
小雨降るお昼時、古民家でランチという旅番組のような体験をしてきました。
通りからお店は全く見えないのですが、丸山ゴルフセンター駐車場を抜けると
茅葺屋根の立派な古民家が現れました。民家の中は広く、大木の梁や懐か
いガラス戸、鎌などの農具も飾ってあり、まるでタイムトリップしたみたい。畳
ですがテーブル席のため食事もしやすくなっています。わたし達は北海釜飯
御膳とさんかい御膳を注文しました。海老、鮭、帆立、筍をのせた北海釜めし
はテーブルに置かれたあと、焚き上がるまで30分ほど待ちます。炊けたところ
にイクラを投入。わお！魚介の旨味が沁み込んだご飯がめっちゃ美味しい！
さんかい御膳の方は、前菜、刺身、天ぷらや茶わん蒸し、ごはん、味噌汁な
ど、少しずつ色々な味が楽しみたい方におススメです。風情あるこんなお店
がこんな近くにあったなんて！しかもランチタイムは挽きたての珈琲が何杯で
も味わえ、ほんとうにゆったり過ごすことができます。
会席コースもあるようなので法事などにも使いやすいと思いますよ。 吉田

こんにちは。

事務業務を担当させ
ていただいている川瀬
です。いつも笑顔で、
丁寧な対応ができる
よう心掛けています。

不慣れでご迷惑をか
けることもあるかもし
れませんが、精一杯
がんばりますので
よろしくお願い
いたします。

船橋市丸山4-8-1
TEL. 047-402-6649
[日・祝・月～木]
11:00～22:30
[金・土・祝前日]
11:00～23:00
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古民家さんかい亭

マグネットがつく壁「マグピタボード」で壁を有効活用‼

壁に収納スペースを作れば、お部屋が便利で楽しい空間になりますよ♪

おススメの店

※「マグピタボード」についてご興味がある方はヤマシナスタッフまでご相談ください。

さんかい御膳
¥1780(税別)

新スタッフ
紹介！

10月から新スタッフが加わりました！
皆さまのご不満やご不安なことなどをお伺い
いたしますので、お気軽にお声がけください。

川瀬真由美
（かわせまゆみ）

前川和子
（まえかわかずこ）

はじめまして。お客様
サポート担当の前川
と申します。

お客様のお困りごとや
ご不便を少しでも早く
解消できるよう、持ち
前の笑顔で務めてま
いります。
どうぞよろしく
お願いいたします！

社長退任のご挨拶

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて 私こと山品和宏は、このたび 代表取締役社長を退任いたしました。

３５歳で社長に就任し、２２年の社長在任中は公私ともに格別のご厚情を
賜り、まことにありがとうございました。厚く御礼申しあげます。

時代の大きな変化にともない、社長を次世代に承継し、私も会長として
関わりながら、新たなチャレンジをしていきたいと思います。

後任には、安宅恒夫が就任いたしました。
私同様、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
まずは略儀ながら書中をもちましてご挨拶申しあげます。

代表取締役会長 山品和宏

特別企画 GO!GO!ショールームツアーに
参加しました！

「お風呂と洗面所のリフォームをお願いする
際、ショールームツアーに参加しました。
同行していただきながら、ユニットバスなど
の現物を見られた事や自分仕様にカスタマ
イズできた事がとても良かったです。
毎日のバスタイムがとても快適になり家族全
員とても喜んでいます。ありがとうございま
した。」〈鎌ヶ谷市東初富 S様〉

★キッチン・ユニットバスなどはメーカーの

ショールームで実際に見て体験した方が、リ
フォーム後のイメージがつきやすいのでお勧め
です。わたし達が同行することで適切なアドバ
イスもできますので、ぜひお声がけくださいね。

POINT

１
不燃建材だから
キッチンにも安心

マグネットがつく壁「マグピタボード」をキッチンの壁
面に設置。マグネットでくっつけて壁面に収納すれ
ば、調理スペースが広く確保できて料理がしやすい
キッチンになります。

POINT

３ マグネットで自由自在

壁を傷つけず、メモやプリント類をマグネットで
ペタッと掲示できます。画鋲が不要なのでお子
様の部屋も安心です。
数字や文字などの
マグネットをペタペタ
はって、遊びながら
学ぶこともできます。

マグピタボード

POINT

２ お掃除はサッとひと拭き

汚れても、衛生的・耐汚染性に
優れているのでお掃除もカンタン！

POINT

４ 施工性がよい

丸のこでカットが可能なので
サイズの変更にも対応でき
ます。棚をマグネットで張り
付ければ、ごちゃつきがちな
洗面所でもスッキリ収納でき
ますね♪

マグネット

疲れた時は
猫(5才)に癒して
もらってます♥

マグネット棚

趣味はアロマテ
ラピーです。ご
興味ある方はお
声がけください!

天ぷら
茶碗蒸し

刺身

果物北海釜めし御膳
¥1480(税別)

お客様の声

社長就任のご挨拶

ヤマシナ会員の皆様こんにちは。
１０月から社長に就任いたしました安宅（あたか）です。

就任前は、主にゼネコン・ハウスメーカー・工務店など、法人のお客様を
担当させていただいておりました。
実は、数年前にリフォーム責任者も兼任していた時期があり、『スタッフ
より』にコメントを書かせていただいたこともありました。

ここ２年くらいで２０代の若い社員が増えました。従来の社員・若い社員と
共に、お客様の期待を超えていけるよう頑張ります。

コロナ感染状況にもよりますが、止まっていたイベントなども春以降に再開
していく予定です。皆様にお会いできる日を楽しみにしています！

どうぞ、よろしくお願いいたします。

代表取締役社長 安宅恒夫

〈お知らせ〉新型コロナ感染拡大防止のため、マンドリンアンサンブルは開催しません。 何卒ご理解下さいますよう、お願いいたします。



１１/２８ ２９ ３０ １ 赤口 ２ 先勝 ３ 友引 ４ 大安

５ 赤口 ６ 先勝 ７ 友引 ８ 先負 ９ 仏滅 １０ 大安 １１ 赤口

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 ２４ 先勝 ２５ 友引

２６ 先負 ２７ 仏滅 ２８ 大安 ２９ 赤口 ３０ 先勝 ３１ 友引 2022年１/１

１０/３１ １ 大安 ２ 赤口 ３ 先勝

文化の日

４ 友引 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 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

勤労感謝の日

２４ 大安 ２５ 赤口 ２６ 先勝 ２７ 友引

２８ 先負 ２９ 仏滅 ３０ 大安 １２/１ ２ ３ ４

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

※次号スマイルは2022年1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

【換気の日】11月9日。日付は「いい（11）くう（9）き」（いい空気）と読む語呂合わせから。最近の住宅はアルミ
サッシの普及などで気密性が高く十分な換気が行われず、結露やカビが発生することもある。そこで、室内の
換気を見直すことを目的として日本電機工業会が1987年に制定した。室内では一日あたり10リットル以上の
水蒸気が毎日発生している。これを放っておくと外気との温度差によって結露が生じ、建物だけでなく、私たち
の身体にも影響を与える可能性が…。住まいと大切な家族の健康を守るためにも居室換気は大切である。
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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
※HPお問合せフォームからも受付いたします。

【国際障がい者デー】1982年12月3日。この日「障がい者に関する世界行動計画」が国連総会において採択さ
れ、国際障がい者デーと制定された。日本では内閣府により12月3日から9日までが「障がい者週間」と定めら
れ、変わるべきは障がい者個人ではなく社会の方であるとの認識も広がってきている。国民の間に広く障が
い者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会・経済・文化・その他あらゆる分野の活
動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としている。

ヤマシナ冬季休暇 （１/３まで）

(株)ヤマシナ商事

ヤマシナではアルコール消毒、マスク着用はもちろん、次亜塩
素酸 空間除菌脱臭機「ジアイーノ」、CO2センサー、サーキュ
レーター、アクリルパーテーションを設置し、こまめな換気をしな
がらより一層のコロナ対策に取り組んでおります。
どうぞ、安心してショールームにお越しください。


