２０１６ ＶＯＬ．１０１
時の経過が招いたクローゼット工事！
新築当時は、手持ちのタンスを
“ここに設置する”との考えで
タンススペースを造り、イメージ通りに
納まって満足でしたと。
しかし、月日が経つと、生活スタイルも
考えも変わり、タンスもそれなりにくた
びれてきて、なんとなく違和感を持つよ
うになってきました。

Before

考えが変わったことは、「地震でタンス
が倒れてきたら、怖くて安心して寝てい
られない！」 ということでした。
そこでこの度、クローゼットを造り付け
ることとしました。
天井までいっぱいに収納できることと
整理整頓をしたため、満足に納まり、
部屋もスッキリとしたことで、工事して
良かったと喜んでいただけました。

After

Before

After
既存の和室のイメージを崩すこ
となくクローゼットの完成です。

壁を造り、板（長押し）を取り付けて、
既設周りと仕上がりをそろえます。

工事中

収納内部は化粧板で仕上げました。

仕切りの壁・柱を建ておこし。収納内部壁と
天井の化粧板貼りの為、下地工事をします。

工事中

エッセイ

Eno-essay

～「くすり と 18 才と 81 才」～

以前、スポーツジムで知り合った僕の尊敬している 81 才の一人暮らしをしている元気な男性の話をさせて頂きますね。
そのお宅 にお邪 魔 させてもらった時 に、食 卓 テーブルに向 かい合 って座 りましたが、僕 の右 側 半 分 以 上 は、薬 箱 や
薬 の容 器 や、健 康 補 助 食 品 、血 圧 計 、等 が堆 く建 ち並 び、まるでマンハッタンの摩 天 楼 のミニチュアを、観 ているようで
圧 倒 されました。(笑 )

医 者 から出 された薬 は、曜 日 別 に、症 状 別 にプラスチックの容 器 に見 事 に収 納 されてます 。

そして、市販の薬と、テレビショッピングでよく目にする健康補助食品、いろいろありますね！サメの軟骨ナンチャラとか？
痛そうに階段を降りるコンドロイチンとか？とぼけた顔したシジミ！効くんですか？とか？万田酵素の終わった女優とか？
エベレストに登れそうなグルコサミンとか？いやいや、ありますねぇ～(笑)定番商品も、しっかりと、太田胃散、正露丸、葛根湯、
百草丸、救心、いやいや、太田胃散もう少しで、世界遺産ですなぁ～(笑)
「凄いですねえ！」

(年取ると、金は増えんけど、薬は増える、)

「(笑)」

(正直、何が効いて、何が効かんのかは、わからんけどなぁ)

「(笑)」

(とりあえず、こうして、生きてるよってに、)と、

力道山のように、右腕を直角にして、力こぶ💪を僕に見せつける始末。(笑) テニスのラケットや、最近オープンしたイタリアンの
店や、「ある天文学者の恋文」という映画や、下手な看護師の採血の話なんかして、
(ところで、エノハタさんの確か、どっかで、聴いたか？書いてあったか？あんたのモットーは、「死ぬまで生きる！」
やったなぁ～？今のワシはなあ、「死ぬまで死にたない！」やぁ～(笑))

スゴイ！！！

そう言えば、ちょっと前までは、医者に行くと、お年寄りがスーパーの買い物袋のように薬をしこたま窓口で受け取っていたのを
目にしましたなぁ～、今は、膨大な医療費の問題で少しはセーブされているようですが、お年寄りが僕も含めてわんさと増えていま
す！そして、暫くしたら、僕らも、あちらの世界にわんさと行きますね、これはこれで、日本は大変ですよね！人工が急速に減って行
きます、国の力が弱ってきます。子供や、孫たちは大変な時代を生き抜いていかなければなりません。でも、父や母や、おじいさん
やおばあさんはもっと厳しい時代を生き抜いてきました。凄いと思います。尊敬します。
僕が死んだら、宇宙から、いや、地の底から、子供や、孫たちや、世話になった人たちや、世界中のあらゆる生き物に向かって、
大声で「ガンバレ！！！」と叫びますね！

上か下で完全に死んでたら、ごめんなさい！(笑)

そんな僕も、今は、病院から出された薬を、せっせと飲んでます。 ○狭心症を改善する薬 ○血栓を防ぐ薬 ○コレステロール
を減らす薬 ○血圧を下げる薬 ○胃を整える薬 実は、薬には、それぞれそれなりの副作用があります。その時の体調や気分に
もよりますが、しんどい時はしんどいです。 そんなときに、わが社の加藤が、僕の症状を藤岡で薬局をやっている「薬のひまわり」
の店長の尚子さんに相談したらしく、そしたら、試しに是非、これを飲んでみてくださいと、試供品をくれました。
基本、僕は臆病(笑)なので、暫くは、ためらってました。 念のために厚生病院の主治医に確認し、それから、意を決して、
「若甦(じゃっこう)」をのみ始めました。それが、のんだトタンに、線香花火の火の玉が、飛び込んだ感覚がしました。
「ムッムッ!?」と、内緒ですが、僕の体の中にいる仏様が、ビックリして、飛び上がってそこらじゅう駆け巡る感覚もありました。
少し、落ちついて、～これは効くかも～ と、それから、少々、お値段は張りますが、正式購入へ、(笑)
お陰様で、日増しに体調も良くなり、炎天下でも、汗を飛び散らせながら、ラケットを振り回していました。(笑)
ある日「薬のひまわり」の尚子さんから、イベントの招待状が届きました、当日 10000 円以上お買い上げの方は「評判のラーメン 6
食分セット」を差し上げますと、早速、藤岡まで、GO！(笑) お母様も、娘の尚子さんも薬剤師、お店で、お母様に僕の病状を説明
し、いろいろと、親身に聴いて頂き、適切なアドバイスも、厚生病院の主治医よりも頼りになります。(笑)
話をしっかりと、聴いてくれるだけで、スッキリする、人は基本、自分の話を誰かに聴いて欲しいんだと。
それだけで、病は半分治るような気がします。
結局、ラーメン欲しさに、キラリスという薬のようなアミノ酸含有加工食品を購入、(笑)
なんやら、基礎代謝にいいらしく、今、話題のミトコンドリアを活性化させるとか？
実は、これまた、のみ始めて
すこぶる、体調がいいんです！

(次のページへ・・・)

本当に、「薬のひまわり」の尚子さんには感謝です、わが社の加藤にも感謝です。 人は、やはり、いい出会いがあれば、幸
せになれますね。
いい薬に出合い、いい人に出会う。 どうか、皆さまも、
いい出会いがありますように。
最後に、尚子さんの招待状の中の「ほっと一息。」コラムの中に面白い話を発見しましたので紹介します。(笑)

「18 才と 81 才の違い」
◎道路を暴走するのが 18 才。逆走するのが 81 才。
◎心がもろいのが 18 才。骨がもろいのが 81 才。
◎偏差値が気になるのが 18 才。血糖値が気になるのが 81 才。
◎受験戦争で戦っているのが 18 才。アメリカと戦ったのが 81 才。
◎恋に溺れるのが 18 才。風呂で溺れるのが 81 才。
◎まだ何も知らないのが 18 才。もう何も覚えてないのが 81 才。
◎東京オリンピックを見たいと思っているのが 18 才。東京オリンピックまで生きたいと思っているのが 81 才。
◎自分探しの旅をしているのが 18 才。出掛けたまま居なくなって皆が探しているのが 81 才。
◎「嵐」というと松本潤を思い出すのが 18 才。鞍馬天狗の嵐勘十郎を思い出すのが 81 才。
（（笑））
81 才の方には、大変失礼しました。
TV 番組の「笑点」のお題の名解答とのことです。
では、お後がよろしいようで ・・・。
えのはた としお

『薬のひまわり』
左頁で、紹介した藤岡飯野町の「薬のひまわり」さんは、お母様は薬剤師、娘の尚子さんも薬剤師、亡くなった
お父様は地元で開業医をされていていたとのことで、地元で評判の薬屋さんです。
店長の尚子さんは、この人には、どの薬がいいのか、正確に判断される方だと思います。
まだ、会ってもいない僕に、素晴らしい薬を選んで頂き、「試しに飲んでくださいと！」近江商人の先用後利の精神
で、先に用いて頂き、後で利益を頂く。(笑) まさに、お見事です。薬剤師として、幅広い知識と経験をお持ちで、本当
に、体調が悪い者にとっては有難い、仏様、観音様にみえます。
是非、皆さんも、ご自身の体の変調があった場合に「薬のひまわり」の尚子さんに相談してはいかがですか。
きっといい薬が、そして、きっといい人生が見つかりますよ。
お店には、東京の浅草で人気の漢方煎茶を 1 杯 350 円でカフェ感覚で飲めるとか、また今度、僕も行ってみよう。
enohata toshio

豊田市藤岡飯野町神田 242-2
TEL：０５６５－７６－２５６５
営業時間：9：00～20：00
定休日： 毎週日曜日
※ホームページには、イベント情報も
載ってます「薬のひまわり」で検索を‼

A

《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。
※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
（ジェフグルメカード １，０００円分）プレゼント！
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1

（※応募期限は、平成２８年１１月３０日到着分までとさせていただきます）
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さらに！残り 2 回となった THS-クイズに参加応募頂いたお客様の全員を
対象として、H２９年２月に抽選で３名様に名鉄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。

D

左上の 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。

2
7

6
9

H28 年 12 月 15 日注文分まで
Ａfter
（幅 1600×高 2070×奥 400 ㎜）

Ｂefore

商品定価：195,400 円(税別)
＊ミラーなし・脱臭機能なし
＊ｺﾞﾙﾌﾊﾞｯｸ収納仕様

97,700 円(税別)
（＊取り付け工事費は別途）

土間のままでの使用で
収納効率がアップ！

（約 50 足収納）
ものがあふれた玄関が・・

脱臭機器

スッキリした玄関に・・

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)

使い方は多彩にｱﾚﾝｼﾞできます
ﾍﾞﾋﾞｰｶｰや
ｺﾞﾙﾌﾊﾞｯｸ
などの収納
ｺｰﾄ収納

詳しくはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞをご覧ください。

ホームページをリニューアル致しました！

ぜひ一度覗いてみて下さい。

http//www.toyotahomeservice.co.jp

〒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(株)

0120-38-0148
定休日：月曜日

検索

au

