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今回は、いけばな教室のリフォームをご紹介させて頂きます。
①

畳座とイス座・立ち座のスタイルでお稽古ができる環境を整えたい
ということで、和室の１室をイス座のスタイルで使用できるよう

②

床をｶｰﾍﾟｯﾄに取り替えました。また、空間をシックな色合いにして
作品が引き立つように内装を貼り替えました。
窓添いには、花器等の収納を兼ねて、奥行きが伸縮自在の
After

オーダーカウンターデスクを設置し、立ち座でのお稽古ができるよ
うにしました。
お稽古が無い時はデスクの奥行きを縮め、お稽古の
時には、奥行きを広げてご使用いただきます。

①

②

Before

Before

After

①

Before

②

デスク部分を使用状態によって伸縮可能な形にしました
(普段は奥行き 50 ㎝。お稽古時は 80 ㎝)

①

既設の押入れの唐紙を黒色の
クロスに貼り替えました。
同じく新規床収納庫の戸も
クロス貼りの仕上げとしました。
室内のイメージがガラリと変わる
こんなプチリフォームをお住まい
でもいかがですか。

After

②

床の間に収納を造り、イス座の目線での飾り床に一新。

エッセイ

Eno-essay

～「えのはた、、、゛龍 ゛の夢をみる。」～

たしか、その夢をみたのは、父、栄太郎の命日でした。
エメラルドグリーンの静かな美しい海が横たわっていました。
突然、波打ち際の海面に水しぶきが激しく立ち上がり、それが円形になっており、その中に龍の子ども（僕はそう想い、僕は
そう観た、）が、のたうち回り、立ち上がりながら、激しく蠢いていました。 観ているだけで、猛烈なパワーが、ビシビシ伝わってきます。
僕の横に居た中国人らしき男が、『アレハナ二カ？ワカルカ？』と尋ねた。 「たぶん龍だ！」と返事したが、彼は反応がない。
僕は砂浜に指で『龍』と字を書いた。 男は力強く頷いた。
視線を戻すと、円形の水しぶきは砂浜に上陸し、あっという間に、三体に分裂し、急激に成長しながら、我々に迫ってきた。
男は『逃げろ！』と叫んだ。 僕は動けなかった！ 足が砂から離れない！ もう、駄目だと、観念した。
すると、何処からともなく、少林寺の仙人のような男が風のように現れ、ドラゴンボールのように、瞬く間に三匹の龍をまとめて、
布袋に入れて、ニコニコしながら立ち去っていった。。。。。。。。。。。。
この夢の余韻に浸っていると、、、いやがうえにも、浮かぶ文字が浮かぶ、その通り、『宝くじ』(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)

会社にいって、スタッフに夢の話をすると、早速、夢占いを検索～、なになに？
水の中を泳ぐ龍や、天空を舞う元気な龍を見る夢は、、、（ふむふむ）間もなく運勢が開いて、幸福が訪れることを知らしています。
また、龍は大きな規模の財産を現すこともあるため、大金が動くような取引、商売などでも、大きな利益を得ることができるでしょう～
（ワッチャー！）
えのはた、豊田信用金庫陣中支店の斜め前の宝くじ売り場に現わる。(笑)
窓口に、いかにも THE 宝くじという感じのお客の男の人がへばりついている。
やっと終わって、僕の番。
『当たるやつ、ください！』 目をむいた、店のオバサン、
「はいはい、今日は、ラッキーディー！」 「なんと、一粒万倍日。」
その意味知らず、僕は、『LOTO の 10 億円ください！』と、(笑)
今日はいい天気、車を動かしながら、しばし、休憩。
喫茶明楽時運（アラジン）のカウンターで珈琲を注文、ここは、お客の雰囲気でカップを出してくれる。今回は初めてみるカップ。
（ぎょっぎょっ！）
びっくり！ウェッジウッド製のカップの絵柄になんと、なんと、『龍』が！！！。 いやいや、なんか、できすぎですね！
飲んだ珈琲もなんやら、龍の鱗の味がしたような、(笑)
こうなると、宝くじ、当たった後のこと、考えますね(笑) 誰にも喋らないとか、身内にも(笑)
とりあえずは、先ずは、貯金とか(笑) 寄付の団体が押し掛けたら？とか(笑)
そこで、えのはた考えました、困った人を助ける、寄付もいいけど、その団体を選ぶのが難しい。いろいろと、考えた挙げ句、
『龍宝神社』を建立する。
僕は龍の夢をみて、宝くじ 10 億円当てました。このことを世界中の宝くじファンの聖地として、この神社に参ってもらう、
宝くじの普及に役立てる。 宝くじの売上の 40％は国や自治体に入り道路や公共事業や福祉関連に使われます。
40％かあ？！ けっこうなピンハネですね！(笑)
と言うことで、えのはた社会に大きく貢献出来ます。 めでたし、めでたし、(笑)
サテサテ？？？ 僕の宝くじははたして？？？ （ふっふっふっふっふっふっふっふっ） ダ・レ・ニ・モ・イ・ワ・ナ・イ
えのはた としお

（参考資料）
一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）とは暦の選日のひとつで、一粒の種が万倍に実り、大きな収穫を得ることが出来る意味の縁起の
良い日のことです。物事を始めるのに良い日とされており、開店、仕事始め、投資、種まき、などに「吉」となるとされています。

本格的カラオケ喫茶『ステージ

ワン』

今回は豊田市で一番素晴らしい、そして、一番楽しいカラオケ喫茶を
ご紹介いたします。『カラオケ喫茶 ステージ ワン』
なんと、最新機種の LIVE DAM STADIOM を設置‼
良い音でカラオケ上達！間違いなし！
貴女は秋元順子、(笑) 貴方は前川清、(笑)
そして、このお店のオーナーの新藤様夫妻。
しっとりと、穏やかで、癒し系の Nice カップル！！
また、御二人とも、めためた、歌が上手い！！
さぁ！ストレス発散で歌いたい方、上手くなりたい方、
輝くミラーボールの下で気持ちは芸能人！！
『ステージ ワン』 へＧＯ！
（もし、この店に行かれる方は私共の加藤か江ノ畑に
ご一報いただくか、是非とも、誘ってくださいね！
喜んでお供します(笑)）

カラオケ喫茶 ステージ ワン
住所：豊田市駒新町大坂 81
（駒場小学校北へ 1km）
ＴＥＬ＆ＦＡＸ：０５６５－５７－０３０９
定休日：毎週火曜日
営業時間：ＡＭ11：00～ＰＭ9：00
※15 台分駐車ｽﾍﾟｰｽ有り

貸切予約受付中
40 名様程
ワンドリンク
500 円

奇数月に歌謡祭があります。♪

安心をサポートする

１曲♪
100 円
食事★
デザートあり

ぜひご参加くださいね。

“キレイ”で安心
除菌・洗浄機能

ガス給湯器
高効率ガスふろ給湯器

【ゆるやか浴機能】

GT-C2462PAWX BL

・体への負担を軽減するため、入浴を検知するまでは、

「プレミアム」 定価\421,000(税別)

設定温度から-2℃で沸き上げます。

※給湯器本体とリモコンにセンサーを

入浴したらセンサー検知でゆるやかに温度が上昇します。

搭載。
入浴時の安心をサポートします。

【入浴タイマー】

外装は、メタリックカラー仕上げです。

・長湯によるのぼせ対策や、
RC-G001E
マルチセット
\41,800-

いねむり防止に役立ちます。
※入浴を検知した後、
台所リモコンで長湯を確認できます。

【浴室モニター機能】
・台所リモコンで入浴状況
を確認できます。

特別価格：￥199,000-（税別・工事費別）
限定：3 台ポッキリです。

気づき遅れ対策となり
ます。

【99.9％の除菌性能をもつ UV 除菌ユニットを搭載】
・除菌されたキレイなお湯だから、安心。
残り湯を洗濯に
使う時の嫌な
臭いもしません。

【配管内をより清潔に
保つ熱洗浄配管クリーン】
・排水時に熱めお湯で洗浄すること
で、配管内の皮脂成分などの汚れ
が落としやすくなりました。
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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
（ジェフグルメ券 １，０００円分）プレゼント！
（※応募期限は、平成２９年３月３１日到着分までとさせていただきます）

3
6

9

2

右の 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。

★同封チラシをご覧ください

暮らし快適リフォーム＆増改築相談会

＆ﾏﾝｼｮﾝﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ

日時：３/18㈯・19㈰・20（祝）・21㈫
AM10：00～PM5：00 まで
会場：豊田ホームサービス(株)
リニューアルした当社に

現在

ぜひお越しください。
天井を抜いて吹き抜けにします。

¥¥

現在
奥のｽﾀｯﾌﾙｰﾑの所は、図書ｺｰﾅｰに

¥

床上げのﾀﾀﾐｽﾍﾟｰｽ

なります。イメージのリフォーム

になります。
日向ぼっこをしに

が見つかるかも知れません。

現在の間取り

くつろぎに来て下さい。

現在

峯月流いけばな展

工事中（天井開口）

ぜひご覧ください。

圧巻の作に出会えるかもしれません。

表紙でご紹介のリフォーム工事をさせて頂きまし
た、峯月流様のいけばな展が開催されます。
お時間ありましたら、ぜひお出かけ下さいませ。

日時：３月８日㈬～１３日㈪ 10 時～18 時
会場：松坂屋豊田店８階催事場（サンシャインホール）

※いけばな教室（西町）の生徒さん募集中です！

入場料：500 円(税込) （中学生以下は無料です）

〒471-0071

※10 日㈮は 17 時閉場、13 日㈪は 16 時閉場です。

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

