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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。    

今は使われること

が少なくなったは

ずの死語。なのに私

はちょこちょこ使

っているものがチ

ラホラ…(笑)年齢が

バレないように最

近の言葉も勉強し

なくては！（山﨑） 

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    

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    
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    

2222 月月月月 12121212 日（日日（日日（日日（日））））    

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。 

おすすめおすすめおすすめおすすめ温泉温泉温泉温泉スポットスポットスポットスポット    
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城崎温泉城崎温泉城崎温泉城崎温泉 上方温泉上方温泉上方温泉上方温泉    一休一休一休一休    

紀州路紀州路紀州路紀州路みなべみなべみなべみなべ    みなべみなべみなべみなべ温泉温泉温泉温泉    

白浜温泉白浜温泉白浜温泉白浜温泉    とれとれのとれとれのとれとれのとれとれの湯湯湯湯 
 

露天風呂からは大海原が望めて見晴らしが良い

温泉です。 

住所：和歌山県日高郡みなべ町埴田 1540 

 

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    

炭酸泉や酸素風呂など色々な温泉があります。 

岩盤浴やエステもありデトックスや疲労回復に

いいです。 

住所：和歌山県西牟婁郡白浜町堅田 2508 

 

温泉につかりながら海の景色を見るのは最高！ 

住所：和歌山県西牟婁郡白浜町大字日置 1013-25 

リリリリヴァヴァヴァヴァ――――ジュ・スパジュ・スパジュ・スパジュ・スパひきがわひきがわひきがわひきがわ    渚渚渚渚のののの湯湯湯湯    
 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト    

鈴木鈴木鈴木鈴木    

いわずと知れた関西の有名な温泉ですが大好き

です。七つの外湯めぐりやカニ、但馬牛などの

グルメもあり楽しめます。 

住所：兵庫県豊岡市城崎町湯島 357-1 

 

源泉かけ流しのお湯はぬるっとしていて美人の

湯とも言われてます。 

塩サウナもありいいですよ！ 

住所：大阪府大阪市此花区酉島 5 丁目 9-31 

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    

神通温泉神通温泉神通温泉神通温泉 

大浴場が男女各 1 つだけのシンプルな温泉です

が、お風呂上りはお肌がツルツルになります。

女性におすすめです。 

住所：和歌山県紀の川市神通 150-1 

 

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：：：：00000000～③～③～③～③15151515：：：：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））））    

    

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    

KidsKidsKidsKids リトミックリトミックリトミックリトミック    ～音楽を全身で楽しもう～～音楽を全身で楽しもう～～音楽を全身で楽しもう～～音楽を全身で楽しもう～    

2222 月月月月 27272727 日（月日（月日（月日（月））））    

時時時時    間間間間    ：：：：    11110000：：：：33330000～～～～11111111：：：：33330000    

定定定定    員員員員    ：：：：    親子親子親子親子 8888 組（予約制）組（予約制）組（予約制）組（予約制）    

お子様の対象年齢：お子様の対象年齢：お子様の対象年齢：お子様の対象年齢：1111 歳歳歳歳半半半半～～～～3333 歳歳歳歳    

参加費参加費参加費参加費    ：：：：    無料無料無料無料    

持ち持ち持ち持ち物物物物    ：：：：    お子様の水分補給用の水お子様の水分補給用の水お子様の水分補給用の水お子様の水分補給用の水    

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：小西陽子先生登録ママ講師：小西陽子先生登録ママ講師：小西陽子先生登録ママ講師：小西陽子先生    

締切り締切り締切り締切り    ：：：：    2222 月月月月 20202020 日日日日（月（月（月（月））））    

 親子ふれあいリトミック。リズムに合わせて動いたり合奏し

たり。楽しみながら聴く耳・協調性を育むきっかけに、リトミ

ック体験してみませんか？ 

 

 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？ 

8 

和歌山店（和歌山市元寺町）和歌山店（和歌山市元寺町）和歌山店（和歌山市元寺町）和歌山店（和歌山市元寺町）        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    

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

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）    

                        大人大人大人大人だけだけだけだけでも親子（小学生以上）でも可でも親子（小学生以上）でも可でも親子（小学生以上）でも可でも親子（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。 

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

営業サポート営業サポート営業サポート営業サポート    

吉野吉野吉野吉野    

有田有田有田有田店店店店    

営業サポート営業サポート営業サポート営業サポート    

中山中山中山中山    

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    



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                           

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 2 

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    

 7 

 

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、印南町の 

上山良一様のワンちゃんです。 

 

今が旬の白菜料

理です。生姜入

りなので体もぽ

かぽか。寒い日

にどうぞ。 

娘娘娘娘のののの趣味趣味趣味趣味    

白菜白菜白菜白菜とカニのとカニのとカニのとカニの水晶煮水晶煮水晶煮水晶煮    
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：：：：    ムサシくんムサシくんムサシくんムサシくん    

                    紀州犬紀州犬紀州犬紀州犬のののの男男男男のののの子子子子    

年年年年        齢齢齢齢：：：：５５５５歳歳歳歳 

    ●材料（●材料（●材料（●材料（3333 人分）人分）人分）人分）    

 白菜        3～5 枚 

 カニカマ or カニ缶 適量 

 千切り生姜     適量 

   （チューブでも OK）      

 水         100～150cc   

 中華スープ     小さじ 1 

 水溶き片栗粉    大さじ 1 

塩         少々 

 

Ⓐ   

 

 この前、手芸が大好きなウチの娘が「ビス

コーニュ」というクロスステッチ刺繍のピン

クッションを作っていました。「ビスコーニ

ュ」とはフランス語で「いびつな」という意

味なんですって。他には羊毛フェルトやビー

ズを使って動物を作ったり、フェルトでケー

キを作ってみたりと、暇があれば楽しそうに

手芸をしています。運動が苦手なのでクラブ

は家庭部の娘(*^_^*)！春からは短大の保育

科に進学するので今までの成果を発揮でき

るように頑張ってほしいと思います。 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト    

鈴木鈴木鈴木鈴木    

 

● 飼い主飼い主飼い主飼い主様様様様よりよりよりより● 

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    

ルーツは狩猟犬で

精悍な顔立ちのム

サシ君、私の顔も

覚えていてくれて

いて尻尾を振って

くれます。 

 

●●●●作り方作り方作り方作り方    

① 白菜は 4～5ｃｍに切り、カニカマは 

  ほぐしておく。 

② 鍋（ホーローなど厚手な物）に○A を 

  入れ蓋をして弱火で１０分程度煮る。 

③ 白菜がクタッとなったら中華スープ

と塩を入れ、味を調える。最後に水溶

き片栗粉でとろみをつけ出来上がり。 

   

 

家に出入りする郵便屋さん、銀行員さんのバイクの音をしっかり覚えています。

ご飯の 1 時間前には犬小屋を出て座って待っている様子や猿の集団が来てもワン

とも言わないおとなしいムサシがとてもかわいいんです。 

紙に刺繍の原画を

色鉛筆を使って書

きます。 

それをクロスステッチ布に刺繍

していきます。刺繍した布を縫い

合わせます。 

綿を詰めたら完成です。 

暇があれば楽しそうに手芸をしてる

娘・・・。今度は私も教えてもらって

作ってみようと思います。 

スリッパスリッパスリッパスリッパ好好好好きのきのきのきの癒癒癒癒しししし系系系系    

彦根城彦根城彦根城彦根城とととと““““ひこにゃんひこにゃんひこにゃんひこにゃん””””    

我が家には息子が飼うフェレットがい

ます。寒いこの時期はゲージの中に布製

のハンモックで寝ていますが、たまにゲ

ージから出すと冷蔵庫や洗濯機の下に潜

り込み、埃だらけになりながら走り廻っ 

少し前ですが、彦根城に行ってきまし

た。彦根城と言えば、ゆるキャラ「ひこ

にゃん」。晴れの日は天守前にも登場する

そうですが、私が行った日は雨天だった

ので彦根城博物館の前に登場！ゆるキャ 

ラなだけにすごくゆる～い動きでした。(笑)  

ひこにゃんを見終わり、次は天守閣の中を見学し

ました。急な角度の階段を必死でのぼり、天守閣最

上階へ。遠くの方に琵琶湖も見えました。 

今年は NHK ドラマ「おんな城主 直虎」の放送を

記念して、3 月下旬から“彦根城築城 410 年祭”

が開催されるそうですよ。 

 

ています。特にスリッ

パが大好きで冷蔵庫

の下に引きずり込も

うとします。 

人間は朝昼晩の食

事ですが、小動物は食

いだめが出来ません 

有田有田有田有田店店店店    

リフォーム担当リフォーム担当リフォーム担当リフォーム担当    

上野上野上野上野    

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

営業サポート営業サポート営業サポート営業サポート    

吉野吉野吉野吉野    

ので頻繁にフェレットフードを食べます。食べる際

は必ず水を飲みながら食べます。少し臭いが気にな

りますが、遊んでほしい時や怒られた時、すごく表

情が変わり可愛いです。鳴きませんし散歩の心配が

ありません。大変癒しになってくれています。 

 何かあるかな～？ 

彦根城とひこにゃん！ 

天守閣からの眺め 

かなり急な階段でした 

 スリッパ 

発見！ 

中でも決算業務は、一般的に１年に一度ですが、

当社は三洋住宅と三洋メンテリフォームのそれぞれ 

ひそかなひそかなひそかなひそかな楽楽楽楽しみしみしみしみ    
 私は会社のお金を管理する「経理」が

主な仕事です。お客様から頂く工事代金

の確認や業者様にお支払いする代金の処

理を行っています。それ以外に決算業務

や給与処理もあります。 

にあるので、年２回経験する事になります。経理で

一番大きな仕事ですので回りからは大変と言われま

すが、数字が好きな私にとってはワクワク楽しみな

がら行っています（笑） 

 日常業務ではお客様とお会いする機会が少ないで

す。だから自社のイベントはお客様にお会いできる

限られた機会ですので毎回楽しみにしています。 

総務総務総務総務    

白井白井白井白井 
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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！！！！    
私達の会社にご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、『株式会社ヨシダ』の職人

さんの上山孝さんです。 

 ＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬＬＩＸＩＬリフォームショップリフォームショップリフォームショップリフォームショップ三洋三洋三洋三洋    のののの    

        全面改築全面改築全面改築全面改築工事工事工事工事    
 今回のリフォームのきっかけは、お母様の為に段差を解消したり、水廻りを快適にしてあげたいと 

お子様たちからご相談をお受けしました。 

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

リフォームリフォームリフォームリフォーム担当担当担当担当    

河本河本河本河本    

BBBBeforeeforeeforeefore        ＡＡＡＡfterfterfterfter            

（（（（和歌山市和歌山市和歌山市和歌山市    ＯＯＯＯ様邸様邸様邸様邸））））    

キッチンのレイアウトは今までどおりですが、オール

電化を採用し、前面の壁もお掃除し易いようにキッチ

ンパネルで仕上げました。清潔感いっぱいの明るいキ

ッチンになりました。 

 

 

和室は建物全体との調和

を考え、和モダンのテイ

ストにしました。縁なし

タタミや和紙調のクロス

でまとめた中に床の間の

壁をアクセントに持って

きました。 

 

和室和室和室和室    

キッチンキッチンキッチンキッチン    

 この度、取材でお伺いしたのが 12 月だっ

たのですが、お客様のお声にもあるとおり、

エアコンを 22℃に設定し 3 部屋を 1 台で運

転していました。お部屋全体が心地よかった

です。建築中は仲のよいご家族様がとても  

●●●●担当者：河本より担当者：河本より担当者：河本より担当者：河本より●●●●    

    

玄関廻りも明るい色調にリ

ニューアルしたので、朝の

日差しがとても心地よく、

明るくなりました。 

 

お母様が普段使うスペースは

あえて建具で仕切らず、ワン

ルーム的につかえるお部屋に

しました。 

 

 

洗面化粧台のレイアウトを計画し

たところ丁度よいスペースができ

たので可動棚をつくり普段のタオ

ル等をまとめられる様にしました。 

 

リビングリビングリビングリビング    

洗面所洗面所洗面所洗面所    
玄関玄関玄関玄関    

BBBBeforeeforeeforeefore        

ＡＡＡＡfterfterfterfter            

パートナーさんとパートナーさんとパートナーさんとパートナーさんと新年会新年会新年会新年会をしましたをしましたをしましたをしました    
 三洋住宅グループ新年の恒例行事、パートナー（協力業者）さん達と三洋社員の新年会を開催しました。 

昨年功績のあった玉置建築 

玉置さんへ感謝状を贈らせ

て頂きました。 

和気あいあいとした

新年会でした(^o^) 

 乾杯乾杯乾杯乾杯！！！！    

協力的にお手伝いくださり、

私自身もとても楽しく計画

を進めさせてもらいました。 

本当にありがとうございま

した。 

 断熱にも配慮して頂いたので、以前と比べ

とても暖かくエアコン 1 台で快適に過ごせて

います。また、全体がとても明るく仕上がっ

たので、とても広く感じています。工事が終

わってからご近所の方たちや知り合いの人た

ちが大勢見に来てくれて、 

お客様のお声お客様のお声お客様のお声お客様のお声    

みんな感心してくれてい

て、とても満足です。今後

も手摺の取付けなどいろ

いろありますがよろしく

お願いします。 

 

チーズはピザチーズでも 
何でもいいです 

①水にくぐらせたお餅の

上にチーズを乗せ（お

好みの量）電子レンジ

でやわらかくなるまで

かける。 

 

おおおお餅餅餅餅のアレンジのアレンジのアレンジのアレンジ！！！！    

②やわらかくなった

お餅に海苔を巻い

て醤油をかけて出

来上がり。オーブン

トースターでこん

が り 仕 上 げ て も

OK。 

正月に残ったお餅の簡単でおいしい食べ方をご紹介します。用意する物：餅、チーズ、海苔用意する物：餅、チーズ、海苔用意する物：餅、チーズ、海苔用意する物：餅、チーズ、海苔    

有田有田有田有田店店店店    

営業サポート営業サポート営業サポート営業サポート    

中山中山中山中山    

株式会社株式会社株式会社株式会社ヨシダヨシダヨシダヨシダ    
（（（（外壁工事業外壁工事業外壁工事業外壁工事業））））    

上山上山上山上山孝孝孝孝
こう

さんさんさんさん    
（（（（職業職業職業職業：：：：外壁工外壁工外壁工外壁工））））    

 人見知りしないので気軽に 

どんどん話かけて下さい。 

青いヘルメットが目印です！ 

趣趣趣趣    味味味味    
    

サーフィンとウインドサーフィンをしていま

す。休日は、白浜方面の海によく行きます。 

1 年中楽しんでいます(^o^) 

 

仕事内容は外壁下地・防水シート・外壁施工です。外壁は

建物の大事な部分なので、どの工程も丁寧に作業する事を

心掛けています。また現場でお客様とお会いする事もある

ので、何か聞かれた時は分かりやすいようになるべく専門

用語は使わずにお話するようにしています。 

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    



 

  

 

 

  

 

 

 

 

                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ユーリンチのたれユーリンチのたれユーリンチのたれユーリンチのたれ        

 

長ネギ      ・ ・ ・ 100ｇ 

酢        ・ ・ ・ 大さじ 1 

しょうゆ      ・ ・ ・ 大さじ 1 

砂糖        ・ ・ ・ 小さじ 1/4 

ごま油       ・ ・ ・ 小さじ 1 

生姜        ・ ・ ・ 小さじ 1 

にんにく        ・ ・ ・ 小さじ 1/4 

 

 ●作り方    

長ネギ・生姜・にんにくは全てみじん切りにし、 

全て混ぜ合わせる 

 ◆から揚げに絡めたり、茹でたタコやイカなど和え

たり刺身のたれとしても。 

 

 先日、ふとした言葉（アベック）と言って「えっ！そんな言葉しらない～」と笑われてしまいま

した。それって死語になってしまっているようです。みなさんもそんなこと言われたことはありま

せんか？気になったので調べてみました。 

3 6 

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    「「「「第三次第三次第三次第三次ラジオラジオラジオラジオ体操体操体操体操マイブームマイブームマイブームマイブーム」」」」    

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    

 今回はラジオ体操の話です。小学校の

時習ったラジオ体操はよく考えられて

いて身体に良いというのは聞かれたこ

ともあると思います。 

 私も子供の頃は何気なくやっていた 

ラジオ体操ですが 20 年ほど前、元体操のお姉さん

の講演で正しいラジオ体操のやり方を聞いてから真

剣に取り組むようになりました。第 1 と第 2 をきっ

ちりやると軽く汗ばむくらいの運動です。（第一次マ

イブーム） 

 第二次マイブームは 10 年ほど前、出勤途中 6 時

半になると景色の良い所に車を停めてカーラジオで

ラジオ体操をやっていました。屋外でのラジオ体操 

は気持ちがいいのですが時間が

限られるのがネックでした。都合

よく 6 時半に車を停められない

のでいつの間にかやめてしまい

ました。 

 そして今回の第三次マイブー 

 

定期的定期的定期的定期的にキッチンにキッチンにキッチンにキッチン内部内部内部内部のののの水受水受水受水受けをけをけをけを点検点検点検点検しようしようしようしよう    

● 水受水受水受水受けのけのけのけの種種種種類類類類●●●●    

 現在ご使用のキッチン水栓がホース付のシャワー水栓の場合、経年によるホースの劣化で 

気付かないうちに水漏れしていることがあります。 

 

 よくあるのはホースの付け根に経年劣化による

亀裂が入りそこから水が漏れてしまっているとい

うケースで、大体の場合はホースをつたってキッ

チンの収納内部に漏れてしまっているので気付か

ないことがあります。 

 異常時でなくても普段のご使用で若干水がホー

スをつたう構造になっているので、収納内部には

水受けのトレイなどがあります。水がいっぱいに

なっていたり、上記の水漏れを起こしていると、

あふれてしまって収納内部に水漏れを起こし、気

付くのは水が床からにじみ出てきた時ということ

があります。また、お鍋等で水受けがずれていた

りする場合もあるので、定期的に下部収納を確認

しましょう。 

 

懐懐懐懐かしかしかしかし言葉言葉言葉言葉（（（（死語死語死語死語））））をををを探探探探してみましたしてみましたしてみましたしてみました。。。。    
    

ムです。スマートフォンの You Tube（ユーチューブ）

でいつでも再生できることがわかったので、朝起きて

ラジオ体操をするようになりました。機械が進んで便

利になったものです。 

 ラジオ体操は動きが大きいわりには場所を取らない

ので部屋の中でも手軽に出来ます。仕事で疲れた時な

ど気分転換にちょうどいいのでお勧めします。 

 

和歌山店和歌山店和歌山店和歌山店    

リフォームリフォームリフォームリフォーム担当担当担当担当    

河本河本河本河本    

いろんなタイプがいろんなタイプがいろんなタイプがいろんなタイプが

ありますありますありますあります。。。。    

有田有田有田有田店店店店    

営業サポート営業サポート営業サポート営業サポート    

中岡中岡中岡中岡    

    和風塩だれ和風塩だれ和風塩だれ和風塩だれ        

 

酒         ・    ・・・・    ・・・・     大さじ 1     

しょうゆ       ・ ・    ・・・・     小さじ 1 

塩          ・ ・ ・  小さじ 1/2 

粉山椒        ・ ・ ・  小さじ 1/2 

 

 ●作り方 

  すべて混ぜる。 

 ◆鶏もも肉を一口大に切ってタレに漬け込み、片栗粉

をまぶし油でカラッと揚げる。 

  チャーハンの味付けにもいいですよ。 

  

 

どうですか？使っていた言葉ありましたか？（たくさんあるので一部しか載せていません）会社でも「そうい

えば昔は使っていたよね～」と女子社員と懐かしいとワイワイ盛り上がってしまいました(*^_^*)。 

みなさんはどうですか？時代時代で話す言葉も変化していくんですね。 

 

●●●●イモイモイモイモ    →→→→    ダサダサダサダサい物に対して使用い物に対して使用い物に対して使用い物に対して使用    

●●●●とっくりとっくりとっくりとっくり    →→→→    タールネックを指すタールネックを指すタールネックを指すタールネックを指す時に時に時に時に    

                                        使用使用使用使用    

●●●●ネッカチーフネッカチーフネッカチーフネッカチーフ    →→→→    スカーフスカーフスカーフスカーフ    

●●●●襟巻襟巻襟巻襟巻    →→→→    マフラーマフラーマフラーマフラー    

●●●●メンゴメンゴメンゴメンゴメンゴメンゴメンゴメンゴ    →→→→    ごめんごめんごめんごめん    

●●●●チョベリグチョベリグチョベリグチョベリグ    →→→→    最高最高最高最高    

●●●●チョベリバチョベリバチョベリバチョベリバ    →→→→    最悪最悪最悪最悪    

●●●●なるへそなるへそなるへそなるへそ    →→→→    なるほどなるほどなるほどなるほど    

●●●●モチのロンモチのロンモチのロンモチのロン    →→→→    もちろんもちろんもちろんもちろん    

●●●●マブだちマブだちマブだちマブだち    →→→→    親友親友親友親友    

●●●●バッチグーバッチグーバッチグーバッチグー    →→→→    ばっちり＋ばっちり＋ばっちり＋ばっちり＋GOODGOODGOODGOOD    

●●●●バイビーバイビーバイビーバイビー    →→→→    バイバイバイバイバイバイバイバイ    

    

●●●●おっとびっくりたまておっとびっくりたまておっとびっくりたまておっとびっくりたまて箱箱箱箱    
●●●●トゥギャザーしようぜトゥギャザーしようぜトゥギャザーしようぜトゥギャザーしようぜ    
●●●●そんなバナナそんなバナナそんなバナナそんなバナナ    
●●●●がっちょがっちょがっちょがっちょ～～～～んんんん    

●●●●ゲッツゲッツゲッツゲッツ！！！！    
●●●●あっとあっとあっとあっと驚驚驚驚くタメくタメくタメくタメ五郎五郎五郎五郎    

●●●●冗談冗談冗談冗談はよしこちゃんはよしこちゃんはよしこちゃんはよしこちゃん    
●●●●余裕余裕余裕余裕のよっちゃんのよっちゃんのよっちゃんのよっちゃん    
●●●●なんじゃらほいなんじゃらほいなんじゃらほいなんじゃらほい    
●●●●ぴちぴちギャルぴちぴちギャルぴちぴちギャルぴちぴちギャル    

●●●●エッチスケッチワンタッチエッチスケッチワンタッチエッチスケッチワンタッチエッチスケッチワンタッチ    

●●●●チョッキチョッキチョッキチョッキ    →→→→    ベストの事ベストの事ベストの事ベストの事    

●●●●ズックズックズックズック    →→→→    運動靴運動靴運動靴運動靴    

●●●●アベックアベックアベックアベック    →→→→    カップルカップルカップルカップル    

●●●●クリソツクリソツクリソツクリソツ    →→→→    そっくりそっくりそっくりそっくり    

●●●●ナウいナウいナウいナウい    →→→→    今風の今風の今風の今風の    

●●●●ドロンしますドロンしますドロンしますドロンします    →→→→    その場から去るその場から去るその場から去るその場から去る    

●●●●きもいきもいきもいきもい    →→→→    気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い気持ち悪い    

●●●●ＫＹＫＹＫＹＫＹ    →→→→    その場の空気を読めない人その場の空気を読めない人その場の空気を読めない人その場の空気を読めない人    

●●●●おそようおそようおそようおそよう    →→→→    遅刻してきた人への遅刻してきた人への遅刻してきた人への遅刻してきた人への    

                                        挨拶挨拶挨拶挨拶    

●●●●わけわかめわけわかめわけわかめわけわかめ    →→→→    訳がわからない訳がわからない訳がわからない訳がわからない    

●●●●うそぴょうそぴょうそぴょうそぴょ～～～～んんんん→→→→    うそだよ～！うそだよ～！うそだよ～！うそだよ～！    

～～～～    他他他他にもこんなにもこんなにもこんなにもこんな言葉言葉言葉言葉もありましたもありましたもありましたもありました！！！！    ～～～～ 


