘りたてほやほやのせいか
「プールでの使用は控えたほうが賢明です」
との回答が・・・
心躍る子供たちを止めることができず、結局水道水で
水をためて遊びました。気合を入れて少し大きめのも
のを購入したので水道代が楽しみです( ;∀;)
超奇跡ってあるもんですね！！！！！
先日、夜に妻と一緒に帰宅途中、横から飛び出した
車に追突され横転し、そのまま滑走、縁石に当たり
ジャンプして歩道上にウルトラCで着地しました。
まるで映画のワンシーンを実体験しているようでした。
妻の愛車は大破し廃車になりましたが二人とも大きな
怪我も無く、今こうして生きてます！
神様の存在を知り、悔いなき人生をいかに過ごすか、
思い巡らす今日この頃です。

物が良くても腕が伴わないと役に立たないですね(-.-)
しばらく修業が必要です。
大山町民限定モニターツア―で大山に宿泊してきまし
た！地元なのでこんな機会がないと宿泊することなん
てないですよね。両親と子どもを誘い、元職場でもあ
るホテル大山しろがね荘にお泊り＆星座観察会。子ど
も同士で浴衣を着せてあげたり、普段では見れない姿
を見れたのも貴重でした。美味しいお料理やきれいな
大山の姿にも感動☆心も身体も癒され

石田リフォームネット株式会社
フリーダイヤル：0120
フリーダイヤル：01200120-996996-933
（24時間受付）
24時間受付）

＊キャンペーン対象の⼯事がお決まりの時点で先⾏予約ができます ※予算がなくなり次第終了となります

ました(*˘︶˘*）大山ラブ♥ここに生まれ
育ってよかったとつくづく感じました♪

柱本英樹

相談役

LIXILリフォームショップ
石田リフォームネット

応募期間

上記期間中に対象品をLIXILへ発注頂いた物件で、10⽉末までに⼯事完了する物件

生田明紗美

地元高校の書道パフォーマンスを見てきました。
見物客もソーシャルディスタンスを保ち、また生徒
達も顧問の先生手作りのかわいらしい花柄マスク
をしていました。
伸び伸びと文字を書く姿は凛々しく、
仕上がった作品に元気をもらいました。

木村和美

社長
松本耕紀

約2年振りくらいにボウリングの玉を新調しました。
と言っても新古品ですが (^.^;
しかし！前の玉と違ってヒジョーによく曲がる！！
…が、曲がりすぎて扱いきれない(笑)

舟木のり子

山本祥太郎

気象庁が警戒を呼び掛けた台風10号。現場で足場を組んでいるところはシート
を外し、心配しておりましたが、米子は暴風域を外れ安心したところです。
また、この度の夏は、連日35度を超える猛暑で大変でした。特に協力業者の皆
様は、お疲れ様でした。
コロナ禍も治まらず、飲み会も自粛しています。LIXIL米子ショールームもまだ
少人数での予約制になっております。
9月に入っても猛暑が続き、残暑が厳しいですが、皆様お体に気を付けてお過
ごしください。

趣味がゴルフの私は、気の合う仲間３人と米子ゴル
フへ薄暮れプレーに行っています。
ひとりは72歳、もうひとりは68歳、そして私65歳（私
が一番若い！）
この夏の猛暑の中でもプレーしました。元気でゴル
フができる幸せを、３人で話しながら楽しいゴルフを
しています。いつまでも元気でゴルフを続けていけ
たらいいなと思います。
今年の凧揚げ大会は、米子福生凧の会の
会員の強い希望があり、コロナ撲滅を願って、
妖怪「アマビエ」12畳の大凧を作成し揚げる
ことにしました。コロナ鎮静・水害防止を願い、
11月
来る11
11月15（
15（日）には、妖怪「アマビエ」、龍神3号10畳
（水の神）、今年の干支ねずみ２畳と福生東小学校6年
生作の連凧100枚を凧の会のﾒﾝﾊﾞｰと、この主旨の賛同
者で揚げることにしています。場所は日野川グランド
日野川グランドで
日野川グランド
す。是非見に来て下さい。

米子市米原6丁目１5-31
ＴＥＬ：0859-38-1022 ＦＡＸ：0859-38-0818
ホームページ http://www.ｉｓｈｉｄａ-ｒｅｆｏｒｍ.ｎｅｔ
営業時間 8:20～17：00
（定休日：日、祝、第２・４土曜日）

浴室

フロートトイレ

浮いてるって、すごい。

床から浮いてる新しいトイレ。

あなたの家からトイレの新しいカタチを
始めてみませんか。

t

Chottoいいかも
Chottoいいかも

100円ショップで揃える防災グッズ
100円ショップで揃える防災グッズ

快適Life
快適Life
捨ててしまうか、使っても子どもの幼稚園の工作にと、使い道がピンと
こないトイレットペーパーの芯をアレンジして活用してみませんか？

タオルは、ちょっ
と肌寒いときには
おったり、首に巻
くと寒さが和らぎ
ます

①手袋
軍手はもちろん、ビニール製の使い捨て手袋は、衛生面でも何かと使
えます。ほかに、ゴムのグリップがついた手袋は、重いものを持った
り、片付けが必要なときに重宝しますよ。
②スリッパやタオル
スリッパは布製のものはもちろん、プラスチックやゴム製のものがある
と、汚れても除菌シートなどで拭けば簡単にきれいになるので助かり
ます。タオルも、フェイスタオルやバスタオルなど、様々なサイズがあ
るので、何枚か揃えておくと便利。体を拭いたり、ひざ掛けなどにでき
るほか、避難所などでモノを目隠しするために包んだり、持ち運ぶの
にも使えます。

充電用USBケーブ
ルは使う機種に
よって選んでく
ださいね

充電用USBケーブルや
手動のLEDライトもい
ざというときに便利！

９月１日は防災の日。そこで、８月に引き続き、１００円ショップでも手
軽に変える防災グッズを紹介します。台風などに備えてみませんか？

スマホの防滴ケース
は雨の中でもスマホ
を守りながら情報を
チェックするのにた
すかります

材料
（２人分)

 豚肉薄切り…120ｇ、ナス…１
本 、 マ イ タ ケ …1/2 株 、 豆 苗
…1/4束
 みそ…大さじ１、レモン汁…大
さじ１、さとう…小さじ１、みり
ん…大さじ１、レモンの皮・サ
ラダ油…適量

トイレットペーパーの芯を
麻ひもで巻いたり、色を
塗ったりすれば、かわい
いインテリアアイテムに。
フェイクグリーンを飾って
みてはいかがですか？

■ 文房具を立てたり仕切りに
立てればペン立ての
100円ショップで手に入
ように使えるので、文
る、シンプルなタオルハン
房具を分類するのに
ガーなどと一緒に使えば倒
使えます。トイレット
れにくいです
ペーパーの芯を麻ひ
も や 毛 糸な どで 巻 い
てデコレーションする
のも素敵です！

かわいい箱や引き出し
に入れて分類するのも
良いですよ

アウトドア用の折りたたみ
クッションやエア枕は、自
宅以外で避難するときに便
利！ ふだんはかさばら
ず、使うときだけ広げた
り、空気を入れて体を休め
ることができます

かんたんレシピ 豚肉とナス、マイタケのレモンみそ炒め
教えてくれた人…尾田衣子さん
料理研究家。料理教室「アシェット ド
キヌ」主宰。ル・コルドンブルー東京ほ
かで料理を学び独立。身近な食材で
手軽に作れる料理に定評がある。
http://ryo-ri.net/

■ フェイクグリーンなどを飾って

味噌のコクにレモンのさわやかな風味が絶妙にマッチするボリューム
満点の炒めものです！

①豚肉は食べやすい大きさに切る。ナス
は乱切り、マイタケは手でほぐし、豆苗は
ざく切りにする。

マスキングテー
プなどでアレン
ジすれば、見た
目もかわいい♪
トイレットペー
パーの芯の下をつ
まんでホチキスな
どで留めれば、袋
状に。かわいいラ
ベルをつけると
ぐっとおしゃれに
使わないコードを入れ物などにひと
まとめしても良いですね。また、家
電などを使うとき、床などにもたつ
いたコードをまとめるのにも便利！

■ コードをまとめる
ごちゃつきが
ちなコードを
まとめるのに
ぴったり！
見た目もスッ
キリします

※材料・道具の取り扱いに気を付けて作業してください

○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。

②フライパンにサラダ油を熱し、ナスを炒
める。油がなじんだら、豚肉を加え、半分
ほど火が通ったら、マイタケを加えてさら
に炒める。
③みそ、レモン汁、さとう、みりんを混ぜ合
わせ、②に加え、さらに絡めながら炒め、
豆苗を加え、サッと火を通して器に盛りつ
ける。
④③にレモンの皮をすりおろし、ふりかけ
る。
※レモンは防腐剤不使用のもの（国産がおすすめ）をしっかり洗ってからすり
おろしてください。食べる直前にふりかけると、香りが立ち、風味が増します。
答えは左下にあります。

