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今年今年今年今年ははははどんなどんなどんなどんな作品作品作品作品にににに出会出会出会出会えるかなえるかなえるかなえるかな？！？！？！？！    

 
社長社長社長社長コラムコラムコラムコラム    

社長の伝えたい想いや出来事をお届けするコーナー。 

 

2017 
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編集後記編集後記編集後記編集後記    

スタッフに毎回ひとつの質問に答えてもらうコーナーです。 

 

スタッフにスタッフにスタッフにスタッフに聞聞聞聞いてみましたいてみましたいてみましたいてみました。。。。            
    

今月今月今月今月のののの質問質問質問質問『『『『夏夏夏夏におすすめのにおすすめのにおすすめのにおすすめの食食食食べべべべ物物物物』』』』    

    

 夏が近づいて来ました！今年はかなり

の猛暑になるみたいですね(>_<)「夏にお

すすめの食べ物」でバラエティ豊かな意

見が出たので気になった物はぜひ食べて

みて夏を乗り越えて下さいね！ちなみに

私は名前にインパクトがありすぎる「鼻 

「「「「努努鶏努努鶏努努鶏努努鶏（（（（ゆめゆめどりゆめゆめどりゆめゆめどりゆめゆめどり））））」」」」    
ハマった時は週 5 ぐ

らいで食べてました。

最後につゆも飲み干

します。 

 

「「「「冷冷冷冷えたざるそばえたざるそばえたざるそばえたざるそば」」」」    

スタミナ豊富で夏バテ

でだんだん食欲も落ち

てくるこの季節に食べ

るのがお勧めです。 

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    

私が好きです。スーパ

ーでゴーヤが並び出す

と買ってしまいます。

我が家は豚肉ではなく

てスパムで作ります。 

「「「「スイカバースイカバースイカバースイカバー」」」」    
夏と言ったらスイカバー！ 

「「「「鼻血鼻血鼻血鼻血ブーブーブーブー」」」」    
有田川町水尻にある「鳥

よし」のメニューで気に

なって注文。冷奴の上に 

「「「「たむろのかきたむろのかきたむろのかきたむろのかき氷氷氷氷」」」」    
湯浅町にある「たむろ」の

かき氷。安くてさらさらし

て美味しい。夏に必ず行く。 

転ヤスリ）等々の道具が転がっていました。昼間、

親は畑へ出ていましたし子守役の祖父も戦争体験

者ですから少々危険な事も見て見ぬふりをしてく

れました。結果として家の中の道具は使い放題で

した。 

私も工作や機械いじりが大好きで修理と称して

壊れた扇風機や目覚し時計を分解しては本物のス

クラップにしてしまったり、小学校で借りて来た

本を参考に木や紙で、飛行機や船の模型を作りま

した。夏休みの宿題に木っ端を彫って当時の新鋭

旅客機ボーイング 727 を作った時は仕上げの段

階で胴体の両側に並ぶ小さい窓が綺麗に表現でき

なくてえらい苦労したのを覚えています。 

そのように工作少年だった私には怪我はつきも

のでした。利き腕である右手はさほどでも無いの

ですが材料を抑える方の左手は今もたくさん傷跡

が残っています。切り出し小刀の刃の前に指を持 

総務総務総務総務    

山﨑山﨑山﨑山﨑 

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    

神﨑神﨑神﨑神﨑    

設計設計設計設計    

今井今井今井今井    

設計設計設計設計    

古山古山古山古山    

凍らせて冷たいまま

食べる唐揚げです。シ

ャキシャキの歯触り

が美味しい一品です。 

「「「「いちごミルクいちごミルクいちごミルクいちごミルク」」」」    
日高町の喫茶店「いちり

ん」のかき氷。日本一と

うたい文句があるほど、

ふわふわの氷で口の中に 

「「「「ゴーヤチャンプルーゴーヤチャンプルーゴーヤチャンプルーゴーヤチャンプルー」」」」    

「「「「うなぎうなぎうなぎうなぎ」」」」    

「「「「スンドゥブスンドゥブスンドゥブスンドゥブ（（（（辛口辛口辛口辛口））））」」」」    
韓国の家庭料理です。暑

い時は辛いものを食べて

汗を流して涼しくなる！ 

入れた瞬間溶けて甘みが広がります。 

新築担当新築担当新築担当新築担当    

木村木村木村木村 

長芋のすりおろしと生卵と刻みネギ、

その上からそばつゆをかけて混ぜな

がら食べる料理でした。美味しかった

ので家でもよく作ってます。 

住まいメイト住まいメイト住まいメイト住まいメイト

硲本硲本硲本硲本    

血ブー」が気になります★ 

 会社前の道を通った方はお気づきかもしれませ

んが、社屋の塗装工事が終わりました(^O^)／色を

塗るだけで古い印象だったものが綺麗になり、色

を変えるだけでまた違った雰囲気になり、塗装っ

てすごい力を持っているなぁと思います。 

 

っていったりと親が見たら卒倒しそうな持ち方で

材料を持っていました。おかげでどうしたら怪我

をするかという方法は会得できたと思います。何

度怪我しても工作を続けたのはやっぱり面白かっ

たからですね。なんの変哲もない木の端くれが自

分の想像したように仕上がってゆくプロセスを楽

しんでいました。 

私達の工作教室は子供達に少しでもその楽しさ

を味わって貰いたいと思って続けています。怪我

の経験までとはいきませんので危ない作業は大工

さんに手伝って貰いますが、お父さんやお母さん

と一緒にモノづくりに汗を流した体験、出来上が

った時の達成感を味わって貰いたいと思って、今

年も準備に取り掛かっています。今年も子供さん

達がどんな作品を作ってくれるのか楽しみです。 

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    

毎年恒例の「夏休み工作

教室」の時期が近づいて来

ました。今年で 13 回目に

なります。今月は私が工作

教室を始めた思いを書かせ

て頂きます。 

私が小学生の頃、父はま

だ専業農家でした。納屋や

縁の下にはノコギリ、金づ

ち、グラインダー（手動回 
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会社で起こった色々な出来事や話題をご紹介するなんでもアリ！なコーナーです。 

三洋三洋三洋三洋トピックストピックストピックストピックス    住住住住まいメイトまいメイトまいメイトまいメイト cafecafecafecafe    

住まいメイトの近況やお客様のこと、お料理レシピなど様々な情報を女性目線で発信するコーナー。 

 

    

 

 

 

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    

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滋賀滋賀滋賀滋賀エリアエリアエリアエリア会会会会のののの方方方方々々々々がががが来社来社来社来社されましたされましたされましたされました♪♪♪♪    

６月 4 日に開催された中野ＢＣ梅酒Ｂ

ＡＲ2017 に行ってきました。 

家では作れないようないろんな種類の

梅酒をたくさん試飲してきました。柚子

梅酒やみかん梅酒、いちご梅酒を飲み比

べましたがジュースのようにまろやかで

美味しく何杯でもいける感じでした。 

 

 5 月 28 日ショールームのリニューアルオープンに伴い、相談会を開催しました！！ 

新築・不動産・リフォームの相談や、トイレ・洗面化粧台の展示も行いました。 

天候にも恵まれたくさんの方にご来場いただきました！ 

ショールームオープンイベントをショールームオープンイベントをショールームオープンイベントをショールームオープンイベントを開催開催開催開催！！！！    

梅酒梅酒梅酒梅酒ＢＡＲＢＡＲＢＡＲＢＡＲ２０１７２０１７２０１７２０１７    
「霧の中の愛人」とネーミン

グされた、梅酒で作られた業

界初の焼酎は香り高く濃厚で

とっても美味しかったです。 

また肉フェスとして和歌山や海南のお店が

出展していて、梅酒とお肉のコラボを堪能し

てきました。柔らかくてお肉の脂感が梅酒と

混ざってついつい食べ過ぎるほどでした。 

←霧の中の愛人 

 

 

今回、住まいメイトになられて 1

年の方と事務の方 2 名の女性が来

られました。住まいメイトをして

いて困った事や訪問時に心がけて

いる事などを熱心に質問して下さ

ってとても積極的でした。 

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    

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    

完成完成完成完成したしたしたしたショールームショールームショールームショールームのののの中中中中をごをごをごをご紹介紹介紹介紹介！！！！    
５月に新しくオープンした、本社ショールームの中をご紹介します(^o^) 

 

外観も塗り替え、看板も新しくなりました。 

窓から光を取り入れた明るい空間になっていま

す。また、杉床の暖かさや柔らかさを感じていた

だけます。 

一階一階一階一階    中二階中二階中二階中二階    

外観外観外観外観    

一階の半分は土間スペースです。靴のまま気軽に

入って頂けるようになりました。 

土間土間土間土間    

中二階部分は落ち着いてお話が出来る空間にな

っています。床は重圧で衝撃吸収性に優れたクル

ミ科のヒッコリーという木材を使用しています。 

最後はみんなで記念撮影☆ 

 女性陣は『デッキカフ

ェ』へお茶タイムに出発

‼ケーキセットを食べ

ながら意見交換をしま

した。 

お子様にはお楽しみの 
お菓子釣りゲーム♪ 

大特価のトイレ
と洗面化粧台も
販売！ 

 6 月 16 日、滋賀県の LIXIL リフォームショ

ップ加盟店の 18 名の方が、私たち住まいメイ

トの仕事内容や会社の見学をするために来社

されました。自己紹介、仕事内容などの発表や

質疑応答に答えたりとすごく緊張しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3 

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    
今回ご紹介させて頂くのは今年 4 月にお引渡しした有田川町に

お住まいの E 様のお宅。ご夫婦からお話をお伺いしました。 

【【【【家家家家づくりのきっかけづくりのきっかけづくりのきっかけづくりのきっかけ】】】】    

 新築新築新築新築さんのさんのさんのさんの    

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    

木村木村木村木村 

奥 様：うちの親が病院に行きがちなので、一緒に住んだら楽に

なるかなっていうのがきっかけかな。あっちこっちしな

いといけなかったので。 

ご主人：いつまでもアパートに住むっていうのもどうかなって思

ってたしね。 

ご主人：他社も見て悩んでいたかな。 

奥 様：まぁでも三洋さん入れて 2 件しかまわっていなかったんやけど。 

    他は不動産屋さんも 2 件まわったりしたかな。土地を決めるのにほ

んまに時間かかって。 

木 村：その頃、確か見学会にも来てくれましたよね。 

奥 様：紹介してくれた川口さんに「ちょっと見ておいなよって」言われて。 

木 村：三洋住宅に決めた理由ってなんですか？ 

奥 様：土地探しから一生懸命して頂いたので、それもあって三洋さんにお願

いしたいなあと思って。 

【【【【計画中計画中計画中計画中にににに悩悩悩悩んでいたんでいたんでいたんでいた事事事事    ＆＆＆＆    三洋住宅三洋住宅三洋住宅三洋住宅にににに決決決決めためためためた理由理由理由理由】】】】    

【【【【住住住住んでからのんでからのんでからのんでからの感想感想感想感想    ＆＆＆＆    建物建物建物建物でこだわったところでこだわったところでこだわったところでこだわったところ】】】】    

奥 様：収納はいっぱいつけてもらったので、今までみたいに外へバ

ラバラ出てくることがなくなったんで良かったです。 

山 﨑：物がすごく少なく見えますね。 

奥 様：あと子供部屋のコンセントとか、もっと色々計画しておいて

も良かったかな。机とかどこに何を置くかをはっきり決めて

なかったんで、ちょっと延長コードを使用したりしてます。 

木 村：実際置く時に場所が変わったりすることもありますし、難し

いですよね。 

木 村：間取り的に結構良かったってところはありますか？ 

奥 様：和室がすごいお気に入りでね、おじいちゃんおばあちゃん用

に、和室を作ってもらって良かった。落ち着くし。 

木 村：お家の中でこだわったところはどこですか？ 

奥 様：両親との同居があるんでトイレを広くとったりとか、和室も

大きくとってもらったり、お風呂も間口広げてもらって、洗

い場もちょっと広めにして頂いたり工夫してもらったんで、

そこがこだわったところかな。あと洗濯物が多いんで、物干

し場も作ってもらったところ。 

【【【【三洋三洋三洋三洋住宅住宅住宅住宅ははははどんなどんなどんなどんな人人人人におススメできますかにおススメできますかにおススメできますかにおススメできますか？？？？】】】】    

ご主人：自分の友達とかで家を考えている人には勧めていたりするよ。 

奥 様：あんまり融通きかん会社もあるって聞いたりしたんやけど、

三洋さんは自由設計で色々話聞いてくれて、私達みたいな

色々言うし優柔不断で、変更も言って大変やったと思うんや

けど、聞いてくれたりしたんで、そんな自由設計を考えてい

る人に合うんかなって思います。 

 
E 様ご夫婦、たくさ

んお話して頂き有

難うございました。 

明るい色合いでまとめた外観 

1 階に設けた物干しテラス。雨の日

でも干せすことができ、また目の前

が道路でも視線が気になりません。 

広々して明るい和

室。杉の床部分は

御祖父様のベッド

を置くスペースと

して作りました。 
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教教教教えてえてえてえて！！！！営業営業営業営業ささささ～～～～んんんん！！！！！！！！    

    住住住住まいのあんしんメンテナンスまいのあんしんメンテナンスまいのあんしんメンテナンスまいのあんしんメンテナンス    
住まいに役立つメンテナンス情報をご提供するコーナーです。 

 

 

テレビでやってたんやけどテレビでやってたんやけどテレビでやってたんやけどテレビでやってたんやけど空家対策特別措置法空家対策特別措置法空家対策特別措置法空家対策特別措置法ってってってって何何何何？？？？    
どんなどんなどんなどんな法律法律法律法律なんかなぁなんかなぁなんかなぁなんかなぁ？？？？    

近頃ニュースでも報道されているように『空家』が問題になっています。 

そんな中、2015 年 5 月 26 日に空家対策特別措置法が施工されました。 

また、次の 4 つの基準を満たすと『特定空家』と認定されます。 

『特定空家』と認められた物件の所有者は国から修繕や撤去の指導や勧告・命令がされること

になります。 

①基礎や屋根、外壁などに問題があり、倒壊の危険があるもの 

②ごみの放置などで衛生上有害なもの 

③適切な管理が行われておらず、著しく景観を損なうもの 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切なもの 

 

もし、空家をお持ちでお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談ください。 

 （☎0120-198-340 まで） 

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『空家対策特別措置法空家対策特別措置法空家対策特別措置法空家対策特別措置法』』』』    
    

私私私私、、、、丸山丸山丸山丸山がおがおがおがお答答答答えさせてえさせてえさせてえさせて頂頂頂頂きますきますきますきます！！！！ 

不動産担当不動産担当不動産担当不動産担当    

丸山丸山丸山丸山 

新築や不動産について、お客様からよく聞かれる疑問や得する情報をご提供するコーナーです。 

●●●●レールとレールとレールとレールと建具建具建具建具がががが擦擦擦擦れていないれていないれていないれていない場合場合場合場合    

今月今月今月今月のテーマのテーマのテーマのテーマ『『『『引引引引きききき戸戸戸戸がががが重重重重いいいい』』』』    
    

①①①①レールのレールのレールのレールの清掃清掃清掃清掃    
レールの溝にゴミが溜まっていると、扉の滑りが

悪くなるので、掃除機などで掃除しましょう。 

②②②②戸車戸車戸車戸車のののの清掃清掃清掃清掃    
戸車のコマ部分にホコリや髪の毛がからまってい

る場合があります（特に洗面所の引き戸）。その場

合は、一度建具を外してコマの動きなどを確認し、

ゴミが絡まっていると、それを取り除くと改善す

る場合があります。 

（※建具は重いので、 

 取り外す時は注意 

 して下さい） 
 このような症状が出た場合は、無理に使い続けると

レールや戸車のコマがすり減って、スムーズに動かな

くなってしまいますので、早めに対処しましょう。 

●●●●レールとレールとレールとレールと建具建具建具建具がががが擦擦擦擦れているれているれているれている場合場合場合場合    
建具の下部がレールに擦れている場合はドライバー

で建具の調整ネジを「上上上上」と書かれている方向に回

し、調整して下さい。 

（メーカーにより形状は 

 異なる場合があります） 

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    

調整ネジ 

既製品の引き戸の開閉が重くなった！ドア枠に建具が擦れているといったご相談を受けることが

あります。お手入れや調整で改善できる場合が多いので、対処方法をご紹介します。 

まず、建具が擦れているかどうか確認し、下記のようにしてみてください。 


