＜アジサイの花言葉＞
「移り気・家族団らん」

＜ツツジの花言葉＞
「節度・つつしみ」
4
3

《ルール説明》 タテ列（9 ﾏｽ）、ヨコ行（9 ﾏｽ）、太枠で囲んだ 3×3 の
各ブロックに 1～9 までの数字が入ります。どの列、行、ブロックに同じ
数字がダブらないように入れることが出来れば完成です。
8
※A～D マスに入る数字を記入し、FAX・ハガキ・メールにてご応募下さい。
マスに入る数字を
３名様に（商品
Ｂ 4 見事ご正解いただきました方の中から抽選で３
名様 （商品券１，０００円分）
（商品券１，０００円分）
プレゼント！（※応募期限は、平成２８年
（※応募期限は、平成２８年５
平成２８年５月３１日到着分までとさせていただきます）

Ａ
8
7

1

1

6

8

3

5

5

3
4
8

2
7

Ｃ

２０１６ ＶＯＬ．９８

6

Ｄ
1

さらに
さらに！前回よ
前回より年間 6 回ある THSTHS-クイズに参加応募頂いたお客様
クイズに参加応募頂いたお客様の
頂いたお客様の
H２９年２月に
２９年２月に抽選で３
抽選で３名様
で３名様に名鉄
名様 名鉄トヨタホテル
名鉄トヨタホテルの豪華
トヨタホテルの豪華
全員を対象として、H
を対象
9 全員を対象
ペアランチ券をプレゼント
プレゼントさせて頂きます。今回のクイズに当選され
ペアランチ券
プレゼント
2
た方もハズレた方も対象です。皆様のご参加をお待ちしております。

7

9

6

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

≪今月号の完成ショット≫

押入れを仏間
押入れを仏間に
を仏間にリフォーム

【設計者の
設計者のコメント】
コメント】
ご家庭ごとに全くスタイルが
ご家庭ごとに全くスタイルが違う
全くスタイルが違う
お仏間。残されたご家族の方たち
仏間。残されたご家族の方たち
が一番心地いいと思われるスタイ
ルでいいと思います。

ここにご仏壇が
納まります。

※今回はちょっと難しい中級レベルです。たくさんのご応募お待ち致しております♪

今は、いろんな
今は、いろんなサイズ・
、いろんなサイズ・デザイン
サイズ・デザイン
のご仏壇があります。
のご仏壇があります。
あったか

この場所に来
この場所に来て手を合わせると
なんとなく「
」と
なんとなく「ホッ。
ホッ。
」と肩の力
肩の力が抜
けて大切な方と心で会話が弾む。
大切な方と心で会話が弾む。
そんな空間
そんな空間でいいと思います
空間でいいと思います。
でいいと思います。

断熱住まい

平成 27 年度補正予算

K 様邸アフター
様邸アフター

住宅省エネリノベーション推進事業費補助金
・ご自身が所有し常時居住する住宅が対象

(専用住宅)
・窓の断熱と合わせて行う床・外壁・天井の断熱工事をする場合

【お施主の希望
【お施主の希望】
希望】
K 様邸ビフォー
様邸ビフォー
小さなご仏壇
小さなご 仏壇を用意
仏壇 を用意
する予定なので
下部分は収納にして
下部分は 収納にして
上 部分に
部分 に ご 仏壇を置
き、飾り違いタナ
き、 飾り違いタナを
飾り違いタナ を
取り付けて少し
取り付けて少し
お洒落な空間にした
お洒落な空間に した
い。

国から補助対象工事
国から補助対象工事代金の
補助対象工事代金の 1/3（上限
1/3（上限 150 万円まで）の補助が受けられます。
万円まで）の補助が受けられます。

また、この断熱工事と同時に行う高効率給湯器の工事をする場合
（電気のエコキュートや

ガス給湯機器のエコジョーズ

石油給湯器のエコフェィール等）

国から補助対象工事代金の
国から補助対象工事代金の 1/3（上限
1/3（上限 15 万円まで）の補助が受けられます
万円まで）の補助が受けられます。
の補助が受けられます。
Ⅰ様邸アフター

１次申請期間

：

3/31（木）～

6/9（木）17：00 必着

２次申請期間

：

6 月中旬

8 月下旬（予定）＊予算完了の場合途中で打ち切りあり

Ⅰ様邸
Ⅰ様邸ビフォー

～

【お施主の希望
【お施主の希望】
希望】
今あるご仏壇を横
屋に移動
屋に移動のこと
移動のことと
のことと
なり、既存の
なり、既存の押入
既存の押入
れを一部改修し
て、ご仏壇を納め、
残りは収納で
残りは収納で利用
収納で利用
したい。

＊諸条件がありますので詳しくはお問い合わせください。

〒471-0071

愛知県豊田市東梅坪町８丁目３番地６

TEL：0565-35-0148/FAX：0565-35-2553
ＨＰ

豊田ホームサービス

検索
au

01200120-3838-0148
定休日：月曜日

エッセイ

EnoEno-essay

『kibun.
kibun.de..
de..sachio
..sachio ラーメン』
ラーメン』

～「ここは～ാ三河の別天地～
ここは～ 三河の別天地～ാ竜泉寺の～
三河の別天地～ 竜泉寺の～ാ湯～
竜泉寺の～ 湯～ാ」
湯～ 」～

駐車場から入り口に、そして、エレベーターへ、『ここは～ാ三河の別天地～ാ』このフレーズがいまでも、しっかりと、
頭にこびりついています。(笑)
豊田の浄水に「竜泉寺の湯」ができた時は岩盤浴が有るということで、ちょいちょい通いました。(笑)
実は、最近、心臓の血管の狭窄で通院するようになり、大の温泉好きの私、はたと困りました。
大概の温泉は心臓病は控えてくださいと、効能書きに記されています。
果たして、心臓にいい、温泉は有るのか、調べました。どうやら、炭酸泉がいいらしく、血流がかなり良くなり、血管を若
返りさせてくれるとか、なるほど。
あれ？ひょっとしたら？
『ここはാ～三河の別天地～ാ竜泉寺の湯～ാ』 そういえば、
浴室の壁に大きく、炭酸泉の効能書きが、くどいほど至るところに、書かれていました。(笑)
なんでも、良質の天然温泉に高濃度の炭酸ガスを溶け込ませた、竜泉寺の湯は、ガン、心臓病、糖尿病等によいと評
判の大分県の「長湯温泉」と同じ湯に再現し・・・と。
いろいろと、いっぱい、書いてある 書いてあること。
※心臓病※高血圧※血糖値が心配※胃腸病※貧血※腰痛、肩こり※ひざ痛、関節痛、リウマチ※筋肉痛※神経痛
※冷え性※美肌効果※血行不良※ED※婦人病予防※化粧のりが悪い※抜け毛が気になる※手足のむくみ、ストレ
ス※ボケを予防したい※便秘※汗をかきにくい※風邪を引きやすい
そして、「血流障害」は、恐ろしい病気です。
ある調査では、脳と心臓の血流障害で 2 分に一人の日本人が亡くなっていると推定されるほど恐ろしい病気ですと。
また、高血圧、高脂血症、糖尿病予防にも血流増がかかせません、天然温泉の炭酸泉は血流を驚くほど増やし、血流
障害を抑え、血栓をできにくくしてくれる『魔法のお風呂』なんですと。
そうなんなぁ～、私、納得です。(笑)
私、血栓の恐さを、モニターに映った自分の血管の悲鳴の動き、生涯忘れません。
せっせと、竜泉寺の湯に通うことになりますね。(笑)
竜泉寺の湯、けっこう楽しいですよ。
いろんな人が、いろんな顔して、いろんな行動をみせてくれます。(笑)
湯船に体を沈めながら、「あっあっあっ～、ふぅ～、」とか、「おっおっおっ～、ふぅ～、」とか、「うっうっうっうっ～、」とか、
「ちっちっちっちっちっちっちっ～、」(笑)
炭酸ガスが涌き出る所で、お尻全体で抱えるように中腰のおじさん！(✋やめてください！(笑))
2 ヶ所しかない人気の電気風呂の尖閣諸島のような小競り合いの争奪戦！(笑)
湯船のど真ん中で、スクワット 100 回の筋肉じいさん！(笑)
いやぁ～、いろんな方がいらっしゃいますね！
他にもまだまだ凄い人が、いますが、この紙面では残念ながら紹介出来ません。(笑)
人生、日常生活でいろいろと疲れますね、勉強も、仕事も、遊びも、
そういうときに、湯に浸る、いいですね！
ふっ～、と、息を吐く。
その瞬間、人は仏の顔になる。両手で顔を上下にこすり、今日、一日を軽く納得する。
湯船の中の体を自然に優しく撫でている。
血管の中を命の血液が流れ動いている。
この頃の僕は自分の体に感謝する。
本当に、毎日、毎日、頑張ってくれている。長い間、本当にありがとうございます。
何一つ、文句も言わずに・・・黙々と・・・僕を母親のお腹の中からいままで、僕の体には仏様がいる。
動脈硬化でボロボロの血管、
竜泉寺の炭酸泉様(笑)
何とぞ、もう少し、よろしくお願いいたします。(笑)
皆さん、くれぐれも、お身体を大切にしてくださいね。
竜泉寺の湯で、もし会えたら、僕のヘンテコな湯船行動を、けっして、他言しないで下さいね！ナイショですよ！(笑)
P.S
朝風呂は 600～900 までは 400 円で 100 円安いですよ！(笑)それと、この記事ですが、
竜泉寺からは宣伝費 1 円ももらってませんから(笑)(笑)(笑)
えのはた としお

これはあくまでも個人的な思考ですが(笑)、豊田には、なかなか美味しいラーメン屋がありません。
ある日、関西の知人に「岡崎にうまいラーメン屋があるでぇ～、知ってるかぁ？」と、
早速、検索、早速、行きました(笑)
あまり綺麗でないコンクリートの建物で、あまり綺麗でない外階段から 2 階へ、あまり綺麗でない厨房を左手
に眺めながら、あまり綺麗でない平座りのあまり綺麗でないテーブルに。(笑)
その日は、休日限定メニューで、
「牛テールスープのラーメン」の塩と醤油だけ、(笑) 900 円+追い飯 100 円の塩を注文する。
You Tube で評判どおり、僕の舌と、脳天と、はらわたを唸らせました！
残したスープで、追い飯がたまりません！
あんびりーばぶる(笑)
旨いです。ぜひ、一度行ってみて下さい。
休日限定メニュー

「kibun.
ibun.de..
de..sachio
..sachio」
sachio」
住所︓岡崎市松本町２丁目６－2F
TEL︓050-5852-4463

enohata.toshio

美味しいものはやめられません！

ダブル Lowトリプル(3
Low-E のトリプル
トリプル(3 枚)ガラスが実現した
ガラスが実現した、
実現した

世界トップクラスの断熱性能！
世界トップクラスの断熱性能！
ＡＰＷ４３０
ＡＰＷ４３０

追い飯 100 円投入！

樹脂 + LowLow-E 複層ガラスで実現した
複層ガラスで実現した、
で実現した

国内最高レベルの断熱性能！
国内最高レベルの断熱性能！
ＡＰＷ３３０

住まいの中で熱
住まいの中で熱の出入りが最も多い窓
の出入りが最も多い窓！
窓の断熱性能
性能を高めて
窓の断熱
性能を高めて、
を高めて、消費エネルギーを
消費エネルギーを削減しましょう
削減しましょう！
しましょう！

結露しにくい窓
結露しにくい窓

防犯に優れた窓
防犯に優れた窓

冬の寒さを
冬の寒さを
やわらげる窓

夏の暑さを
夏の暑さを
やわらげる窓

ラウンド形状なので、ホコリが
ラウンド形状なので、ホコリが
たまりにくく、お掃除も簡単

窓を開けたり閉めたりするだけで、
窓を開けたり閉めたりするだけで、
同時に施錠や開錠できます。

戸先錠
戸先錠

お掃除がかんたんな窓
お掃除がかんたんな窓
窓の中央にクレセント
窓の中央にクレセント（
中央にクレセント（カギ）
が無いので防犯性
防犯性が
が無いので
防犯性が向上

補助錠
補助錠

未施錠の状態の場合
未施錠の状態の場合
赤いライン
赤いラインが
ラインが見えます

。

