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。
※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。
見事ご正解いただきました方の中から抽選で３名様に
《ルール説明》
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はかない恋・固い絆・愛情」

（ジェフグルメカード １，０００円分）プレゼント！
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 7 月３１日到着分までとさせていただきます）

8

＜アサガオの花言葉＞
「

＜ポピーの花言葉＞
「いたわり・思いやり」

3
4

9

さらに
さらに！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
頂いたお客様の全員を対象
全員を対象
として、H２９年２月に
２９年２月に抽選で３
抽選で３名様
で３名様に名鉄トヨタホテル
名鉄トヨタホテルの豪華ペアランチ券
トヨタホテルの豪華ペアランチ券
をプレゼントさせて頂きます。今回のクイズに当選された方もハズレた方も

対象です。たくさんのご参加をお待ちしております。

QR コードからもメールできます。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≫

２０１６ ＶＯＬ．９９

Ｙ様邸 有効活用 Room の改装

ビフォー

【 設計者のコメント 】

アフター

使用頻度が少なくなったり、荷物置き場として
使用されている和室は案外多いケースです。
今回のお施主様も海外赴任してみえた娘さん
ご家族様の荷物が置かれてあり、この度帰国し
て住まいを新築され、荷物が無くなったため、
遊びの間として有効活用できるようリフォー
ムをされました。

※今回もちょっと難しい中級レベルです。初級レベルに戻してほしい等のご要望があれば連絡下さい♪

平成 27 年度補正予算 住宅省エネリノベーション推進事業費補助金 つづきます
・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
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 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

②

①

①

広縁と区切りなく１ルームとして 8～8.5 帖の
活動スペースが完成しました。

息子さんのトレーニングジム・お孫さんの遊び場として活用

（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。
ぜひ今年の冬に向け
2 次申請期間 ： 6/10（金）～
6/10（金）～ 8/31（水）
8/31（水）17
（水）17：
17：00 必着
て検討されて
（＊予算完了の場合途中で打ち切りあり）
＊諸条件がありますので詳しくはお問い合わせください。

みてください。
①アフター

②アフター

〒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

0120-380120
38-0148
定休日：月曜日

au

ビフォー

ﾛｰｶとﾊﾞﾘｱﾌﾘｰにするため、床の下地を取り替えます
断熱材をしっかりと入れ、断熱対策をします。

壁・天井の下地貼り

エッセイ

EnoEno-essay

～「お年寄りの役目は若者を応援すること。」
お年寄りの役目は若者を応援すること。」～

僕は腹が立つくらい歳をとっていく〜〜〜。
１年前、いや、3 年前、いや、5 年前、いや、10 年前、いやいや、20 年前、30年前、40 年前、50 年前、いやはや、60年前（笑）
ほんまに、目もあてられませんなぁ〜、思い出すのが、大変、大変、至難の業ですね。（笑）
つい先日、約 10 年通っていたスポーツジムを退会しました。自分の身体が以前に比べて、(昨年までは、泳いだり、マラソンした
り、テニスに負けたり、四国お遍路を楽しんだりと、あれだけ動き回っていたのに〜)まるっきり、ゆうことがきかない。
実に、歯痒いし、腹立たしいです。（笑）
歳をとる、歳を重ねるというのは、いままでの、いろんな人との、関わり合いのフィールドを一つ、一つ、閉ざしていくことなのかなぁ？
と、思います。 ご縁のあった人たちとも、知らぬ間に、会えなくなっていく、何かが、少しずつ減っていく。
食べる量も、本を読む量も、音楽を聴く量も、旅の量も、移動の量も、大切にする量も、思う量も、愛する量も、、、、残念ながら、
減っていくものですね。
増えるのは、病院に行く量と、薬の量と、トイレにいく量と、立ち止まる量と、物忘れの量と、手を合わす量と、、、、
もちろん、断然、元気なお年寄りもたくさんお目かけしますが〜。
さてと、このままで、いいのかな？
先日、NHK の大河ドラマ「真田丸」観ました。真田の領地を北条が返せと、仲立に徳川も入り、秀吉の御前で、沼田の領主を決め
る、俗にいう、[沼田会談]のシーンで、主人公の真田信繁が北条の家臣と弁舌と胆力の限り口合戦していたが、厳しい状況に追い
やられ、そこに、徳川の家臣の本多氏が、助け舟を出して、会談は優位に終わった。その後、信繁が本田氏に、何故？助けてくれた
のですか？と、問うと、彼は、『目の前で、懸命に頑張っている若者を見ていると、つい、助けたくなるのが、年寄りと、いうものなのか
な？』と、僕は、このやりとりが、心に響きました。
そういえば、僕は若い時、懸命に、ただひたすら仕事に打ち込んでた時期がありました。(自分ではそう思っているんですが（笑）)
その時、先輩諸氏のご高齢の皆さんが、僕を応援してくれました。あの人も、あの奥様も、僕を助けて、育ててくれました。実に尊く、
有り難いことです。
10 年前にジムに通い始めた時に、学生のアルバイトでインストラクターをやっていた W 君と、なんとなく気が合い、なかなか面白
い若者で、顔はモアイ像のような感じで、最初のとっつきは悪いが、一旦、笑うと、何とも言えない、愛嬌がある。（笑）暫くして、将来
の進路をきいてみると、和歌山の小さな街で父親が接骨院をやっているので、いずれは後を継ぎますと。なるほど、でも、僕は間髪
入れずに、『やめとけ！』と、君は、そんな器じゃない！もっとスケールの大きな人物に成る！実に、勿体無い！と、言ってしまった。
それから、彼は大学を卒業して、名古屋のスポーツ器具の小さな会社に入り、メキメキ頭角を現し、東京に拠点を移し、市場を開拓
し、スポーツ関連のインストラクター養成に力を注ぎ、三年前に、突然、東京からわざわざ僕に会いに豊田に。見るからに、仕事が出
来る立派な風貌で、僕にこう、挨拶した。 『あの時、親父の跡を継ぐな！と言われたのは、エノハタさんだけでした、正直、あの時、
僕の身体にカミナリが落ちました。本当に、ありがとうございました。今日はその時のお礼が言いたくて、東京からまいりました。それ
と、ご報告があります。若輩ですが、今の会社をあと 2 ヶ月勤め上げたら、自分で起業します！それをお知らせしたくて！』僕は目頭
が熱くなりました。そんなこと、メールでも、電話でも、いいのにと、 彼は言う、『ちゃんとお会いして、お伝えしたかったと』東京から
わざわざ新幹線で。
「坊！何歳や？ほ〜うまだ若いなぁ！ええかぁ！よう聞いとけよ！若いうちは、何でも、好きなこと、したらええ！自分のやりたいこと
を、したらええ！ええかぁ！人生は一回切りやぁ！楽しまなあかん！ええかぁ！人生は、速いぞう〜！あっ〜と言う間やぞ！なぁ！
坊！頑張れよ！」
こんな感じで、小さい時にお年寄りに頭撫ぜてくれたような？こつかれたような（笑）
あ￥
年寄りの役目は、若者を応援することか。！
さてと、、ジムに再入会して、若者を見つけて、『やめとけ！』と応援するかな？
Enohata.Toshio （笑）

『１９８０年代』
１９８０年代』

最近 「Ｙ！mobile 1980 円」 という TV コマーシャルに感心
コマーシャルに感心を
感心を持ちます。
持ちます。
確かに日本経済が活気付いていた時代
確かに日本経済が活気付いていた時代“1980
日本経済が活気付いていた時代“1980 年代”
年代” この頃の私は
この頃の私は、中学
私は、中学～大学
、中学～大学へ
～大学への学生ド真ん中でした。
まさに開き門の企業への就職時代を迎えて
まさに開き門の企業への就職時代を迎えてい
い
ました。
門の企業への就職時代を迎えて
この時代は
この時代は、
時代は、ワクワクすることが沢山
ワクワクすることが沢山！
沢山！
・タケノコ族で街は活気いっぱい
タケノコ族で街は活気いっぱいに
族で街は活気いっぱいに。

（ウラで
（ウラでは校内暴力！・・・
校内暴力！・・・学校の
暴力！・・・学校の先生もこの頃は優しく
学校の先生もこの頃は優しく厳しく
先生もこの頃は優しく厳しく、
厳しく、熱かった！）

・松田聖子を筆頭にアイドル時代へ。 (女子は聖子ちゃんにあこがれ
女子は聖子ちゃんにあこがれ、
は聖子ちゃんにあこがれ、聖子ちゃんマネをよく
聖子ちゃんマネをよくして
よくしていま
していまし
いました！)
・スペースシャトルコロンビア打ち上げ成功。
スペースシャトルコロンビア打ち上げ成功。 (世界観が広がった！)
世界観が広がった！)
・東京ディズニーランド開園
東京ディズニーランド開園 （ミッキーとミニーに
ミッキーとミニーに会えるうれしさが満載！！）
・５００円硬貨発行
５００円硬貨発行

・CD プレーヤー発売

・コアラ日本初上陸

・ＮＴＴが
ＮＴＴがシャルダーホンを
シャルダーホンを発売

・TOTO がウォシュレット発売
ウォシュレット発売 (おしりを洗える時代の到来！
おしりを洗える時代の到来！)
を洗える時代の到来！)
・おしんブーム （人生つらくても頑張る心を学んだ）
（人生つらくても頑張る心を学んだ）

・任天堂がファミコン発売
・任天堂がファミコン発売 (子供たちの遊びに革命が起こった
子供たちの遊びに革命が起こった！
遊びに革命が起こった！)

・ロングヘアー ・ワンレングスヘアスタイル
・ワンレングスヘアスタイルの
スヘアスタイルの流行 ・マハラジャ ・おニャン子クラブ ・シャネル人気 ・東京ドーム完成
・カラオケボックス ・エリマキトカゲ ・ウーパールーパー （かわいい癒し
（かわいい癒しの動物ブーム
癒しの動物ブーム！）
の動物ブーム！）
・ハーゲンダッツ ・パックンチョ ・コアラの
・コアラのマーチ ・カラムーチョ ・ポカリスエット (今でも不動の人気！
今でも不動の人気！)
・男女雇用機会均等法
・女性にパンツスタイル流行
・男女雇用機会均等法の
雇用機会均等法の施行 (女性が活躍できる社会が
女性が活躍できる社会がスタート！！)
スタート！！)
・昭和から平成へ・・・
昭和から平成へ・・・

あの時代の
あの時代の活気
時代の活気とワクワク感
活気とワクワク感を
とワクワク感をもう一度！！

Kato Sayuri

（

我が家の事情
我が家の事情？
事情？： 家族の数
家族の数×季節の
×季節のくつ数
くつ数）＋（家族の
）＋（家族の数
家族の数×目的別のくつ
目的別のくつ数
別のくつ数）＝（

Ｂefore

）足

Ａfter

モノが増えて土間にあふれてしまう！

大きなシューズボックスを設置で、

土間のままで使用だから、

こんな状態になりがちです。

スッキリした玄関になりました。

収納効率がいいです

使い方は多彩にｱﾚﾝｼﾞできます

ﾍﾞﾋﾞｰｶｰ収納

ｺﾞﾙﾌﾊﾞｯｸやｽﾉｰ
ﾎﾞｰﾄﾞなどの収納

収納内部のニオイ
を 24 時間自動運
転で脱臭します
(電気代43 円/月)

（幅1600×高2310×奥400㎜）
商品定価：382,320 円(税込)

①

（約 65 足収納）

180,000 円(税込)
50%OFF

。

限定 2 台

（＊取り付け工事費は別途）

玄関は、家の顔とも言われる場所です。

②

ここがスッキリしていると、毎日気持ちよく出かけられ、気持ち
よく帰宅できると思います。
玄関に出ている物は履物を 1～2 足程度だけにして、常に整理整頓
され、キレイで明るい玄関にすることで、財運や健康運など良い運

ｺｰﾄ収納

ｶﾞｰﾃﾞﾆﾝｸﾞ用品収納

気が玄関から舞い込んでくるようです。

