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≪今月号の完成ショット≫
Ｙさま邸改装工事

今回が３回目のリフォーム。
お施主様のドラマがあります。
詳細は、内面をご覧ください。
ビルのオーナー様で最上階が
住まいになっています

ｴｺｷｭｰﾄ室移設

万が一の介護でも行動
しやすい横から出入りの
引き戸で広いトイレ
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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

（クオカード １，０００円分 ）プレゼント！
（※応募期限は、平成２９年11月３0日到着分までと

させていただきます）

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。

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
〒471-0071

0120-38-0148

豊田ホームサービス(株) 検索ＨＰ

定休日：月曜日
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平成３年当時の
リフォーム後

平成２９年
リフォーム後

平成２９年
リフォーム後

平成３年当時の
リフォーム前

平成１５年に、浴室
・洗面室・トイレの
リフォームと
エコキュート設置の
工事をしました。
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床下に断熱材を施工
で断熱性能アップ

使いやすさを考えた
ｷｯﾁﾝに取り替え

やっぱりﾘﾋﾞﾝｸﾞ
はﾀﾀﾐがいい！

将来の寝室を
見込んで床を

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰにして
板貼りにリフォ
ームしました。

内窓新設

内窓新設

内窓新設

内窓新設

現在の寝室
書斎。

内装の貼り替え
をしました

本年12月28日までに、浴室ｼｽﾃﾑﾊﾞｽﾙｰﾑのﾘﾌｫｰﾑにおいて
「LIXIL」アライズ（Ｃﾀｲﾌﾟ除く）をご成約いただきました
お客様には

・浴室暖房乾燥換気扇(電気式100V）
・室内断熱材パック
のどちらかと洗面室暖房機器・洗面室の内窓設置を

プレゼントさせて頂きますまた保証延長も無料で付けさせ
ていただきます。

1、平成30年１月末日までに工事完工
2、LIXILショールームにお出かけいただく

以上の２点がお約束となります。
ぜひこの機会に浴室をリフォームして、寒さの解消と気分
のリフレッシュをされてみてはいかがでしょうか。

火災警報器の設置が義務となってから10年が経ちます。
住宅用火災警報器の寿命は10年です。
電池切れのサインが出たら本体の交換をお勧めします。

注意して
ください。

LIXIL(アライズ)

住まいの性能向上リノベーション現場ライブ見学会＆相談会開催

11月18日（土）～11月19日(日）午前の部am10：00～12：00 / 午後の部pm2：00～4：00
家まるごと、「耐震」・「断熱」・「バリアフリー」・「外面劣化部分の改修」のリノベーションを
行っている現場を実際に工事している様子のご見学と、お施主様が今回の工事に至った想いや工事前
から現在の工事中の想いを本音で語る『トークショー』・住まいの防犯機能についての紹介等を行わ
せて頂きます。 （ご予約をお願いします。各部４組様までとさせ頂きます）
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すばやく暖
まりエコに
乾燥します

浴室まるご
と保温で

ぬくもりが
続きます

内窓

洗面室
暖房器

たいへんお待た
せしました。
変わらぬご愛顧
宜しくお願い申
し上げます。

水廻り設備
内装の
リフォーム
をしました

LDK内装と

キッチン機
器の取り替
えをしまし
た

断熱勝手口
ﾄﾞｱに交換

http://toyotahomeservice.co.jp/index.html
http://toyotahomeservice.co.jp/index.html


エッセイ

ENOHATA TOSHIO

江ノ畑…………畑（はたけ）を耕す。

僕は野菜を食べた経験はあります。
僕は野菜を作った経験はありません。(笑)
ただ、職業柄、新築とか増改築の時などは
（くわ）とか（かま）を儀式として手にしたこ
とはよくありましたが、、、、、、、
少し荒れた大地に両足をしっかりと
踏ん張り重い鍬（くわ）を
振りかざし、
打ち下ろす、゛ギャシャー"と、
乾いた音が耳と手首に響く
僕の身体の中の血が太古の
先人を感じる。

以前豊田市の広報で
旬の野菜づくりコースを知人
に教えられて、三月に電話で
申し込みを入れましたが、
人気があるのでたぶん抽選になるとのこと。
てっきり駄目だと諦めていたら、開講式にも出
なかったのに、僕の名簿と区画もちゃんと用意
されており、慌てて、参加費8000円を振り込み
ました。
もし、この縁がなかったら、
僕は嫌いな茄子を永遠に食べずに人生を終えて
いたでしょう。(笑)
人生ほんの一瞬で決まりますね。(笑)
豊田市ライフ創生センターさんの
窓口担当の人に感謝です。(笑)
四月から十二月まで毎月一回は講習を受け共同
と個人区画の二ヶ所で野菜をつくっています。
参加の皆さん、実に優しい顔してます。
まるで、茄子のようなキュウリのような(笑)
共同区画ではジャガイモ、トウモロコシ、
サツマイモ、ネギ、
個人区画ではナス、キュウリ、ミニトマト、
ピーマン、シシトウ、その後はハクサイ、
ブロッコリー、キャベツ、
いやいや、楽しみです。
いやいや、たいへんです。いやいや、心配です

ちゃんと指導員の人は親切に教えてくれますが
とにかく個人区画は自己管理、自己責任、間違
いや、手抜きがあると、直ぐに自分の野菜にカ
タチとなって現れます。
いやいや、たいへんです。いやいや、心配です
いやいや、それはそれで楽しみです。(笑)

いったい？どんな茄子ができるのか？
いったい？どんなきゅうりができるのか？
食べたらどんな味なのか？
いやいや、心配で楽しみです。(笑)
育てる。と言うことはとにかく
手間がかかります。
本職の農家の方々の気持ちがすこし、
よくわかりました。

水やり、草むしり、肥料やり、防風対策、
防虫対策、芽かき作業、整枝、誘引、etc
いやいや、たいへんです、
いやいや、楽しみです。(笑)
四月に苗を植えて、なんやかんやで、
それなりに、スクスクと、花も咲き、そして
あっという間に、なんと？！
僕の嫌いな、茄子🍆が、参加者の33人中で、

一番に収穫でした！！！！！！(笑）

お陰で、回りの人に、
丁寧な嫌味を承りま
した。
「茄子が嫌いな人に
茄子が一番早くできるとは、
世の中うまくできている」と、(笑)
正直、嬉しかったです。
深い青紫でツルッとした肌触り、いやぁ～！
感動しますね。収穫の時、ハサミを持つ手が
震えました。(笑)
大地と神に感謝して、「パチンッ！」
もちろん、食べましたよ～
こんなにいとおしいものを、誰にもあげませ
んよ(笑)
神棚に御供えして、嫌いな茄子を、まな板の
上に。
包丁を入れると、茄子の歯切れのよい抵抗が
ある。これは悲しみではない、嫌いな人に食
べられる喜びの歌だ！ベートーベンの第九、
歓喜の歌だ！！！
🎶LaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLaLa🎶

フライパンに良質の油注いで、茄子の白い内
質を炒める。外皮の青紫はより妖しげに輝く
擦り生姜とチーズを絡め、醤油をフライパン
の縁に回しかけ、皿に盛り、鰹節をパラリと
美味しゅうございます。(笑)
僕はこれから永遠に
未来永劫、ひたすら
茄子🍆を食べます。

ええ？僕のこれからの夢ですか、？(笑)
目の前に一面のテニスコートがあって、
目の前に一面の野菜畑があって、
平屋の木造の広いバルコニーのあるレストラ
ンがあり、テニスと野菜の好きな人達で会員
制でその施設を集団経営することです。

できたら、いいなぁ～！
努力して、何事も頑張れば、
ナス🍆！！ですね

それではみなさんも好き嫌い
言わずに美味 しい茄子を
ぜひご 賞味を～～～(笑)

えのはた としお

やわらかい壁が僕の前に立ち上がっている。
まるでフランスパンの切り口のように～

豊田市からこんなに近くに素晴らしい建物がありました。
なんとも言えない愛嬌のある外観。正直、雑誌で観たときは、
ビックリしました。いったい？どうなっているんだろう？
外壁は、屋根は、入口は、内部は？？？

兎に角、行くしかありませんでした。(笑)

皆様も是非 お出かけしてみてください。
オリジナル小物を製作できる体験もあるようです。

多治見市モザイクタイルミュージアム
☎0572-43-5101

住所 多治見市笠原町2082-5

開館時間：9：00～17：00

休館日：月曜日（休日の場合は翌平日）

.

PS、土岐アウトレットに行くなら、その前にここに～(笑)

建築家 藤森照信

すり鉢状の緑の斜面に立ち上が
る土の壁

ショップにはかわいいものが。

●（平成３年）祖父・祖母・父・母・子供(長男・長女）6人家族 / 施主様は祖父

子供さんの成長において、子供さんの部屋とキッチンとリビングを１ルームにする事が主なﾘﾌｫｰﾑでした。

これに伴い、玄関の移設・部屋の間仕切り替え･ローカの設置等、大幅なリフォームを行いました。

●（平成１５年）祖父・父・母・子供(長男・長女）5人家族 / 施主様は祖父

浴室・洗面・トイレ・給湯器の老朽化により、設備機器の取り替えと内装替えをしました。

配置や広さは現状のままです。浴室はシステムバスルームにして、給湯器は石油ﾎﾞｲﾗｰからｴｺｷｭｰﾄに

取り替えました。タンクは室内に、ポンプは屋上に配置しました。思いきった工法でした。

●(平成２９年）父・母2人住まいとなりました。/ 施主様は父

祖父・祖母共他界され、子供さんも独立されお二人の生活となりました。数年前に定年を迎え、今は

祖父からの事業を受け継ぎ、合間で趣味を楽しむ生活をされてみえます。

「これが最後のリフォームです！」と相談にみえ、これから年をとって体力など衰えていくばかりだか

ら、今後困らないように今元気なうちに、気になるところを修そうかなとの想いを話され、

『備えのリフォーム』をされるに至りました。常によく使用する部屋は、窓を２重や床下に断熱材を

施工するなど断熱の向上、ご主人様の要望で給湯室を移設して、トイレを広くしました。浴室は排水

状態を改善するとともに新品のﾊﾞｽﾙｰﾑに取り替え、ｴｺｷｭｰﾄも新品に取り替え、追い焚きができるよう

にしました。奥様は、安全を考慮して、調理機器をＩＨにされ、またこの工事を機会に物を整理され

使いにくいｷｯﾁﾝの吊りタナを止めて、１基のみ電動で昇降の水切り収納タナを付け、お掃除が難儀な

ｷｯﾁﾝ換気扇はﾊﾟﾅｿﾆｯｸの「全自動おそうじﾌｧﾝ付きﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ」にして、楽に作業できるｷｯﾁﾝにしました。

もう１室,LDKと水廻りに近い場所に、将来のための寝室として和室をﾊﾞﾘｱﾌﾘｰで板貼りにﾘﾌｫｰﾑしました。

今は、台風にも負けず、
キャベツと白菜が同堂と！

住まいを 家族のﾗｲﾌｽﾃｰｼﾞに添って上手にリフォームされる
ことは素晴らしいし、きっと住みやすいことでしょう！


