
　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

今月今月今月今月のののの社長社長社長社長ひとことひとことひとことひとこと

社長

松本耕紀

米子市、境港市に外出自粛要請が出ました。さらに取引先の社員が感染したとの連

絡もはいっております。この度は、市中感染が多く何処で感染するか分かりません、

今まで以上に気を付けなくてはなりません。

さて“こども未来住宅支援事業”がスタートしました。これは、住宅の省エネ改修に

対して補助金が交付されます。昨年のグリーンポイントが商品交換に対し、この度は

補助金が交付されます。申請条件は、合計補助額が5万以上となっております。

この機会に是非検討してみてください。

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

今月今月今月今月のののの社長社長社長社長ひとことひとことひとことひとこと

米子市米原6丁目１5-31
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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）
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(スタッフ雑談)

柱本英樹

帰宅途中、道のわきに道路横断検討中の猫さんがΣ(･ω･ﾉ)

ﾉ！え～今？待って待って(;´･ω･)渡るの？渡らないの？どう

なの(・。・;；と葛藤しながらゆっくりと車を進めなんとか彼女の

前を無事通過(^▽^;)。バックミラー越しに左右確認をして道

路を渡った猫さんを見届けた「かしこい～�」。かと思えば

交通量多い道路を逆走してきた犬(・・?）にも遭遇。ええっー

(@_@)どこ行く？危ないへんΣ(ﾟДﾟ)！刺激的に帰宅中の今

日この頃です。あ-でも・・そもそもワンちゃんって右側通行？

左側通行？(´-ω-`)・・・・

西賀いづみ

蜜を避けるため、また幸先良い新年が迎えられるよ

う、年末に出雲大社へ幸先詣に出かけました。夕暮

れ前とあって人もまばら。寒い日でしたがゆっくりと境

内を歩き、しっかりとお詣りすることができました。そ

の後は玉造温泉を訪れ、まずは足湯に浸ってひと休

み。一年の疲れが一気にとれたようでした。

☆本年もどうぞよろしくお願い致します☆

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。

この度、

建築施工管理技士2級に合格いたしました�
仕事と勉強の両立がうまくいかずどうなること

かと思いましたが、何とか合格ができたことに

ホッとしています。

たまには自分に大きな拍手を送りたいと思い

ます(੭◌ु´･ω･`)੭◌ु⁾⁾

新年にアパレル時代の友達と久しぶりに集まりました。

集合場所に行くと、オシャレなお店の中でキラキラ輝く

女子力満点の集まりが!!!!!私の友達でした（笑）ファッ

ションもメイクもばっちり☆（まぶしい☆☆）そしてトーク

もキラキラトーク。美容、トレンド、出会いの話等々。久

しぶりの女子トークでウキウキ、キラキラ時間でした。

いつも子供の事で頭がいっぱいのわたしも”女子タイ

ム”を楽しむことが出来いい刺激になりました(^▽^)/

趣味のカラオケで10年前に知り合った大山町出身の歌手「桂

木龍さん」とは1年に1回ぐらい会って話をしたりします。性格

がよくスポーツマンという感じです。好きな曲で「大山」という

曲があります。作詞は本人で地元ならではという詩です。一

度聴いてみて下さい。他にも「御来屋漁港」、「鬼太郎大山音

頭」があり前には鳥取ふるさと大使もされてました。毎年名和

町の住雲寺の藤祭りでミニコンサートされてましたが、昨年は

コロナで中止でした。早くコロナがおさまりもとの社会に返って

ほしいものです。

昨年の6月27日で75歳！めでたく後期高齢者の仲間

入りです。第1、第2の人生はあっという間に過ぎ第3

の人生のスタートです‼!私なりに充実した人生をス

タートしたいと思っています。1つは清く・明るく・美しい

人生。次に健康で仲良く楽しい人生。次に偽りのない

誠実で自然体。次に義理・人情に熱い人生。以上か

なり欲張りのようですがしっかりと心に留置き楽しい

人生を送りたいです。

エディオンサポートチェーンに

加盟しています

ＶＯＬ74

国土交通省より｢こどもみらい住宅支援事業｣がスタートしました。ぜひこの機会に

●●●●節湯水栓節湯水栓節湯水栓節湯水栓

5,0005,0005,0005,000円円円円××××2222カカカカ所所所所

●●●●高断熱浴槽高断熱浴槽高断熱浴槽高断熱浴槽 24,00024,00024,00024,000円円円円

●●●●浴室乾燥機浴室乾燥機浴室乾燥機浴室乾燥機 20,00020,00020,00020,000円円円円

●●●●手すりの設置手すりの設置手すりの設置手すりの設置
5,0005,0005,0005,000円円円円

●●●●段差解消段差解消段差解消段差解消 6,0006,0006,0006,000円円円円

●●●●出入口出入口出入口出入口のののの拡張拡張拡張拡張 28,00028,00028,00028,000円円円円

●●●●ビルトインビルトインビルトインビルトイン食洗機食洗機食洗機食洗機
19,00019,00019,00019,000円円円円

●●●●掃除掃除掃除掃除しやすいレンジフードしやすいレンジフードしやすいレンジフードしやすいレンジフード 10,00010,00010,00010,000円円円円

●●●●ビルトインビルトインビルトインビルトイン自動調理対応自動調理対応自動調理対応自動調理対応コンロコンロコンロコンロ 13,00013,00013,00013,000円円円円

●●●●節湯水栓節湯水栓節湯水栓節湯水栓 5,0005,0005,0005,000円円円円

●●●●ドアドアドアドア小小小小（（（（勝手口勝手口勝手口勝手口）））） 31,00031,00031,00031,000円円円円

合計金額合計金額合計金額合計金額 78,00078,00078,00078,000円取得円取得円取得円取得

合計金額合計金額合計金額合計金額 136,000136,000136,000136,000円取得円取得円取得円取得

高効率給湯機高効率給湯機高効率給湯機高効率給湯機

24,00024,00024,00024,000円円円円

●●●●エコキュート等のエコキュート等のエコキュート等のエコキュート等の

※※※※他他他他にもにもにもにも対象商品対象商品対象商品対象商品がありますのでがありますのでがありますのでがありますので 詳細詳細詳細詳細はははは当社当社当社当社スタッフまでおスタッフまでおスタッフまでおスタッフまでお問合問合問合問合せせせせ下下下下さいさいさいさい

●●●●節水型節水型節水型節水型トイレトイレトイレトイレ 19,00019,00019,00019,000円円円円

����こどもみらこどもみらこどもみらこどもみら

いいいい住宅支援事住宅支援事住宅支援事住宅支援事

業業業業のののの補助金補助金補助金補助金((((

19000190001900019000円円円円))))対象対象対象対象

商品商品商品商品ですですですです

シンプル＆
コンパクトデザイン
タンク付きよりも奥行きが短い
ため手洗い器などを付けてもス
ペースがゆったり。

鉢内除菌
プラズマクラスターイ
オンがトイレまるご除
菌・しっかり消臭。

キレイ便座
便座のつぎ目がないか
ら、お掃除ラクラク。

電動リフトアップ
汚れがたまりやすい便器と
の隙間をラクラクお掃除。

5年振りにスノーボードに行ってきました。

天候も良く弓ヶ浜もキレイに見えました！

久々すぎて滑れるか不安でしたが、

身体が覚えてるものですんなり滑れました。

一番ビックリしたのがリフトのICカード化。

まさに時代の流れですね。

もちろん翌日には全身が筋肉痛(笑)

日頃の運動不足のツケがまわりました(ﾟДﾟ)

私の住む町ではコロナ支援で食事券や商品券が配ら

れました。その名も『ありがとう応援券』。

子供たちはあまり外食を好まないのでテイクアウトでき

るお店を調べました。いろいろなお店がコロナ対応でテ

イクアウトメニューを考えられていてどれも美味しそう

(*‘ω‘ *)休日のお昼や夜などいろいろなお店のメ

ニューをいただきました。コロナ自粛で大変なこともあ

りますが、地元のお店の味をおうちで楽しめる良いきっ

かけになりました！

サティスサティスサティスサティス SSSS

表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格となります。

定価定価定価定価￥￥￥￥262,000262,000262,000262,000((((税別税別税別税別）～）～）～）～



　　 　

       

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

便利便利便利便利なレンタルやサブスクなレンタルやサブスクなレンタルやサブスクなレンタルやサブスク

使い心地が気になる家電や着てみたい洋服などを、気軽にお試しで

きるレンタルが人気。また、定額料金で試せるサブスクリプション（通

称サブスク）もあるので、ぜひ、チェックしてみてはいかがでしょう。

●●●●使使使使ってみたいってみたいってみたいってみたい家電家電家電家電はまずレンタルではまずレンタルではまずレンタルではまずレンタルで！！！！

高級トースターや、美容家電、お掃除ロボットなど、買う前に試してみ

ると、使い勝手が自分に合っているか、また、必要か見極めることが

できます。

●●●●洋服洋服洋服洋服のサブスクでクローゼットもスッキリのサブスクでクローゼットもスッキリのサブスクでクローゼットもスッキリのサブスクでクローゼットもスッキリ♪♪♪♪

定額料金でいろんな洋服が借りられるサブスクは「買ったけどやっぱ

り合わなかった」「あまり着る機会がない」という後悔や服がタンスの

肥やしになる事がないのが魅力！ いろんなコーディネートが楽しめ

ます。また、ワイシャツのサブスクなら、アイロンがけ不要。いつでも

シャキッとしたシャツが届き、色や柄など好きなタイプも選べます。

サブスクの中でも特に人気なのが

ファッション。普段使いの洋服はも

ちろん、年に１～２回しか着る機会

がないフォーマルスーツなども借り

られるところもあります。また、バッ

グやスカーフなど小物が借りられ

るところもあるので、憧れのブラン

ドものも気軽に使うことができま

す。ほかに、プロのスタイリストが

その人に合わせてコーディネート

した服が届くサービスも。自分に

合ったサービスを選ぶのも良いで

すね。

シンプルだけど味わい深い、定番パスタをマスターしませんか？

真っ赤な色合いは、バレンタインにもぴったりです♪

トマトとモッツァレラチーズのパスタトマトとモッツァレラチーズのパスタトマトとモッツァレラチーズのパスタトマトとモッツァレラチーズのパスタ

材料材料材料材料

（２人分)

①たっぷりの湯に塩を加え、スパゲッ

ティーニを袋の表示時間通りにゆでる。

②ミニトマトは２等分にし、ニンニクはみ

じん切りにする。モッツァレラチーズは手

でさく。

③フライパンにオリーブオイル、ニンニク、

赤唐辛子を加えて熱し、ニンニクの香り

が出てきたら、ホールトマト缶、ローリエ

を加えて軽く煮詰める。

④③にトマトケチャップ、ミニトマトを加え

て軽く火を入れ、塩・コショウで味をとと

のえる。

⑤④に①、モッツァレラチーズを加え、器

に盛りつけ、バジルの葉を添える。

 スパゲッティーニ（太さ1.6～1.7

ミリ）のパスタ…160ｇ

 モッツァレラチーズ…100ｇ、ミニ

トマト…６個、ニンニク…１かけ、

赤唐辛子…1/2本、ホールトマ

ト缶…400ｇ、ローリエ…１枚、ト

マトケチャップ…大さじ２、塩･コ

ショウ･オリーブオイル･バジル

の葉…適量

幅広幅広幅広幅広いいいい！！！！ファッションのサブスクファッションのサブスクファッションのサブスクファッションのサブスク

ちょっとしたプレゼントはもちろん、友チョコなど、気軽なバレンタ

インにも使える紙コップのラッピングをご紹介します♪

■■■■ 紙紙紙紙コップをボックスコップをボックスコップをボックスコップをボックス型型型型にににに

ワックスペーパーやラッピン

グ紙、端切れの布などでフ

タをして、麻ひもで留めるだ

け！ 手軽にできます。

■■■■ 紙紙紙紙コップのコップのコップのコップの縁縁縁縁をををを合合合合わせるだけわせるだけわせるだけわせるだけ！！！！

紙コップの縁をペ

タッと合わせ、マス

キングテープなど

で封をしても素敵

ですよ。

※トマトは火を通すことで甘みが増しますが、加熱しすぎると形がなくなる

ので、軽く火を通すのがポイントです。

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/

紙コップにチョコな

どを入れて透明な

ビニールで包むだ

けでもかわいいで

す。

■■■■ 紙紙紙紙コップコップコップコップ＆＆＆＆透明透明透明透明ビニールでビニールでビニールでビニールで

シンプルアレンジシンプルアレンジシンプルアレンジシンプルアレンジ

憧 れ の 家 電 を

使って、贅沢気

分を楽しむのも

良いですね♪

リボンやマス

キングテープ

をプラスすれ

ばさらにかわ

いい♪

※材料・道具の取り扱いに気を付けて作業してください

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。

キャンプ用品や乳幼児のアイテムな

ど、たまに使うモノや一定の期間しか

使わないモノも、レンタルだと便利。

収納場所に困ることもありません。

①紙コップに、上から３セ

ンチほどの切込みを６～

８カ所、等間隔で入れる。

②紙コップの縁をカットす

る。

③切込みを入れた部分を

内側に順番に折り込む。

快適快適快適快適LifeLifeLifeLife

リラックス♪

ちょっとのお花

があるだけで

ほっこり♪

最近、注目を集めているの

が、お花のサブスク。小さ

い花束が届くタイプが手軽

で人気。毎回どんなお花が

来るか楽しみになります。

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

マスキングテー

プを貼るだけで

もおしゃれ

前面にリボンを付けた

り、穴を開けてリボン

を通してバッグ風にも

できます

■■■■ ペーパーでフタをするペーパーでフタをするペーパーでフタをするペーパーでフタをする

シンプルな白い紙

コップでも、シー

ルやスタンプを加

えればかわいい♪

間違間違間違間違いいいい探探探探しししし

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。


