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LIXILリフォームショップ
石田リフォームネット

石栄パートナー会
フルハーネス型墜落制用器

特別教育カリキュラ

スマイルde住まいる

TEL：0859-38-1022
FAX：0859-38-0818
ＶＯＬ72

適切な安全の選定と、正しい使用方法を学びました。

安全第一で作業を行うために講習会等とても大切だと改めて
実感しました。
。

2021年10月20日発行

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。

今月の社長ひとこと

諸条件がございま
す。お気軽にお問い
合わせください

エディオンサポートチェーンに
加盟しています

家電購入をご予定の方は、ぜひ一度ご相談く
ださい。商品名、型番等をお知らせいただけ
れば無料でお見積りさせていただきます。

(スタッフ雑談)
先日、車の定期点検後、来年の車検で9年目ですね。今なら下
aaaaa

店長

舟木のり子

山本祥太郎

住まいメイト

西賀いづみ

取りできます買い替えのチャンス！と言われて、えっ(゜o゜)もう9
年？ウソでしょ(((+_+))知らない間に年月は超特急で過ぎ去って
いた確かな現実が・・・。まったく予定していない未来予想図の
急展開を繰り広げる営業マンに「う～ん。確かにね(^^)/」と思い
を巡らしていた最中、今年は「大殺界」だった！という事を思い
出したΣ(ﾟДﾟ))。やってはいけない３つには該当しなかったがどう
やら「判断を間違う」とからしい。緊急性ゼロのこの大きなお買
物は、今なのか(・・?。「今じゃないでしょ！」
「今じゃないでしょ！」かなぁ・・(´-ω-`)
「今じゃないでしょ！」
私事ですが家族が増えました。
先日、２匹の子猫がやってきました。
僕自身、猫を飼うのは初めてのことでした
が、子供たちのためにもなるのかと思い飼
い始めることにいたしました。当初は１匹の
予定だったのでゲージを用意していなく慌
てて１００円ショップに行き、ラックとイン
シュロックで仮設ゲージを作成！！時より
ゲージから出すと２匹でじゃれあうその姿
に癒されております。(●´ω｀●)

石塚浩二

生田明紗美

長いお休みを頂き、10月から復帰させて頂きました。
毎日楽しく子育てをしております。ただ悩みが…ご飯を食
べてくれません！最初は何でも食べてくれたのが3回食
あたりからぜーんぜん食べてくれません(´；ω；`)ｳｩ。手を
変え品を変え…必死で作ったものを「ぺー」っと出したり、
最近はお口も開けてくれません…。諦めてレトルトを使っ
てみましたが気分が乗らないと食べません。「はぁ～」と
悩む毎日です。唯一食べるのがお米煎餅。そんなんじゃ
大きくならないよ～

柱本英樹

我が家にお掃除ロボットがやってきました。スマホと
連携させたり諸々の設定が面倒に思えて使い始め
るのに１年かかりましたが･･･
ソファーの下も狭いところもスイスイ掃除をしてくれて、
もっと早くから使えば良かった！
朝の家事がひとつ減り大助かりです。
相談役

木村和美

LIXILリフォームショップ
石田リフォームネット

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）

社長
松本耕紀

10月に入り一年で一番よい季節になりました。皆様いかがお過
ごしでしょうか？急に寒くなり数日前今年初めての暖房を入れたと
ころです 。 先日、協力業者の社長さんの船で釣りに出かけました。
遊びになると早く目が覚め、まだ暗い中からスタート。あじ、セイゴ、
マゴチが大漁でした。来月は、石栄会（協力業者会）のリクリエー
ションがあります。コロナ対策をしっかりしながらグランドゴルフ大
会、親会社のゴルフコンペがあります。日頃はコロナ渦の中で運
動不足のためとても楽しみにしているところです。

現在、6帖ほどの増築工事をさせていただいてます。
そのお客様とは長い間 知り合いではいたのですが
私が何をしているのか詳しく知らなかったようです。
ふとしたきっかけで、今回の話しになったのですが
社用車で現場に行くと「石ちゃんって大工さんなの？」
って言われました(^_^;
たしかに車に道具はたくさん積んでますが、
大工さんに間違えられたのは初めてです(笑)

大好評
開催中!!
開催中!!

父が70歳を迎え、先日古希のお祝い
をしました。子、孫が集まり…数えて
みると総勢20人を超えていました。
東京の弟もリモートで参加。
一族の中で１番小さい孫も一緒に
お祝いをしてくれました。夫婦仲良く、
家族も円満が何よりの元気の秘訣
だと思います。こんな素敵な歳の取り方ができたらい
いなぁと思いました。
モスバーガーが食べたいと言う事で行こうとしたら「今
はコロナでテイクアウトしかしてない」と子供が言ったの
で電話して取りに行くと電話代で10円が袋に入って
返ってきました。その袋に「いつもご利用ありがとうござ
います。」「今日がいい日になりますように」と書いてあ
りとても感激しました。何でもない小さな事ですが相手
を思う気持ちが伝わりとてもいい気持になりました。弊
社もお客様を思う小さな気遣いを大切に頑張って行こ
うと思います。

石川さゆりのライブに行って来ました。コロナのため観
客は500名程度に限定されていたようです。バンドも4～
5人での演奏でした。場内では声をかけられず拍手のみ
でしたので物足らず拍子抜けのような感じでした。石川
さゆりはプロです。1人芝居は流石でした!!
11月21日は第14回大凧上げ大会を開催します。昨年と
同様、福生凧の会だけの開催となります。
是非見に来て大凧の醍醐味を味わってください！

フェア対象商品のお見積りで
合計 30名様に素敵なプレゼント！
さらにW
さらにWチャンス！

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）

外れた方の中から抽選で300
外れた方の中から抽選で300名様に

1000円分
1000円分プレゼント！

chottoいいかも
chottoいいかも

空を見上げて、雲を見てみよう

快適Life
快適Life
ホワイトボードとマグネットを暮らしに取り入れませんか？
いろんなことが整理できるなど、重宝しますよ♪

上がいわし
雲。細かい雲
のかたまり
が、いわしが
群れを成して
泳いでいる様
子に見えるこ
とから名づけ
られました。
中がさば雲。
さばの背にあ
る模様に見え
ることが由来
です。
下がうろこ
雲。魚のうろ
このように見
えることから
名づけられま
した。

雲は、水蒸気を含む空気が上昇し、冷やされることで、できます。
秋の空にも、さまざまな雲が見られるので、たまには観察してみ
てはいかがでしょう？
●似ている？
似ている？ いわし雲 さば雲 うろこ雲
これらの雲は、高度5000メートル以上にできる巻積雲（けんせき
うん）の俗称。小さな雲のかたまりが集まった様子が特徴です。

かんたんレシピ
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/

材料
（２人分)

 エリンギ…２本、シメジ・マイタ
ケ … 各 1/2 パ ッ ク 、 カ リ フ ラ
ワー・玉ねぎ…各1/2個
 コンソメブイヨンの素（顆粒）…
小さじ１、クリームチーズ…80
ｇ、生ハム…４枚、水…600ｍｌ、
塩・黒コショウ・オリーブオイル
…適量

マグネットを直接
冷蔵庫に貼れば、
冷蔵庫内の在庫整
理にも

ホワイトボード
にマグネットで
常備する食材
を貼り、移動す
ることで有無が
一目瞭然に！

●高積雲のひつじ雲
高度2000～7000メートルにできる雲。ひつじ雲は、うろこ雲のよう
にも見えますが、丸い形の雲が集まった様子でよーく見ると、ひと
つのかたまりが大きいのが特徴です。むら雲やまだら雲とも言わ
れています。高積雲の形が崩れてきたり、厚くなってくると、天候
が不順になるそうです。

丸いマグネットにマ
スキングテープで常
備食材を書いて貼っ
ても良いですよ♪

その日にやることや、用事
の予定などを書いておくと、
忘れにくくなり、頭の整理も
できて、サクサク動けます。

雲の一部が灰色
になっていると
ころも、ひつじ
雲の特徴です

秋の雲は季語にも
「秋の雲（秋雲）」という言葉だけで
なく、「いわし雲」「さば雲」など、秋
に見られる雲は、秋の季語にも
なっています。空を見上げて、一
句、詠んでみるのも良いですね。

■ 食料品の在庫整理に便利
■ ホワイトボードをToDoリストに活用
リストに活用
ホワイトボードを

できたものはス
ライドさせれば
分かりやすい！

■ 子どものやること＆
持って行くものも一目瞭然に！

■ 家族へのメッセージボードに
ひつじ雲。ひつじの群れ
のように見えることか
ら、名づけられました。

きのことカリフラワーのチーズスープ

外出していて
も、家 族への
メッセージを
手軽に残せて
便利です。

きのこから出汁が出て、その香りや風味が存分に楽しめる、温かい
スープです。

①エリンギは３センチ幅にし、薄切りにす
る。シメジ、マイタケは石づきを取り、手で
ほぐす。カリフラワーは食べやすい大きさ
の小房に分ける。玉ねぎは粗みじん切りに
する。クリームチーズは１センチ角程度に
細かく切る。

間違い探し

カレンダー
式 の も の
は、予定が
手軽に書き
込めます♪

学校の宿題や
提出物、持っ
て行くものが
整理できるの
で、忘れもの
防止になりま
す。

左右のイラストで違う箇所が５つあります。左の表か
ら間違いの多いエリアをアルファベットで答えてくだ
さい。

②オリーブオイルを熱し、玉ねぎをしんなり
するまで炒め、カリフラワーを加え、軽く炒
める。
③②に水、コンソメブイヨンの素を加え、カ
リフラワーに火を入れる。
④③にエリンギ、シメジ、マイタケを加え、
しんなりしたら、クリームチーズを加えて
スープに溶かし、塩で味をととのえる。
⑤器に盛りつけ、生ハムをのせ、黒コショ
ウを振る。
答えは左下にあります。
※きのこは火を入れるとしんなりするので、たくさん入れるのがポイントです。

記載内容にかかわる損害等につきましては責任を負いかねますので、実施や材料等のお取り扱いに十分ご注意のうえご利用ください。

