発
高

＜ポインセチアの花言葉＞

＜南天の花言葉＞

「祝福・清純」

「幸せ・よき家庭」

左記の赤枠の中に１字の漢字を入れて４つの熟語を完成させてください。
左記の赤枠の中に１字の漢字を入れて４つの熟語を完成させてください
ハガキ・
FAX・
メールに
赤枠の中に入る漢字がわかった方は、答えをご記入の上、
答えをご記入の上、ハガキ
・FAX
・メール
にて
赤枠の中に入る漢字がわかった方は、
答えをご記入の上、ハガキ

色

２０１５ ＶＯＬ．９６

ご応募下さい
名様に
ご応募下さい。
下さい。見事ご正解
見事ご正解いただきました方
ご正解いただきました方の
いただきました方の中から、
中から、抽選で５
抽選で５名様に
「ジェフグルメカード５００
ジェフグルメカード５００円分
５００円分」
円分」をプレゼントさせていただきます。
プレゼントさせていただきます。

楽

QR コードからもメールできます。
コードからもメールできます。名前
からもメールできます。名前と
名前と答えを記入の上ご応募願います。

≪今月号の完成ショット≫

マンションＬＤＫ改装
マンションＬＤＫ改装工事
ＬＤＫ改装工事
アフター

ビフォー

③

③

1 月１６日（土） ・ 1 月１７日（日）

①

①

②

④

②

【お施主の
お施主の希望】
希望】
和室とＬＤＫを１ルームにして
広々とすっきり明るくしたい。
物の出し入れがしやすく、使い勝手
のよい収納が欲しい。
犬と生活しても掃除しやすくニオイ
を軽減できる住まいにしたい。
【お施主様の感想】
こんなに気持ちよくなるなら もっ
と早くリフォームすれば良かった！
毎日楽しく生活しています。
ルンバも買っちゃいました。

時間 ： ａｍ１０：００ ～ ｐｍ５：００

調湿・消臭効果が望める
エコカラット(LIXIL)を
取付けました

場所 ： 豊田ホームサービス(株)
今まで 3000 件近くのリフォームをさせていただきました。
『リフォーム百家』
当社はそんな実績から『
リフォーム百家』を作成し、
数多くの施工事例をまとめてみました。
キッチンのリフォームといっても 1 件 1 件にスタイルは違います。
今お客様が思い描いているイメージに近いリフォームがあるかもしれません。
ぜひご覧いただき、我が家のリフォームのご参考にしてみてください。
2 日間お待ちしています。

ＬＤＫと和室の２室
を１ルームにして
見通しの良い明るく
開放的な２０帖の
ＬＤＫとなりまし
た。
ＴＶ収納タナは
使い勝手に合わせた
オーダー品です。
①After

空くじナシのくじ引きを
ご用意しています。

恒例のぜんざいとスイーツ
をご用意致してお待ちして
います。

②After

場所を変え容量たっぷり
の収納を取り付けました。

12/30（水）～1/6(水)まで年末年始の休暇を頂きます。

※メール会員を募集します。えんむすびやお得情報をメールにて、いち早くお届けします。
ご希望の方は、名前をご記入の上、info@toyotahomeservice.com にメールして下さい。
①Before
Before

〒471-0071

愛知県豊田市東梅坪町８丁目３番地６

③After

TEL：0565-35-0148/FAX：0565-35-2553
ＨＰ

豊田ホームサービス

②Before
Before

閉鎖的で暗かった
キッチンを吊戸棚・
壁を撤去することで
スッキリ明るいキッ
チンになりました。

検索
au

01200120-3838-0148
定休日：月曜日
③Before
Before

④After
冷蔵庫横の幅 18 ㎝
程のスキマを利用
しました。
（しまう） スライド調味料ラック （出す）

エッセイ

EnoEno-essay

『うどん本陣山田屋』
うどん本陣山田屋』

～僕は悟りました。～

こんにちは！四国から無事に帰りました。江ノ畑です。僕の姿を見届けると、このような言葉が返ってきます。
「お疲れ様でしたね、長い間ご苦労さんなこって、ええお身分ですこと！」ちょっと棘がありますな、（笑）
「もっと、ゲッソリと痩せているかと？ちょっと太られました？」イヤミですね、「どうでした？四国のお遍路
は？」普通はこうですよね。（笑）お遍路のスタイルはいろいろとありますね、一人遍路、複数人遍路、団体様遍路
と…そして、ひたすら歩き通す歩き遍路、電車やバスを利用しての歩き遍路、マイカー遍路、タクシー遍路、団体様
バスツアー遍路、など、一番寺から八八番寺まで一気に廻る(通し打ち、ちなみに八八番寺から 1 番寺までを逆打
ち)、部分的に廻る(区切り打ち)と、その人その人のスタイルがあります。
僕は今回は約 1 ヶ月で行けるところまで、行こうと一人歩き遍路を目指しました。普通の人なら全部廻って 40 日か
ら 50 日はかかります。流石に遍路初心者、やたらと荷物が多過ぎた！それに、詳しい専門のガイドブックも持たず
に、「るるぶ四国 88 ヶ所お遍路旅にでかけよう」のミーハーな本一冊で、スマホが有れば何とかなると。実に甘い
ですな（笑）まずは、名古屋駅から出る夜行深夜バス、これがまた安い！シニアで徳島駅まで 4400 円！これがま
た、護送車みたいで、なんとも言えないスタートダッシュ！（笑）一番寺霊山寺で遍路グッズを整え、いざっ、出
立！七番寺十楽寺まで、昼頃に小雨が降ったが、順調に到着。初めての宿坊体験。
ちなみに、その後、僕の遍路が終わるまで、四国は一滴も雨は降らない、ここでも生来の晴れ男、実証！（笑）
さて、お遍路ですが、弘法大師(空海)開場して、1200 年、ほんとうに、昔の人は、汽車も、電車も車も無いのに、よ
くも、歩いていたもんです、歴史ものや、時代劇を観ていると、竜馬にしても、黄門さんにしても、四国から京や江
戸や長崎へと、平気に移動している。ＮＨＫの朝ドラのアサも平気に九州の炭鉱まで歩いている。
ナイキのエアーも無いのに草鞋で、コンビニもスマホも無いのに、、、、、。
今は、昔の遍路がほとんど８割くらいがアスファルトで、車がビュンビュン走ってます。山越えや峠越えやお寺への
急な登りくらいです。その古い遍路道は
かなりキツイですが、僕には最高の空間で
した。鬱蒼とした木立の中の細いケモノ
道を金剛杖を跳ねながら、天狗のように駆
け抜ける、疲れが麻痺している瞬間があ
る。森の中には自分独りだけ、移動してい
る自分を、何者かが、じっーとみつめて
いる。僕の五感は研ぎ澄まされている。
「南無大師遍照金剛！南無大師遍照金
剛！」この地上には、自分しかいない。自
分だけが生きている。いや！そうではな
い、誰かが自分の中に居る。「同行二
人」。神様や仏様にいくらお願いして
も、いつも黙っていらっしゃる。でも、黙
って、常に我々に次の事を段取りしてく
れている。
（悟っているところです）
ました。白装束で杖をついて、重いザッ
今回の旅で、人の優しさを思い切り感じ
クを背負ってるからなのか、地元の人達や歩き遍路の人達に優しさを一杯もらいました。そしてほんの刹那時なの
に、その人の心の奥底の大切なものまで、触れさせてくれました。
お遍路は、実に不思議な出会いでしたし、実に楽しかったし、実に勉強になったし、実に久しぶりに自分の心の大掃
除が出来ました。(帰って 3 日とたたないうちに既にホコリの山になってますが（笑）)
お寺に到着すると、山門でお辞儀をして、手水場で清め、鐘を突き、本堂で灯明、線香お上げ、納札を納め、お賽銭
を上げ、読経する。(これが、初めうちは恥ずかしく、ボソボソと蚊の鳴くような声で（笑）この時にバスで団体さ
んが来ようもんなら、大変大変、大合唱で、その場を逃げるしかない（笑）)、そして大子堂で同じことを繰り返
し、最後に納経所で納経帳に墨で見事な字と朱印をいただく。まぁ、スタンプラリーですな（笑）一回 300 円！
その日の宿泊は、途中から、いきあたりばったりで、時にはコースから離れて、ビジネスホテルになったりもしま
す。宿坊や民宿に転がり込んだら、まずは、足の豆を潰して、オロナイン、軽くテーピング、脚腰にバンテリン塗り
マクリ、お風呂や夕食まで、バタンキュー！（笑）洗濯は気が向いたら（笑）夕食後はバタンキュー（笑）
朝食前に、テーピングとバンテリン、朝食後、痔が噴火！これの連続です。毎日が、ハーフマラソン、時にはフルマ
ラソン、時には、登山、みたいなものかもです。楽しみは食べるしかこうなったら、ありません！遍路道でお接待さ
ん達が、いろいろとくださいます。ゆで卵やおはぎや、ミカン、りんご、お菓子、珈琲、お茶、オロナミン C など、
ほんとうに優しくしてくれます。中にはおばあさんから 1000 円いただきました。「旅の足しにしてくださいと！」涙
が出ます。ランチの鰹のタタキ定食、美味かった！それに、讃岐うどんの山田屋！最高です！
ビジネスホテルから抜け出して食べた広島焼き！これがまた、絶品！（笑）鯛素麺も美味かったし！太平洋観なが
ら、トイレに入って『ホテル白い灯台』で食べた昼のカツ丼のうまいこと旨いこと！
さて、もうすぐ、2015 年も終わりますね。
豊田ホームサービスのお客様のご家族へのお礼とご多幸はお寺でお祈りはしてきましたが、ほんと
うに、今までありがとうございます。これからも何卒よろしくお願い申し上げます。2016 年、良
いお年をお迎えください。
ああ忘れてました！『はい、悟ることができました。』
『僕のようなものが、悟れる訳がないということを悟りました。』（笑）
えのはた としお

85 番寺の八栗寺へ向って歩いていると、やたらと電柱にうどん山田屋の文字が、頭も腹もすっかり
洗脳され、お参りが終わったら、丁度、お昼頃にはこの店にと、決め込んで、大きな駐車場と奥の豪壮な
屋敷を左手に見送りながら歩を速めた（笑）
既に、駐車場は結構一杯で、入り口には、大きな提灯がゆらゆらと、門をくぐると、手入れの行き届いた
庭園と赤い毛氈の待ち台が、一人遍路の僕にも丁寧に案内してくれ、落ち着いたそれでいて豪壮な
古民家造り。敷地 800 坪に建てられた屋敷は国の重要文化財に指定とか、実にいい佇まいのうどん屋
である。 さっそく、名物の釜ぶっかけを頼んだ。
スダチをギュッと絞って、ずるずるっと飲み込む！
ナルホド！！！！！！！
是非に四国に行かれたら、この山田屋に。
一日に 4 千人が行列をつくる讃岐うどんの老舗へ。
〒761-0121
香川県高松市牟礼町 3186
TEL ０１２０-０４-６５２２
営業時間 10：00～20：00 年中無休

enohata.toshio

福士蒼汰さん
福士蒼汰さん CM 出演の
出演の商品です！
商品です！

２種類の開け方（ツーアクション）で
２種類の開け方（ツーアクション）で快適も
の開け方（ツーアクション）で快適も安心も充実
快適も安心も充実

≪高性能トリプルガラス樹脂窓
≪高性能トリプルガラス樹脂窓≫
トリプルガラス樹脂窓≫

（内・外共樹脂枠の窓
（内・外共樹脂枠の窓）
≪特徴≫
①世界トップクラスの断熱性能をトリプ
ル（３枚）ガラスとマルチチャンバー構造
のフレームで実現。
②引違い窓より５倍高い気密性能を発揮。
③断熱性能が上がる為、冷暖房費を削減で
きます。
④冬の結露を防ぎ、窓辺の

ひんやりが

なくなります。
⑤風を感じながら、眺めも楽しめます。
⑥スマートデザインで見た目もスッキリ。
⑦内開きでお掃除楽々。
⑧樹脂サッシでも安心１０年保証付き。
（保証内容はカタログにてご確認願います。）

（八十八ヶ所のスタンプラリー帳）

（結願証です）

（八十八善寺大窪寺）

