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鎌ケ谷市新鎌ケ谷4−7−26
TEL. 047-401-2512
営業時間10時〜18時
【当日の電話注文】10時〜17時
【受取り時間】12時〜19時
定休日無休

鎌ケ谷警察署のすぐ近くにある和洋菓子店です。様々なギフトが取り揃ってい
るのでお土産にも重宝します。数年前、山本がお客様のお宅でいただいた、か
りんとう饅頭が美味しかった！と、えらく感激していたので、わたしも買いに
行って以来、時々利用しています。名物かりんとう饅頭は、一口食べると皮が
サックサク！黒糖の風味豊かな人気商品です。そんな神楽が１月からお弁当
などのデリバリー&テイクアウトを始めたことを知り、お昼のお弁当を買いに
行ってきました。久しぶりに入店したら、店内にたーくさんのお弁当が陳列され
ているので驚きました。しかもほぼ500円以下とリーズナブル！迷いながらそ
れぞれ好みのお弁当を手に取ったわたしたちは、会社に戻りさっそくいただき
ました。デラックス弁当はコリコリ食感が楽しめる軟骨入りハンバーグや酢豚
などが入っています。焼肉弁当は、甘辛たれと黒毛和牛がよく合いごはんが
進みます。とても500円とは思えないくらい、どのおかずも美味しく、しかもボ
リューム満点！みんな大満足でした♪和テイストのスイーツなどもあるので、
ご家族で色々買っておうちごはんを楽しんでみてはいかがでしょうか。 吉田
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菓子工房 神楽
おススメの店

ヤマシナ文化祭 『趣味自慢コンテスト』 作品募集！

「夏祭り」や「くらしのタカラモノ展」など、数々のヤマシナイベントが開催できない今、会員様より

「さみしい・・・」とのお声をたくさん頂きます。そこで、新企画ヤマシナ文化祭「趣味自慢コ
ンテスト」を開催いたします。ガーデニング、トールペイント、描画、編み物、裁縫、模型、俳句、
写真、切手収集などなど、ジャンルは問いません。皆様の趣味作品の、とっておきの写真を撮っ
て、ご応募ください。昨年のヤマシナ工作キットを作品にしてもOK♪ご応募いただいた作品の中

から、各部門の優秀賞をスマイルにてご紹介させていただきます。また、ご応募いただいた皆様
全員に参加賞を、優秀賞の方には記念品をプレゼントいたします。
【応募方法】お名前、ご住所、お電話番号をご記入の上、作品の写真（プリントでもデータでも可）

にアピールコメントを添え、封書またはメールでお送りください。※複数応募可
【 送り先 】封 書：〒273-0123 鎌ケ谷市南初富6-5-65 株式会社ヤマシナ商事島村宛

メール：yama126@yamashina-co.com  件名に「趣味自慢コンテスト係」
【応募締切】3月31日（必着）

コロナ禍のいま、私たちの生活や行動様式は一変し、室内の空気環境や換気に対する意識も大きく変わりました。

キレイに見える空気でも、実は、さまざまな汚染物質やウイルスを含んでおり、換気によってこれらを外に排出し薄める
ことができます。ただ、窓を開けての換気は、屋外のホコリやニオイが入ってきたり寒くなったりで困ることもありますね。
今回は、換気機能付きの商品をピックアップしてご紹介します。

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。
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今回のエンタメ情報は、映画「罪の声」です。

昨年末に公開された映画ですが、２０２０年日本映画では私一番のおス
スメ作品です。

３月１９日に開催される日本アカデミー賞の１１部門で優秀賞を受賞し、
最優秀賞にもノミネート。これで最優秀作品賞を受賞すれば、再上映の
可能性もありますし、４月２３日にはDVDも発売・レンタルされる予定な
のでご紹介させていただきます。

〈ストーリー〉新聞記者の阿久津(小栗旬)は、昭和最大の未解決事件の

真相を追う中で、犯行グループがなぜ脅迫テープに男児の声を吹き込
んだのか気になっていた。一方、京都でテーラーを営む曽根(星野源)が

父の遺品の中から見つけたカセットテープには、小さい頃の自分の声
が録音されていた。その声は、かつて人々を恐怖のどん底に陥れた未
解決事件で使用された脅迫テープと同じものだった。

戦後最大の未解決事件であるグリコ森永事件をベースに描かれた作
品で、ミステリー的な展開から、脅迫事件での子供の声に着目し、人間
ドラマとして仕上げられた作品。

換気・加湿・暖房が同時にできて快適！
ダイキンエアコン うるさらX
空調専業メーカーダイキンは、ただ換気量を増やすだけで

なく、快適性も省エネ性も大切にする換気を追求。屋外か
ら新鮮な空気を取り込み、エアコンを運転しながら室内換
気が行えます。さらに他の部屋などからの隙間風の侵入も
抑えます。

しっかり換気で空気をリフレッシュ。
リクシル採風ドア（玄関ドア・玄関引戸・勝手口ドア）
採風ドアならドアに鍵をかけたまま、新鮮な空気を採り込
めます。採風部分には、網戸が付いているので、虫やホコ
リが入ってくる心配もありません。また、お客様を迎える玄
関ならではの気になるニオイや湿気防止にも！

引き戸タイプ

光や風とともに暮らすシャッター。
YKK リモコンスリットシャッターGR
スリットを開け閉めできるシャッターです。
外からの視線をカットするとともに、すだれのようにやわら
かな光や風を採り入れることができます。リモコン1つで簡
単に操作ができ、リフォームでの取付けも可能です。

風の「入口」と「出口」をつくる
窓を開けて換気する際は、1カ所
だけではなく、2カ所の窓を開け
ることが大切です。風の入口
と出口を設けることで
空気の通り道が生ま
れ、より効率的に換
気できます。

のポイント
2カ所開けると

風通しが良くな
るんだね

※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。 事前情報なしで観たので、最初は全体像がつか
めず、「？」的なこともあったのですが、だんだんと
線がつながっていく展開に思わず引き込まれてい
きました。

未解決な事件なので真相はわかりませんが、“も
しやこんな事だったのではないか？”と感じさせる
内容で、しかも別視点から人間ドラマにもなってお
り、思わず涙ぐむほど切なくなります。
小栗旬さんの演技が素晴らしく、また主題歌の

「振り子(Uru)」が、映画の切なさをより強く感じさせ
るのかもしれません。

この作品によって、普段の生活ができる今の自分
の幸せを感じて欲しいですね。
是非、観て欲しいおススメの１本です！

杉岡のご両親の２作品

～種類豊富なお弁当(¥500)～

デラックス・黒毛和牛焼肉・鶏南蛮・
ハンバーグ・酢豚弁当・霧島産黒豚と
んかつ弁当・チキンカツ塩唐揚げ弁
当ほか

↑デラックス

黒毛和牛焼肉
→

↓和プリン¥300

例

エアコン運転しながら
空気の入替え無給水加湿の

ホースを通して

屋外の新鮮な
空気を取り込み



３/２８ ２９ ３０ ３１ １ 先負 ２ 仏滅 ３ 大安

４ 赤口 ５ 先勝 ６ 友引 ７ 先負 ８ 仏滅 ９ 大安 １０ 赤口

１１ 先勝 １２ 先負 １３ 仏滅 １４ 大安 １５ 赤口 １６ 先勝 １７ 友引

１８ 先負 １９ 仏滅 ２０ 大安 ２１ 赤口 ２２ 先勝 ２３ 友引 ２４ 先負

２５ 仏滅 ２６ 大安 ２７ 赤口 ２８ 先勝 ２９ 友引

昭和の日

３０ 先負 ５/１

２/２８ １ 赤口 ２ 先勝 ３ 友引 ４ 先負 ５ 仏滅 ６ 大安

７ 赤口 ８ 先勝 ９ 友引 １０ 先負 １１ 仏滅 １２ 大安 １３ 友引

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

春分の日

２１ 仏滅 ２２ 大安 ２３ 赤口 ２４ 先勝 ２５ 友引 ２６ 先負 ２７ 仏滅

２８ 大安 ２９ 赤口 ３０ 先勝 ３１ 友引 ４/１ ２ ３

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

※次号スマイルは2021年5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

【ホワイトデー】3月14日。ホワイトデーは世界共通ではなく、日本オリジナルのイベント。ホワイトデーの起源に
はいくつかの説があるが、昭和後期以降に「贈り物にはお返しをする」という日本人の文化・習慣に着目した
日本の老舗菓子屋が、バレンタインデーのお返しに白いマシュマロを売り出したとする説が有力。当初は「マ
シュマロデー」と呼ばれていた。その後、様々なお菓子屋さんが、クッキーやキャンディなどを３月１４日に売り
出すようになったと言われている。

【拾得物の日】4月25日。1980年のこの日、ある男性がゴミ捨て場から1億円を拾ったことから設定されている。
この1億円事件は、当時の日本でかなりの話題となった。まず落ちていた場所が銀座で、しかも風呂敷に包ま
れていたという。どんな経緯で1億円もの大金がこんなことになってしまったのか、考えるだけで妄想が膨らむ。
ちなみにこの男性が拾ったお金で手に入れたのはマンション。大卒の平均初任給が11万円の時代に1億円と
いうのは紛れもなく大金である。実際に手に入れたのは、所得税を3,400万円引かれた6,600万円。
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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。


