
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

       

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    

 

 

   

 

 

     

                

      

ほどです。京都市とはいっても東の端で 

もうほぼ大津市の手前です。私が幼稚園 

の頃（かれこれ５０年くらい前ですが） 

この山科に約２年ほど住んでいたので毘沙門堂の裏

にある砂防堰堤でよく遊んでいました。 

 京都市といってもかなりはずれなので市内の混雑

に比べると人は少なく隠れた名所といえるのではな

いでしょうか。 

 1665 年からこの地にあり、毎年４月の第２日曜

日には観桜会・花祭りが開催されます。今年は４月

９日（日）です。 
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編集後記編集後記編集後記編集後記    

※セミナーは、お申し込みが最低開催人数に達しない場合は、開催されない事もあります。※セミナーは、お申し込みが最低開催人数に達しない場合は、開催されない事もあります。※セミナーは、お申し込みが最低開催人数に達しない場合は、開催されない事もあります。※セミナーは、お申し込みが最低開催人数に達しない場合は、開催されない事もあります。    

和歌山市中之島の早咲き桜が

例年通り 2 月に開花しまし

た。寒くて雪が降ってもやっ

ぱり 2 月に咲くんだな～、と

思いました。（吉野） 

セミナー・イベントセミナー・イベントセミナー・イベントセミナー・イベント案内案内案内案内    

LIXILLIXILLIXILLIXIL ショールームショールームショールームショールーム    リフォームリフォームリフォームリフォーム相談会相談会相談会相談会    

3333 月月月月 22226666 日（日）日（日）日（日）日（日）    

時時時時    間間間間    ：：：：    10101010：：：：00000000～～～～17171717：：：：00000000    

開催場所：開催場所：開催場所：開催場所：    LIXILLIXILLIXILLIXIL 和歌山ショールーム和歌山ショールーム和歌山ショールーム和歌山ショールーム    

                        （和歌山市三葛（和歌山市三葛（和歌山市三葛（和歌山市三葛 255255255255----5555））））    

お問合せはお問合せはお問合せはお問合せは、、、、☎☎☎☎073073073073----433433433433----2112211221122112 和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店までまでまでまで    

リフォームをお考えの方、ショールー

ムの展示品を実際に見て触れてみませ

んか？図面をお持ちいただければ、その

場で概算お見積りいたします。お気軽に

ご来場・ご相談ください。リフォームの

プロによる無料相談会です。 

木村正人木村正人木村正人木村正人のののの桜紀行桜紀行桜紀行桜紀行・・・・・・・・・・・・洛東洛東洛東洛東編編編編    

パワーストーンパワーストーンパワーストーンパワーストーンセミナーセミナーセミナーセミナー    

4444 月月月月 22222222 日（日（日（日（土土土土））））    

時時時時    間間間間    ：：：：    ①①①①13131313：：：：00000000～②～②～②～②14141414：：：：00000000～～～～    

                        ③③③③15151515：：：：00000000～～～～    

定定定定    員員員員    ：：：：    ①②③各３①②③各３①②③各３①②③各３名名名名（予約制）（予約制）（予約制）（予約制）    

参加費参加費参加費参加費        ：：：：    1111,000,000,000,000 円円円円～～～～1,5001,5001,5001,500 円円円円    

                        （ストーンによって変わります）（ストーンによって変わります）（ストーンによって変わります）（ストーンによって変わります）    

講講講講    師師師師    ：：：：    上山美佳先生上山美佳先生上山美佳先生上山美佳先生    

締切り締切り締切り締切り    ：：：：    4444 月月月月 11118888 日（日（日（日（火火火火））））    

    

アイシングクッキー体験セミナーアイシングクッキー体験セミナーアイシングクッキー体験セミナーアイシングクッキー体験セミナー    

3333 月月月月 27272727 日（日（日（日（月月月月））））    

時時時時    間間間間    ：：：：    11113333：：：：00000000～～～～11115555：：：：00000000    

定定定定    員員員員    ：：：：    8888 組組組組（予約制）（予約制）（予約制）（予約制）    

                        大人だけでも親子（小学生以上）でも可大人だけでも親子（小学生以上）でも可大人だけでも親子（小学生以上）でも可大人だけでも親子（小学生以上）でも可    

参加費参加費参加費参加費    ：：：：    1,0001,0001,0001,000 円（材料費含む）円（材料費含む）円（材料費含む）円（材料費含む）    

持ち物持ち物持ち物持ち物    ：：：：    エプロン・ハンドタオルエプロン・ハンドタオルエプロン・ハンドタオルエプロン・ハンドタオル    

講講講講    師師師師    ：：：：    おしゃべり広場ホッピングおしゃべり広場ホッピングおしゃべり広場ホッピングおしゃべり広場ホッピング    

                        登録ママ講師登録ママ講師登録ママ講師登録ママ講師：：：：中村ともみ先生中村ともみ先生中村ともみ先生中村ともみ先生    

締切り締切り締切り締切り    ：：：：    3333 月月月月 17171717 日（日（日（日（金金金金））））    

    
春休み！親子でいつもよりワンランクアップしたお菓子作り

をしてみませんか？粉砂糖、卵白で作ったアイシングクリームで

クッキーにデコレーションしましょう。 

 数あるパワーストーンの中から、あなたにぴったりの石を選ぶ

お手伝いをします。「happy」「穏やか」「前向き」など、あなた

の気持ちを後押ししてくれるパワーストーンであなただけのオ

リジナルブレスレットを作りませんか？ 
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和歌山店（和歌山市元和歌山店（和歌山市元和歌山店（和歌山市元和歌山店（和歌山市元寺町）寺町）寺町）寺町）        お申お申お申お申しししし込みは込みは込みは込みは、、、、☎☎☎☎073073073073----433433433433----2112211221122112    までまでまでまで    

ラフターラフターラフターラフターヨガ（笑いヨガ）ヨガ（笑いヨガ）ヨガ（笑いヨガ）ヨガ（笑いヨガ）    

    ～～～～笑う門には福きたる～笑う門には福きたる～笑う門には福きたる～笑う門には福きたる～    

4444 月月月月 11114444 日（日（日（日（金金金金））））    

時時時時    間間間間    ：：：：    11110000：：：：33330000～～～～11112222：：：：00000000    

定定定定    員員員員    ：：：：    10101010 名名名名（予約制）（予約制）（予約制）（予約制）    

参加費参加費参加費参加費    ：：：：    無料無料無料無料    

服服服服    装装装装    ：：：：    動きやすい服装動きやすい服装動きやすい服装動きやすい服装    

持ち物持ち物持ち物持ち物    ：：：：    水分補給用の水水分補給用の水水分補給用の水水分補給用の水・汗拭き用タオル・汗拭き用タオル・汗拭き用タオル・汗拭き用タオル    

講講講講    師師師師    ：：：：    ラフターヨガラフターヨガラフターヨガラフターヨガわかやまわかやまわかやまわかやま        

                        ラフターヨガリーダー：村ラフターヨガリーダー：村ラフターヨガリーダー：村ラフターヨガリーダー：村岡先生・山崎先生岡先生・山崎先生岡先生・山崎先生岡先生・山崎先生    

締切り締切り締切り締切り    ：：：：    4444 月月月月 11111111 日日日日（（（（火火火火））））    

    ラフターヨガ（笑いヨガ）とは、笑いとヨガの呼吸法を組み合

わせた、80 ヵ国 1 万以上のクラブで親しまれている健康エクサ

サイズです。年齢に関係なく誰でも気軽に参加できます。 

有田有田有田有田店店店店    

工務工務工務工務    

木村木村木村木村    
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有田店（有田郡有田川町明王寺）有田店（有田郡有田川町明王寺）有田店（有田郡有田川町明王寺）有田店（有田郡有田川町明王寺）お申しお申しお申しお申し込み込み込み込みは、は、は、は、☎☎☎☎0737073707370737----52525252----5517551755175517    までまでまでまで    

ポーセラーツセミナーポーセラーツセミナーポーセラーツセミナーポーセラーツセミナー    

    ～～～～蓋蓋蓋蓋++++茶こし付マグカップ茶こし付マグカップ茶こし付マグカップ茶こし付マグカップ作り作り作り作り～～～～    

5555 月月月月 23232323 日（日（日（日（火火火火））））    

時時時時    間間間間    ：：：：    13131313：：：：30303030～～～～11115555：：：：00000000    

定定定定    員員員員    ：：：：    10101010 名名名名（予約制）（予約制）（予約制）（予約制）    

参加費参加費参加費参加費        ：：：：    2222,,,,333300000000 円（材円（材円（材円（材料費含む）料費含む）料費含む）料費含む）        

講講講講    師師師師    ：：：：    和歌山和歌山和歌山和歌山ポーセラーツサロンポーセラーツサロンポーセラーツサロンポーセラーツサロン    

                        ShailohShailohShailohShailoh（シャイロ）（シャイロ）（シャイロ）（シャイロ）宮里有里先生宮里有里先生宮里有里先生宮里有里先生    

締切り締切り締切り締切り    ：：：：    5555 月月月月 11110000 日（日（日（日（水水水水））））    

 貼るだけ簡単！絵心がなくてもシールのような転写紙を使っ

て素敵な作品が作れます。たくさんの転写紙の中からお好きなデ

ザインでお作り頂けます。※作品は焼成する為、後日お渡しとなります。 

 

境内には立派な枝垂桜や染井吉野が 

咲き誇っています。 

工務の木村正人です、今年も桜の季節がやってき

ます。このコーナーの為に毎年桜の穴場をおっかけ

ている私ですが、今回紹介するのは京都市山科区に

ある「毘沙門堂」です。JR・京阪“山科駅”から徒

歩で 20 分ほど、車では名神京都東ＩＣから 10 分 

 

三味線の音色が桜の花び

らと相まって雅な雰囲気

を醸しだしています。 

おまけ・・・おまけ・・・おまけ・・・おまけ・・・    
 毘沙門堂は山の中腹にあるのですが山科駅や国道などから登っていく途中に、琵琶湖から京都市内に水を

引いている疎水（南禅寺にある水路閣の上にはこの疎水が流れています）と呼ばれる水路があるのですが、

その両岸にも桜並木があり見事な景色になっています。 

 

 

おおおお家家家家のののの相談会案内相談会案内相談会案内相談会案内    
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簡単簡単簡単簡単クッキングクッキングクッキングクッキング    
 さこちゃんのさこちゃんのさこちゃんのさこちゃんの    
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住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

硲本硲本硲本硲本    

うちのペットでうちのペットでうちのペットでうちのペットで～～～～すすすす。。。。    

スタッフのコーナースタッフのコーナースタッフのコーナースタッフのコーナー    

 

 今月の「うちのペットで～す」は、有田川町の 

山内毅様のワンちゃんです。 

 

カレー味なので

お子様も食べや

すいですよ。 

 

2222 月月月月 14141414 日日日日バレンタインデーバレンタインデーバレンタインデーバレンタインデー！！！！！！！！    

簡単簡単簡単簡単ロールキャベツロールキャベツロールキャベツロールキャベツ    
スタッフのおスタッフのおスタッフのおスタッフのお仕事仕事仕事仕事コラムコラムコラムコラム    

名名名名        前前前前    ：：：：    ナナナナナナナナちゃんちゃんちゃんちゃん（（（（女女女女のののの子子子子））））    

                    柴犬柴犬柴犬柴犬ののののミックスミックスミックスミックス    

年年年年        齢齢齢齢    ：：：：    ５５５５歳歳歳歳    

好好好好きなきなきなきな食食食食べべべべ物物物物：：：：    

                ドッグフードとドッグフードとドッグフードとドッグフードと家族家族家族家族からからからから    

                もらうもらうもらうもらう少少少少しのおすそしのおすそしのおすそしのおすそ分分分分けけけけ 

 『ピンポーン』とインターホンが鳴ったのでドアを開けて

みると…。そこには近所に住む小学 3 年生の可愛い女の子が

立っていました。その子はなんと、折り紙で作った花一輪の

『ガーベラ』の花を持って訪ねてきてくれました o(^▽^)o 

鉢の部分はチョコレートで。バレンタインデーということ

で息子と娘と主人に作って来てくれたそうです。植木鉢付き

に湯川家一同 大感激‼ 

ホワイトデーに可愛い彼女にどんな物をお返ししようか悩

みます (⌒-⌒; ) 

 ちなみにかわいいので私のスマホのアイコンにしまし

た。 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

湯川湯川湯川湯川    

●●●●作り方作り方作り方作り方    

① キャベツの葉を洗い鍋に水600ccを 

  入れ、しんなりなるまで茹でる。 

② キャベツを長方形に４等分し、豚肉を

内側に入れ巻き込み、端を爪楊枝で止

める。 

③ ①の湯へ○A と②を入れ１０分煮込め

ば出来上がり！ 

   

チャンジャチャンジャチャンジャチャンジャ最高最高最高最高！！！！    

食食食食がメインのがメインのがメインのがメインの一人旅一人旅一人旅一人旅    

最近「チャンジャ」にハマっています。

会社でチャンジャの話をしたら、知らな

い人が何人もいたのでビックリしまし

た。チャンジャとは韓国料理の珍味で、

鱈（たら）の内臓をキムチ風の薬味であ 

えて醸成させたものです。焼き肉屋とか居酒屋では

普通に置いています。家では食べないのですが、焼

き肉屋に行った時とかは必ず２回は注文します。私

はあまりお酒を飲みませんが、お酒のお供に最高で 

す！ごはんにのせたり、お茶漬けにしてもＯＫ！普

段は捨てられる魚の胃袋を、手間を惜しまず高級珍

味に仕上げる。これぞ、韓国料理の醍醐味を味わえ

る究極の一品といえます。 

 お店によって味が違いま 

私私私私のののの仕事仕事仕事仕事    

設計設計設計設計    

今井今井今井今井    

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

岡本岡本岡本岡本 

すが、今の一押しのお店は

有田川町野田の「そらま

め」さんのチャンジャで

す。チャンジャ最高！！ 

● 飼い主様飼い主様飼い主様飼い主様よりよりよりより● 

平成 23年 12月 24日に吉備

の車修理工場で両親とはぐれた

２匹の迷子犬を保護しました。

妹のリリーちゃんは有田市初島

町で元気です。 

私は犬を飼うのは初めてで不

安でしたが、ナナに犬の飼い方

を教えてもらいました。 

 

人懐っこくていつも飛んで出て

来てくれます(*^_^*)♪ 

●材料（●材料（●材料（●材料（2222 人分）人分）人分）人分）    

キャベツの葉     3 枚 

豚肉         150ｇ 

コンソメキューブ   1 個 

カレーのルー      1 個 

水          600cc 

  

 

Ⓐ   

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

硲本硲本硲本硲本    

今、毎月研修で東京に行っています。

いつも日帰りなのですが、せっかく東京

まで行っているので、翌日休みを取って

遊んで来ました。東京観光は何回かあり

ますが一人で街に繰り出すのは初めて！ 

有名・人気・限定の言葉に弱い私が向かった先は、

築地市場・表参道・明治神宮です。誰もが知ってる

ベタな名所です（笑）まず朝ごはんに海鮮丼を！と

思い、築地市場へ。お店がズラーっと並び、すごい

賑わいでした。どの店で食べようかと迷っていると、

店先で呼び込みをしていたおばちゃんに声を掛けら

れてそのまま店内へ。メニューがたくさんあり、迷

いましたが、「いくら・ウニ・中トロ丼」にしました。

どれも新鮮で脂ものっていて大満足（*^_^*）リッチ

な朝ごはんを頂きました。 

その後は何が欲しいわけでもなく表参道ヒルズを

ぶらりとした後、ネットで下調べしておいたニュー

ヨークでパンケーキが大人気の「Clinton St. BC」

海外一号店へ♪少し前に海鮮丼を食べたけど、これ

ば別腹（笑）外はサクッと中はふんわりした絶妙な

バランスがとても美味でした★ 

最後に思い付きで明治神宮へ。都会のど真ん中に

あるはずなのにたくさんの木々に囲まれているせい

か、清々しい空気が流れていて、とても居心地がよ

く癒されました。 

これで 1,200 円！ 

チョコのパン

ケーキを選び

ました。生地

の中にもチョ

コが入ってい

ます。 

しながら決めさせていただいています。 

 お客様にとって、決める事が多くてなかなかイメ

ージもしにくかったりしますが、せっかくのおウチ 

 私の主な業務内容は、新築されるお客

様との色の打合せ（カラーコーディネー

ト）です。外部では屋根や外壁、窓のサ

ッシの色、室内では床や壁紙の色、水ま

わりの設備機器の仕様などお客様とお話 

づくりなので、楽しんでいただきたい！私自身、お

客様とお話しするのが好きなので、楽しくおウチづ

くりのお手伝いをさせていただいています。 

 分かりやすく、よりお客様の好みに近い提案が出

来るように、そしてお客様に「楽しかった」と言っ

て頂けるようにこれからも頑張っていきたいと思い

ます。 

さっそくキッチンに飾りました♪ 
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パートナーさんをパートナーさんをパートナーさんをパートナーさんを紹介紹介紹介紹介しますしますしますします！！！！    
私達の会社に協力して頂いているパートナーさんをご紹介するコーナー。今回は、『株式会社湯川板金工業』の

湯川雅文さんです。 

株式会社株式会社株式会社株式会社湯川板金工業湯川板金工業湯川板金工業湯川板金工業    
（（（（建築板金建築板金建築板金建築板金業業業業））））    
湯川雅文湯川雅文湯川雅文湯川雅文さんさんさんさん    

 歌えない、踊れない、ただ

生真面目な僕です(笑) 

趣 味趣 味趣 味趣 味 ・・・・ 休 日休 日休 日休 日 のののの 過過過過 ご しご しご しご し 方方方方    

仕事は、鋼板の屋根・壁・樋などの施工です。僕が施工す

る箇所は家の一部ですが、お客様にとっては家全体の事で

大きな金額だという事を忘れず意識して仕事するように気

を付けています。施工現場でお客様に会った時、施工につ

いての質問などにもお答えすることもあります。 

仕事仕事仕事仕事のこだわりのこだわりのこだわりのこだわり    

昨年から海上釣り堀で釣りをすることにハマって 

います。休みの日は、白浜の釣り堀まで行きます。 

お酒も好きでよく飲みますが、月・火・水曜日は禁酒日と決めていま

す。その代わり、休みの日は朝から飲む！(^o^) 

 今回もたくさんのご応募、ありがとうございました。答えは「 ③③③③    」のピコ

太郎でした。当選者の発表は発送をもってかえさせて頂きます。 

 届いたお葉書の中にはご家族の写真を載せてくれている方や、コメントを書

いてくれている方もいて、社員で楽しく読ませて頂きました。今回はその一部

をご紹介します。 

おおおお葉書葉書葉書葉書がががが届届届届きましたきましたきましたきました！！！！    
 現在有田川町で建築中の花田様のお母様より、素敵な絵手紙を

いただきました。毛筆で書かれた温かいお言葉と綺麗なイラスト

に感動しましたので、ご紹介させて頂きます。 

（和歌山市 Ｎ様） 

（和歌山市 Ｕ様） 

（和歌山市 Ａ様） 

（有田川町 Ｎ様） 

（

和

歌

山

市

 

Ｔ

様

）

 

新春号新春号新春号新春号「「「「おおおお年玉年玉年玉年玉クイズクイズクイズクイズ」」」」のののの答答答答ええええ    

『こんにちは！お宅訪問』は弊社で建築させていただいた新築住宅のお宅をご紹介するコーナーです。

今回は有田川町にお住まいの U 様のお宅を訪問しました。 

自然素材と家事動線にこだわったＬＤＫ 

和室はお子様の遊びスペース 

2016 年 3 月にお引渡しした U 様宅。今回はご夫

婦からお話をお聞きしました。 

ご夫婦が特にこだわったのが LDK。床は無垢の杉

板を張り、壁には漆喰を塗りました。「自然素材をふ

んだんに使っているので、一日の疲れも癒されてリラ

ックスできるんです。」とご主人。奥様は LDK を中

心とした家事動線と収納がこだわり。LDK に隣接し

た脱衣室にはコート掛けスペース、和室にはウォーク

インクローゼットを作りました。「帰ってきてすぐに

コートを掛けられるのも良いですよ。」と奥様。また

今回洗濯干しスペースは庭に設けました。「洗濯～着

替えがすべて一階で済ませられます。家事動線など、

設計時に三洋さんと間取りを作り込みました。一日の

ほとんどがリビングで過ごせるので生活が非常に楽

チンです。」とのこと。庭にはお子様が土で遊ぶ場も

設けました。リビングからも見渡せ、また木柵フェン

スで囲んであるので安心して遊べます。 

将来の事もしっかり考えて設計したのが LDK に隣

接する和室 6 畳と駐車場。「今は子供達の遊びスペー

スとして和室を活用していますが、ゆくゆくは私たち

の寝室にと考えています。」とご夫婦。また２人のお

子様が大人になったら自動車も増えるのを見込んで 

 三洋住宅三洋住宅三洋住宅三洋住宅のののの    こんにちはこんにちはこんにちはこんにちは！！！！おおおお宅訪問宅訪問宅訪問宅訪問    

← 

4 台置ける

広々とした 

駐車スペース 

4 台置ける駐車スペースを確保しました。 

「家族団欒で毎日楽しく生活していますよ。最終的

には何かあった時に何でもすぐに対応してくれるア

フターサービスがしっかりした地元の三 

洋住宅さんに頼んでよかったと思ってい 

ます。」とご夫婦。こだわりいっぱいの 

お家を満喫されている様子をお伺いでき、 

とても嬉しく思います。 

 

→ 

陽当たりも 

抜群の庭 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村    



つまみつまみつまみつまみ    

取っ手取っ手取っ手取っ手    

 

  

 

 

  

 

 

 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    明太子ソース明太子ソース明太子ソース明太子ソース        

 

明太子      ・ ・ ・ 50ｇ 

バター      ・ ・ ・ 50ｇ 

生クリーム     ・ ・ ・ 大さじ 3 

砂糖        ・ ・ ・ 小さじ 1/4 

塩・コショー   ・ ・ ・ 適量 

 

 ●作り方    

  明太子の皮を残し身をとり、全ての材料を混ぜ

合わせる。（たらこに変えてもＯＫ） 

 ◆茹でたパスタにからめたり、茹でたじゃが芋に

明太子ソースとチーズをかけてオーブンで焼い

たらグラタンにも。 

 

 2 月 5 日（日）きびドームにて、第 13 回お客様感謝の芋煮会を開催しました。今年は朝からあいにくの 

雨でしたが、たくさんのお客様にご来場頂き、芋煮やゲームなどイベントを楽しんでいただきました。 
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おおおお料理味付料理味付料理味付料理味付けけけけ早見表早見表早見表早見表    

社長社長社長社長コラムコラムコラムコラム    「「「「雨雨雨雨のののの芋煮会芋煮会芋煮会芋煮会」」」」    

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    

上野山上野山上野山上野山喜之喜之喜之喜之    

 2月5日に13回目となる芋煮会を

開催しました。今年は原点に戻って

「お客様感謝の芋煮会」と言う事で、

今までご愛顧いただいたお客様をご

招待して事前にお申し込み頂くとい 

う形で開きました。場所も、きびドーム前の広場に

会場を移したのでいろいろと不慣れな事が多く、お

客様にご迷惑をお掛けしたと思いますが、とどめは

土砂降りの雨です。 

 今まででこんなのは初めてです（雪はありました

が）。社員と協力業者の皆さんで準備しましたが、

雨が降っても小雨程度という希望的観測は見事に

外れて、朝から地面には大きな水溜りが広が 

ります。こんな日に

お客様が来てくれる

のだろうかと不安な

気持ちで開場時刻を 

緊急時緊急時緊急時緊急時おおおお風呂風呂風呂風呂のドアをのドアをのドアをのドアを外外外外したいしたいしたいしたい！！！！    

● 折折折折れれれれ戸戸戸戸のののの場合場合場合場合●●●●    

お風呂で倒れる方が統計では年間に約１万人以上いるそうですが、今回は入浴中の方が洗い

場で倒れて外からドアを開けられなくなった！という時にドアを外す方法を紹介します。 

※緊急時以外は外さないで下さい。 

 

おおおお客様感謝客様感謝客様感謝客様感謝のののの芋煮会芋煮会芋煮会芋煮会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。    
    

むかえました。 

 ところがいざ始まるとひっきりなしにお客様がいら

っしゃって大変な賑わいとなりました。真冬の雨の屋

外イベントという最悪のコンディションで十分なおも

てなしが出来なかったにも関わらず、たくさんのお客

様が帰りがけに「楽しかったよ」と声を掛けてくださ

いました。私たちスタッフの方が恐縮と感激です。文

字通り「お客様への感謝を噛みしめる芋煮会」として

私たちの心に残る一日となりました。 

有田店有田店有田店有田店    

工務工務工務工務    

松上松上松上松上 

● 開開開開きききき戸戸戸戸のののの場合場合場合場合●●●●    

※形や仕様はメーカーによって異なります。 

じゃんけんじゃんけんじゃんけんじゃんけん大会大会大会大会    

ゲームコーナーゲームコーナーゲームコーナーゲームコーナー    

パートナーさんが作るビッグわたあめ♪ 

お客様と社長のじゃんけん大会！ 

 今年も芋煮は
大盛況でした。 

飲食飲食飲食飲食ブースブースブースブース    

ヨーヨーつり 

    たらこマヨネーズたらこマヨネーズたらこマヨネーズたらこマヨネーズ        

 

たらこ       ・    ・・・・    ・・・・     60ｇ     

マヨネーズ      ・ ・    ・・・・     大さじ 4 

オリーブオイル    ・ ・ ・  大さじ 2 

万能ねぎ       ・ ・ ・  大さじ 1 

コショー       ・ ・ ・  適量 

 

 ●作り方 

  たらこの皮を残し身をとり、全ての材料を混ぜ

合わせる。 

 ◆食パンやピザソース、ディップソースなどに。 

  

 

※洗面所側から作業します。 

①ドアのロックを解除する。①ドアのロックを解除する。①ドアのロックを解除する。①ドアのロックを解除する。    

※洗面所側から作業します。 

①ドアのロックを解除する。①ドアのロックを解除する。①ドアのロックを解除する。①ドアのロックを解除する。    

②つまみを下げ、上のレールからドアを外す。②つまみを下げ、上のレールからドアを外す。②つまみを下げ、上のレールからドアを外す。②つまみを下げ、上のレールからドアを外す。    

・取っ手を持って片方ずつ外す。 

（ドアが浴室側に倒れないように） 

・外したドアは、 

 浴室側に傾ける。 

③③③③ドアを折りたたむドアを折りたたむドアを折りたたむドアを折りたたむ。。。。    

    

    

④下のレールから外す。④下のレールから外す。④下のレールから外す。④下のレールから外す。    

③ドア上のアームストッパーを③ドア上のアームストッパーを③ドア上のアームストッパーを③ドア上のアームストッパーを    

    指で持ち上げて外す。指で持ち上げて外す。指で持ち上げて外す。指で持ち上げて外す。    

④ドアを少し浴室側に傾け④ドアを少し浴室側に傾け④ドアを少し浴室側に傾け④ドアを少し浴室側に傾け    

    ながら持ち上げ、下の軸ながら持ち上げ、下の軸ながら持ち上げ、下の軸ながら持ち上げ、下の軸    

    部から外す。部から外す。部から外す。部から外す。    

下の軸部下の軸部下の軸部下の軸部    

アームストッパーアームストッパーアームストッパーアームストッパー    

②つまみを下げ、上の軸部を外す。②つまみを下げ、上の軸部を外す。②つまみを下げ、上の軸部を外す。②つまみを下げ、上の軸部を外す。    

    ・ハンドルを持って外す。 

 （ドアが浴室側に 

  倒れないように） 

つまみつまみつまみつまみ    

つまみつまみつまみつまみ    

上の軸上の軸上の軸上の軸部部部部

つまみつまみつまみつまみ    

下の軸下の軸下の軸下の軸部部部部    

開く開く開く開く    

ハンドルハンドルハンドルハンドル    

スーパーボールすくい 

○×○×○×○×クイズクイズクイズクイズ    


