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「こんな住まいが欲しかった！」若夫婦の別棟・敷地同居

ロ
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増築

After

した。高断熱工事の結果は、
「体感してま～す。
以前とは天地の差。最高に快適！」と笑顔でした。
リフォーム後は、子供たちに「お片付けしなさ
い！」が口癖に。まさに

ロ
ハ

イ

ご両親とは別棟で暮らしていましたが、料理に
はミニキッチンしかなく、お風呂は母屋で使用
のため、生活に不便さを感じていました。
収納も少なく、どうしても物が散乱状態になっ
てしまい、友達を招いて家でゆったりすること
もできない状態でした。また冬場の室内は寒
く、トイレは極寒の地。この状態を解決したく、
子供室も必要なため、リフォームをしました。
国からの断熱改修の補助金を利用して、高断熱
窓の取り替えや床下の高断熱材の工事もしま

Changes Life

暮らし、変わる。ですね。

Before
和室 2 室と床の間・物入・縁側を
利用して遊び室（将来の子供室）
と 18.6 帖の LDK の完成です。

来客時はこの戸を閉めれ
ばスッキリとしたＬＤＫ
となります。

After ハ
お子様に好評
なブランコ。

Before ハ
After イ

After ロ
高断熱の窓に
取り替え

高断熱の床下断熱材

Before イ

Before ロ

エッセイ

Eno-essay
『チャポン‼』と、それは一瞬の出来事。

～「つ…な…が…る…」～
浴槽の底でスマホは断末魔の光線を僕の目に突き刺した。

『わぁ！～～～！』 時間が止まる。 時間が凍る。
手に取って振りまくり、タオルで、拭きまくり、ドライヤーで、乾かしまくり、あとは祈りまくり、
『カシコミ、カシコミ、ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、アーメン、ソーメン、ラーメン！』(笑)
そして、息を殺して、電源のスイッチを長押しする。
すると、メーカーの文字が以前のように出てきた。 『やったー！やっほー！』
これが最後の断末魔。 やってしまいましたな～(笑) ＴＨＥ ＥＮＤ。
少し前までは葉書や手紙でやり取り、情報は新聞かチラシか回覧板か町内掲示板ぐらいでしたね。
暫くして電話が引かれ、公衆電話がそこらじゅうに出来て、それが今では、見当たらない。
ポケットベル！ありましたなぁ！ 懐かしい！
それから出ましたね！ 爆破装置みたいな携帯電話が～～！(笑)
段々と縮んでいく携帯電話。 そして、浴槽の底で光ったスマホの登場ですな！(笑)
僕の手にはいつもスマホ。僕と誰かはツナガッテイル。 僕と世界中の情報がツナガッテイル。
いつでも、どこにいても、ツナガッテイル。
知りたいことか直ぐ知れる。 職場で直ぐに情報が共有できる。
写真や動画も直ぐに撮れる。 好きな音楽が直ぐに聴ける。
行きたい場所が直ぐに分かる。 ランチの場所が直ぐに見つかる。(笑)
(それがすべてシャットアウト！！！)ことの顛末に頭が追いつかず。 まるで、急に霧が立ち込めて
くるような、まるで、霧が急に消え去るような、感覚の違和感がそこにある。
(誰にも、何処にも、連絡がとれない！！！) 孤独に近い孤立感。
LINE もツムツムもポケモン Go もできない。 結構なストレスですなぁ～(笑)
結局、すったもんだで、修理されて、僕のスマホは戻って来ました。 覚悟どおり、全てのデーター
は死滅していました。 可愛い孫の写真と動画も、ごめんなさい！ その間、2 週間かかりました。
まぁ、所詮はスマホはスマホです。 なんとでもなるものです。 大切なのは、スマホが無くても、
僕の心に大切な人たちがツナガッテイル。 それだけあれば、いいんです。
そして、相手も、僕の心にツナガッテイル。 それがあれば、大喜びです！
僕自身が元気で生きている。 皆さんが元気で生きている。 これが大満足。
さて、今年もそろそろですね。 また、来年がやって来ますね。(笑)
皆様といつまでも、いろんなカタチでツナガッテいたいですね。
ずーと、ずーと、死ぬまで、いや、死んでからも、ずーと、皆様とツナガッテいたいです。(笑)
それでは、来年もよい年でありますように、お祈り申し上げます。
くれぐれも、お身体とスマホ(笑)をご自愛下さいませ。
本年は誠にお世話になり、ありがとうございました。
えのはた
最後に、うちの会社の近くのお寺の山門の
気になっていた掲示板を紹介しますね。
人生は一生
酒は一升
あっという間に
空になる

としお

水没させてしまって
壊れてしまったが
復活したケータイです。

カフェ リッチョ

『cafe-riccio』
僕は豊田市の井上公園で仲間と tennis を楽しんでます。
最近、その近くに open した、cafe-riccio お勧めです。
ランチ時はいつも満席、出来れば、予約を！
人気はローストビーフと卵の乗っかったご飯、サラダにスープが付いて、
フリードリンクとデザートを付けて 1080 円！(これは値打ち)
フリードリンクは、デドックスジュースも選べて、美容と健康にと、地元の奥様方に大人気。
店員の方も実に心地いい振る舞い、そして、本場イタリアのナポリで修行した、若きイケメンの店長の松田さん
が、実にいい仕事をなさっている。
手抜きは一切ない！笑顔もローストビーフの様な いい味を出している。(^O^)✌
店内はいつも、清潔感と幸せ感が漂っている。
ちなみに riccio(リッチョ)とは、イタリア語でハリネズミの意味です。
とにかく可愛い感じのいいお店です。
夜のメニューも充実しており、お値打ちな飲み放題コースもあります。
豊田市四郷町東畑 132
ワインもいろいろ揃っています。
メゾンアマービレ 1F 東
こんな、頑張ってるお店、応援したいですね！
TEL0565-44-8228
enohata,toshio
定休日:火曜・Ｐ有り

12 月 1 日発売！
新型アラウーノ

10 色のアラウーノ、登場！
（1 年間の期間限定）

当社１階トイレが、新型アラウーノ(ﾀｲﾌﾟ 2)になりました。
実際の使い心地等ぜひご確認にお越しください。

節水・節電

限
定

大：4.8ℓ
小：3.6ℓ

５

『泡のクッションで受けとめて

台

トビハネ汚れをおさえます』

タイプ２ ﾘﾌｫｰﾑタイプ
ホワイト色 (床排水タイプ)
定価 ３10,０００円(税別)
通常販売価格(40%OFF)
『流すたび「泡」と「水流」で
しっかりお掃除します』

『フチの立ち上がりが外に

186,000 円(税別)

垂れ出るのをおさえます』

145,000 円(税別)
自動フタ開閉・自動洗浄付

『洗剤補充は上部
から洗剤タンクを外

『万一の停電時に

『ｽｷﾏﾚｽ設計で

せるので楽々』

も排水が可能な

汚れが溜まりやすい

電池式停電対応』

部分もサッと掃除』

速暖便座付

『ｽﾃﾝﾚｽのﾉｽﾞﾙな
ので汚れがつきにく
くお掃除ｶﾝﾀﾝ』

・乾燥ナシ

※施工費は別途必要となります。
※H29 年 3 月末日までの注文分
と限らせて頂きます。
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（※応募期限は、平成２９年１月３１日到着分までとさせていただきます）
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《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
（商品券 １，０００円分）プレゼント！

Ｄ

さらに！今回が最後のチャンス！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。
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。

新春 リフォーム&増改築相談会開催
補助金や減税の

日

時：平成 29 年 1 月 21（土）
・22（日）
・23（月）

情報をご用意し

am10：00～pm5：00

ています。
今年はぜひ
補助金を有効活
用しましょう！

会

場：豊田ホームサービス(株)

★お得な特典は 1 月中旬にＤＭでお知らせします。

あったかおでんと
ぜんざいをご用意し
てお待ちしています。
空くじナシ

レクレーション企画！
第１回カラオケ大会開催♪ 参加者大募集♪
当社のお客様とそのお友達の方と職人さんとで親睦を深める第 1 回目の企画です。
お弁当・飲み物(お酒あり)・参加記念品付です。優秀賞～5 等賞・ﾕｰﾓｱ賞のご用意もあります。

日 時 ： 平成 29 年 2 月 5 日（日） pm12：30～ｐｍ4：30
場 所 ： ｶﾗｵｹ喫茶 ステージワン （豊田市駒新町大坂 81 TEL0565-57-0309）
参加費 ： 5,000 円/お一人様 （中学・高校・大学生さんは 3,500 円/お一人様）
参加ご希望の方は、1/25(水)までに当社へご連絡下さい。多数のご応募をお待ちしています。♪
（ぜひお友達も誘って、一緒にご参加ください。） ＊参加資格は中学生以上と させていただきます。
＊飲酒運転はされないようにお願いします。

〒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

