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鎌ケ谷市東初富4-15-17
TEL. 047-446-5166
定休/水曜日

営業時間 17:00〜22:00

丸山一丁目交差点そばにある創業22年の居酒屋さんです。先月GOTOトラベルを利用し、こちらで
超ミニ忘年会をしてきました！この企画は、そもそもタクシー会社(ムトータクシー)が食事ツアーとし
てGOTOトラベルを実施し、惣吉さんと提携した企画です。もつ鍋・とらふぐ・うな重の3種類のコース
があり、わたし達は満場一致で下関産とらふぐコース(4名申込の場合1人¥6800)を選択しました。
このツアーの最大の特徴は、往復タクシー送迎付き！※エリア対象のみ さらに給付金と地域共通クー
ポンにより実質¥4000ほどになりました。てっさ、てっちり、雑炊など、全7品が次々に運ばれ、めった
に口にしない高級料理のあまりのおいしさにみんな「きゃっきゃっ♥」と大コーフン！
家族に多少の後ろめたさはありましたが(笑)「たまにはいいよね」と奥様同士、一年
の労をねぎらいました。惣吉さんは、備長炭の絶妙な焼き加減に定評がある焼きと
りを中心に、毎日お店で捌く三河産の鰻、国産和牛もつ鍋と、豊富なバリエーション
を提供する居酒屋さん。普通に行っても美味しいお店です。２階は広いお座敷なので
お子様連れでも安心ですよ♪

ヤマシナ ホームページ
スタッフブログ

交代で更新してます！
ぜひご覧になって下さいね♪

ヤマシナリフォーム 検索

発行日：2021年1月1日
発行者：吉田･島村

スマイル
Vol.98

老舗居酒屋惣吉

おススメの店

リフォーム業者会

昨年11月11日・12日、会社の会議室にて、ヤマシナスタッフと職人たちで集

まり、リフォーム業者会を行いました。コロナウイルス感染予防のため、職人
メンバーを内装チームと外装チームに分け、通常1日のところ今年は2日に

わたって開催しました。また、ひとつの机にひとりずつ座り、しっかり感染対
策をして臨みました。

ヤマシナの工事のルールを皆で改めて読み合わせした上で、例外の場合は
どうするのか？などを話し合ったり、実際にあった事例や
お客様からの声を共有したりしました。
工事の際も職人の検温、マスク着用、アルコール消毒を
徹底し、お客様に安心して工事をしていただけるよう、
感染対策を万全にして参ります。

床暖房・・・何となくは知ってるけど、どんな良いことがあるの？という方は多いのではないでしょうか。
床暖房とは、床下に設置する暖房器具。床下から床を伝わってくる熱が天井や壁に反射しながら部屋
をゆっくりと暖めます。しかも、温かい空気は上に上がっていく性質があるので、効率的にまんべんな
く部屋を暖めることができます。いちばん寒いこの時期にピッタリな床暖房のメリットをご紹介します！

ディズニーパークへ通算600回以上！演劇・ミュージカル・映画が
大好き！そんな山品がお贈りするエンタメ情報をお届けします。

Vol.13

今回は、社長に代わりわたくし島村が、昨年から話題になっている「鬼
滅の刃」をご紹介します。週刊少年ジャンプで連載された漫画で、昨年
12月に最終巻が発売されたばかりです。2019年にアニメ化、2020年10
月に映画化されていて、「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は、公開か
ら52日間で興行収入が288億円を超え、日本歴代1位の「千と千尋の神
隠し」（308億円）に迫ろうという勢いだとか。

時は大正。家族を鬼に殺され、唯一生き残った妹・禰󠄀豆子(ねずこ)も鬼に
されてしまった竈門炭治郎(かまどたんじろう)が、家族の仇をうち、妹を人間
に戻すため、鬼を倒す組織、鬼殺隊(きさつたい)に入り、鬼と闘う物語です。

人間が鬼を倒すというわかりやすいストーリー、大正時代をモチーフと
した世界観、個性的なキャラクターなどから、幅広い年代に支持されて
いますが、一番の魅力は、登場人物達の「想い」ではないかと思います。

この物語には、炭治郎と禰󠄀豆子の兄妹をはじめ、たくさんの登場人物
が出てきますが、その多くが、鬼に家族や仲間を殺されたり、鬼にされ
てしまっています。ひとりひとりにそれぞれの過去と絆があります。鬼は
怪我をしてもすぐに再生できますが、人間は疲れもするし、大怪我をし
たらすぐには治りません。それでも、大切な人をこれ以上喪わないため
に、また、喪った人達の意志を受け継ぐために、彼らは闘っています。

敵である鬼にも、想いがあります。人を喰い、自分の欲望に忠実で、残
忍な鬼達ですが、最初から鬼として生まれたわけではなく、元は人間で
す。自ら望んで鬼になった者も、自分の意思に関係なく鬼にされてし
まった者もいますが、ひどいとしか思えなかった鬼達の、かつて人間
だった頃の過去を知ると、同情してしまったりします。

人々の想いが丹念に描かれた、読んだ（観た）
後は周りの人に優しくしたくなる物語です。
漫画は全23巻あり、アニメは漫画の1巻～6巻
映画は7巻～8巻のお話です。
ぜひチェックしてみてください。

エアコンなどの暖房に比べて乾燥しにくく静か
エアコンやファンヒーターなど、温風が出る暖房機器は乾燥が気になります。床暖房は風
を出さない分、皮膚の水分を蒸発させにくく、空気や肌の乾燥を防いでくれます。また、送
風時の動作音がないので静かに過ごせます。

メンテナンスがラク♪
特別なメンテナンスが必要ないため、手間がかからないだけでなくメンテナンス費用も節約
できます。ただし、温水式で使用する不凍液は、定期的に入れ替えが必要となります。

カビやダニの発生を抑えられる
ホコリやチリを舞いあげてしまう心配がなく水蒸気の発生がないため、結露が付かずカビ
やダニの発生も抑えられます。

ストーブのように場所を取らずに部屋を暖められる
床暖房なら、置き場所や収納場所を確保する必要がありません。リビングなどの広い部屋
だけでなく、脱衣所やキッチンなど狭い場所にも最適の暖房設備です。配線も隠れている
ため、見た目もスッキリして部屋を広々と使えます。

足元からじんわりと暖かさが広がる
エアコンは、暖かい空気が上に滞留してしまうため、足元は暖まりにくいという欠点があり
ます。しかし、床暖房なら冷えやすい足元からじんわりと部屋全体を暖めてくれます。また、
広い部屋でも均一に暖めてくれるので、部屋の中で気温差を感じることも少ないです。

床暖房の
メリット

一般的に床暖房の種類は大きく「温水式」と「電気式」の2種類に分けられ、それぞれの良さがあります。

また、床暖房は初期費用がかかり、どうしてもコストがかかってしまいますが、その半面メリットも多く、快
適さも見逃せません。ご自分の生活と照らし合わせて導入を検討しましょう。詳しくはヤマシナスタッフへ
お気軽にお問い合わせください。

お子様やお年寄り
ペットにも安心！

足元が温かいので
冷え性の方に最適！

ムトー
タクシー
047(338)2235

※GOTOとらふぐコースお申込はムトータクシーさんにお電話ください。ただしGOTOトラベル停止期間(1/11ま
で)はご利用になれません。なお、惣吉さんのとらふぐコースは通常も飲み放題付き¥6800～(4名以上)となって
います。GOTO利用しなくてもかなりお得となっていますので、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。



１/３１ １ 先勝 ２ 友引 ３ 先負 ４ 仏滅 ５ 大安 ６ 赤口

７ 先勝 ８ 友引 ９ 先負 １０ 仏滅 １１ 大安

建国記念の日

１２ 先勝 １３ 友引

１４ 先負 １５ 仏滅 １６ 大安 １７ 赤口 １８ 先勝 １９ 友引 ２０ 先負

２１ 仏滅 ２２ 大安 ２３ 赤口

天皇誕生日

２４ 先勝 ２５ 友引 ２６ 先負 ２７ 仏滅

２８ 大安 ３/１ ２ ３ ４ ５ ６

１２/２７ ２８ ２９ ３０ ３１ １ 仏滅

元日

２ 大安

３ 赤口 ４ 先勝 ５ 友引 ６ 先負 ７ 仏滅 ８ 大安 ９ 赤口

１０ 先勝 １１ 友引

成人の日

１２ 先負 １３ 赤口 １４ 先勝 １５ 友引 １６ 先負

１７ 仏滅 １８ 大安 １９ 赤口 ２０ 先勝 ２１ 友引 ２２ 先負 ２３ 仏滅

２４ 大安

３１ 赤口

２５ 赤口 ２６ 先勝 ２７ 友引 ２８ 先負 ２９ 仏滅 ３０ 大安

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

※次号スマイルは2021年3月にお届けします。

フリーダイヤル0120-427-137 FAX 047-446-1106
〒273-0123千葉県鎌ヶ谷市南初富6-5-65 
ヤマシナHP   http://yamashina-shoji.com/
リフォーム http://www.yamashina-reform.com ヤマシナのリフォーム 検索

ヤマシナフェイスブック 検索

【塩の日】1月11日。今川氏との同盟を破棄して東海方面へ進出を企てた武田信玄ですが、それに怒った今川
氏が北条氏とともに、武田側に塩が入らないようにしました。領民が困っていたところに、長年敵対関係にあり
信玄のライバルとして知られる上杉謙信が 「信玄と争うことは弓箭(戦のこと)にある。米や塩ではない」として、
物流を維持するようお触れをだしました。これが「敵に塩を送る」の由来。越後の塩が送られ、1569年1月11日
に武田の領地である松本藩領に到着したことから、このことを記念して「塩の日」が制定されました。

【苗字制定記念日】2月13日。明治8年のこの日、政府が「平民苗字必称義務令」という太政官布告を出し、すべ
ての国民に名字を名乗ることを義務づけたことに由来するといわれています。
今でも、「江戸時代に名字を持っていたのは武士だけ」のようなことを書いている書籍やネット情報が多いです
が、これは明確な誤り。古くは室町時代に農民達が名字を名乗っていた資料もあり、江戸時代には農民にも名
字の使用が広がっていたのは周知の事実です。実際、江戸時代の農民の墓には名字が彫られているそうです。
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●営業時間 ９：００～１７：００
●休業日 土・日・祝日
●〈リフォーム相談ご予約〉０１２０－４２７－１３７
※ホームページお問合せフォームからも受付いたします。

ヤマシナ冬季休暇


