
　石田リフォームネットの手作りニュースレターです。
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　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。

　

　　

　

スマイルde住まいるスマイルde住まいるスマイルde住まいるスマイルde住まいる

今月の社長ひとこと今月の社長ひとこと今月の社長ひとこと今月の社長ひとこと

社長

松本耕紀

師走に入りやっと人の動きが戻りつつあります。自粛していた、同級生との楽しみ

も2年ぶりに集まり楽しみました。最近では久しぶりに孫たちと外で会食もしました。

さて、コロナ禍の影響で住宅設備機器の欠品や納品の遅れが発生しております。

これは部品の生産拠点である、ベトナム工場のコロナによる操業停止が原因の

ようです。特に給湯器・トイレが対象になっており、皆様に大変ご迷惑をおかけし

ており申し訳ございません。徐々に回復しており、トイレは約1か月待ちの状況で

す。トイレの受注も沢山いただいておりますがもうしばらくお待ちくださいますよう

お願い申し上げます。

LIXILリフォームショップ
石田リフォームネット
TEL：0859-38-1022

FAX：0859-38-0818

今月の社長ひとこと今月の社長ひとこと今月の社長ひとこと今月の社長ひとこと

米子市米原6丁目１5-31

ＴＥＬ：0859-38-1022 ＦＡＸ：0859-38-0818
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営業時間 8:20～17：00

（定休日：日、祝、第２・４土曜日）
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(スタッフ雑談)

柱本英樹

先月社内レクリエーションで初のグランドゴルフデビューしま

した(^^)/今年は（去年不参加）我が家のコロナ隊長ダンナの

「渋々のGO」が出たので参加しました!(^^)!人生初体験でルー

ルはもちろん何もわからずのplay(;'∀')�でしたが、久々の

運動？に楽しく過ごしました。成績は個人20位。チーム最下

位(-_-;)。ところが個人、チームとも賞品がなんとマスク（使い

捨てと洗えるマスク）Σ(ﾟДﾟ)！ダンナに報告すると「おー良

かったがな(*´▽｀*)マスクはいくらあってもいいけんなぁ★」と

一番喜んでいたかも(^▽^;)。結果オーライ！です。

西賀いづみ

北栄町の『青山剛昌ふるさと館』に行ってきました。初

めて訪れましたが、館内にはオブジェや作品が並ん

でおり、ファンの方だけでなく初心者の私もじっくりと

楽しみながら見てまわることができました。周辺地域

もアニメ”名探偵コナン”の世界に入り

込んだようで、コナンに会える町

として散策しながらの発見もでき、

とても満足できました。

お肌をやさしくケアし、美容効果が期待できるシャワーヘッドが新登場。
ぜひこの機会にお取替えをご検討ください。。。。

ウルトラファインバブルは毛穴の

間に入り込める大きさです

紹介動画

３D画面上で完成予
想イメージ・お見積
書を作成

３６０°ショールー
ム展示写真で
ショールームに来
たような体験

予約サイト

♪♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ この機会にぜひオンラインショールームをご活用くださいこの機会にぜひオンラインショールームをご活用くださいこの機会にぜひオンラインショールームをご活用くださいこの機会にぜひオンラインショールームをご活用ください ♪♪♪♪ ♪♪♪♪ ♪♪♪♪

おうちにいながら、お客さまのスマホ・パソコン・タブレットのおうちにいながら、お客さまのスマホ・パソコン・タブレットのおうちにいながら、お客さまのスマホ・パソコン・タブレットのおうちにいながら、お客さまのスマホ・パソコン・タブレットの

画面を通してショールームコーディネーターと相談できる！画面を通してショールームコーディネーターと相談できる！画面を通してショールームコーディネーターと相談できる！画面を通してショールームコーディネーターと相談できる！

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。

我が家の子猫たちの行動範囲が広がり、1階と2階を行っ

たり来たり。その度にドアを開けてあげなければならない

ので、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで引戸でも取り付けれるﾍﾟｯﾄﾄﾞｱを2個購

入し休日に引戸とﾄﾞｱに取り付けることにしました。

戸に穴をあけるのは勇気がいりましたが何とか取付は完

了!!

あとは子猫たちが怖がらずにくぐってくれるか・・・

心配もよそにものの５分で自分からくぐってくれた

のはビックリΣ(ﾟДﾟ)

”ほったらかし調理ができる電気加圧鍋”をもらいまし

た✌ぶつ切りにした食材と調味料をポイ、ポイっと入

れたら数分で出来上がり～。味しみしみで、とろとろの

煮物などが数分でできちゃいます(^^♪もう固いとか味

しみてないとか悩まなくてよさそうです。

ありがたい家電調理器!!

普段、細かくカードの請求書を見ない私。

なんとなく明細を見てみたら携帯料金が異常な高さに(ﾟДﾟ)ﾉ

夏からだったので「あ、携帯を壊したときからだなぁ」と

すぐにわかりましたが、支払い明細を調べたら、

何か意味不明な番号が登録されている・・・(-_-)

クレーム案件？でしたが、聞きに行ったショップの店員さんが

とても誠意ある対応だったので、穏便に済ませることとしました。

我々も仕事柄お客様と接することが多いので、誠意ある行動を

心がけないといけないなと実感しました。

私は温泉が好きでオーシャンとラピスパにたまに行

きます。どちらも年会員になって割安で入ってますが、

今はwelove山陰で半額になってます。これから寒く

なるので1週間に1回ぐらいは行きたいと思っていま

す。

ただ……年をとると出るのがおっくになり…

結果、我が家のお風呂が一番だなっと思うこの頃で

す。

令和3年私の10101010大ニュース!!

1.めでたく後期高齢者の仲間入り2.石田コーポレーション50周年

式典で功労者表彰授賞 3.大和ハウスオーナー会会長就任 4.第

14回福生大凧揚大会の実施 5.「官報よなご」米子びとのページ

に載る 6.父徳治 25回忌法要光西寺 7.12年振りのゴルフで112

点たたく 8.振り込め詐欺と電話でバトル！時間切れで告発まで

至らず 9.我家にニワトリ7羽が嫁いでくる。11.干支凧貴布祢神社

奉納と餅つき大会

今年もいろんな事がありました。新しい年が皆様にとりまして良

い年でありますように(^V^)

エディオンサポートチェーンに

加盟しています

また冬がやって来ました。寒いの苦手です(;´･ω･)

毎年恒例で息子がタイヤを変えてくれました。小学生

の頃はひとりでタイヤを持つもの大変だったのに、いつ

の間にか『出来たよー！チェックしてー！』と。なんと、

頼もしい(*‘ω‘ *)♪

この冬も安心して走り回れそうです！

今年は雪が多いとウワサがありますが...

ＶＯＬ73



　　 　

       

答えは左下にあります。

かんたんレシピかんたんレシピかんたんレシピかんたんレシピ

カレンダーいろいろカレンダーいろいろカレンダーいろいろカレンダーいろいろ

新年といえば、カレンダーが新しくなりますね。そこで、カレンダー

や日付についてのいろいろをご紹介します。

●●●●カレンダーが多様化カレンダーが多様化カレンダーが多様化カレンダーが多様化

たとえば、年度に合わせて４月始まりのものや、仕事や学校で週

の始まりが月曜日ということで月曜日始まりなど。さまざまなライフ

スタイルに合わせて、バリエーションも増えています。

●●●●偶数のゾロ目の月日は同じ曜日偶数のゾロ目の月日は同じ曜日偶数のゾロ目の月日は同じ曜日偶数のゾロ目の月日は同じ曜日!?

４月４日、６月６日、８月８日、10月10日、12月12日は同じ曜日にな

ります。2022年は月曜日！ただ、２月２日だけは水曜日と、違いま

す。こういう、まるで偶然のようなことを見つけてみるのも楽しいで

すね。

カレンダーに見られる暦の六曜の意味をご紹介

します。「大安」は「大いに安し」で良い日、「仏

滅」は「仏も滅するような日」で勝負事やお祝い

事は避けた方がいい日というのはお馴染みで

す。「友引」は「良いも悪いも友に影響する」とい

うことから葬式などは避ける習慣がありますね。

「赤口（しゃっこう）」は、火や血を連想させること

から火事やケガに要注意。「先勝」は「先んずれ

ば勝ち」という意味で午前中が吉、「先負」は、先

勝の逆で午後が吉だそう。都合などもあります

し、あくまで参考程度にしておくのがいいかもし

れませんね。

余ったお餅を甘辛～い韓国料理にアレンジ♪

おつまみにも最適ですよ！

お餅トッポギお餅トッポギお餅トッポギお餅トッポギ

材料材料材料材料

（２人分)

①エリンギは２等分し、薄切りにす

る。ソーセージは斜め切り、玉ねぎ

は薄切りにする。小ネギは斜め切

り、切り餅は３等分に切る。

②鍋にごま油を熱し、エリンギ、ソー

セージ、玉ねぎを軽く炒める。

③Ａを合わせ、②に加え、沸騰したら

餅を入れる。餅が柔らかくなったら小

ネギを加えてサッと混ぜ合わせて器

に盛りつけ、白いりごまをふる。

 切り餅…３個、エリンギ…１本、

ソ ー セ ー ジ … ３ 本 、 玉 ね ぎ

…1/2個、小ネギ…適量

 A：コチジャン…大さじ１と1/2、

砂糖・しょうゆ…各大さじ２、ご

ま油…小さじ２、おろしにんにく

…小さじ１、水…200ml

 白いりごま・ごま油…適量

六曜の意味とは？六曜の意味とは？六曜の意味とは？六曜の意味とは？

身近なモノを新調して、新年を気持ちよく迎えませんか？

リフレッシュにもなりますよ♪

■■■■ 新しいお箸で新しいお箸で新しいお箸で新しいお箸で

新年の料理を楽しむ新年の料理を楽しむ新年の料理を楽しむ新年の料理を楽しむ

知らず知らずのうちに、

箸先などがくたびれてい

ませんか？ お気に入り

を探して、一新してみて

はいかがでしょう？

■■■■ 身近にあるスマホの身近にあるスマホの身近にあるスマホの身近にあるスマホの

ケースを新しくしようケースを新しくしようケースを新しくしようケースを新しくしよう

スマホ本体をこま

めに変えることは

難しいですが、ス

マホケースなら手

軽に気分一新で

きます。

※餅は火を入れすぎるとドロドロになってしまうので、形が残る程度に

少し固めで火を止めてください。

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/

タオルや靴下、肌着な

ど、年始から新しいモノ

に触れると、心地良く、

気分も上がります♪

■■■■ 直接肌に触れるモノを直接肌に触れるモノを直接肌に触れるモノを直接肌に触れるモノを

一新して心も新たに！一新して心も新たに！一新して心も新たに！一新して心も新たに！

印刷の原色で青色しか残ってな

かったから！ 印刷に使われる色

は黒･赤･青･黄。黒は平日、日･祝

は赤で、黄色だと見づらいという

ことで、青が採用されたそうで

す。

新年に何か変化が欲しいな、という人も、

小物からなら気軽に変えられるので、ぜひ

参考にしてみて下さいね♪

31日がない月の覚え方

は、「西向く（２、４、

６、９）侍（11）」が

おすすめ。11を漢字で

書くと十一、これを組み

合わせると「士」、つま

り侍となるところから来

ているそうです。

手帳は年始には新しく

し た い で す ね 。 ほ か

に、名刺カバーやパス

ケースは角が擦れたり

と、傷みは気になりま

せんか？ 素材や色、

デザインなど、豊富に

あるので、選ぶのも楽

しそうですね！

カレンダーで

土曜日だけ青

字なのはどう

して？

友引は11時～13時

は凶、赤口はその

逆で吉といわれて

います

西向く侍！

ChottoChottoChottoChottoいいかもいいかもいいかもいいかも

普段から手に触れるも

のですし、こだわりの

ケースにしたいですね

■■■■ 新しい小物で新しい小物で新しい小物で新しい小物で

気分もリフレッシュ気分もリフレッシュ気分もリフレッシュ気分もリフレッシュ

熟語探し熟語探し熟語探し熟語探し

A～Cは四字熟語の各漢字の一部を拡大したものです。

四字熟語を完成させたら、太枠で囲んだ文字を使ってできる

三字熟語を答えてください。

ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？ご存知ですか？


