
風間通り沿いにあるインドカレー屋さんに行ってきました。広い店内は装
飾も音楽もインド調になっておりカレーを食べるぞ！という気持ちにさせて
くれます。カレーはもちろん、前菜やタンドリーチキンなど単品料理も豊富
にありますが、わたし達はランチメニューの中から、カレーを2種類選べる
“ツーカレーランチ” を注文。※カレー1種類の“ワンカレーランチ”もありま
す。同行のリカさんは、チキンカレー¥340と日替わりカレー(オクラ&チキ
ン) ¥360 、わたしはミックスベジタブル¥340とサグ(ほうれん草)ポテトカ
レー¥340をチョイスし、2人とも “ナンセット”(サラダ+ナン+炭焼きチキン
¥280)を付けました。お世辞抜きに「美味しい！」です。そのカレーごとにス
パイスの配合を変えていて深い味わいに感動しました。辛さは5段階から
選べ、辛いもの好きなわたしは「４激辛」にしました。これが想像以上に辛
く水をがぶ飲みする羽目に…皆さんも気を付けてくださいね。ナンはおか
わり自由でしたが、かなり大きいので1枚食べきるのがやっとでした。吉田

スマイル
Vol.105

カリワラ白井店

ツーカレー＋チーズナンセット

空き部屋全体を
収納スペースに

水廻りリフォーム タイミングの目安とは？

美味しいもの大好きな私が
話題の食品やお取り寄せ
サイトなどをご紹介します♡

川瀬

茅乃舎「海老だし」
8gX10袋1,188円(税込)

※ネット販売あり

今回ご紹介するのは茅乃舎のだしです。
茅乃舎というと焼きあごだしや野菜だしが有名ですが、私が
おすすめするのは「海老だし」です。こちらの商品はお値段
少し高めなのですが、原料に赤海老と甘海老、そして昆布
や帆立まで贅沢に使用したもので、封を開けた瞬間、香ば
しい海老の香りが広がります。煮出すとさらにその香りが強
まり、そのまま全部飲み干してしまいたくなるほど、上品な
良いお味でした。和洋中さまざまなお料理に合うと思います
が、このだしを使い私が作ったのは、だし巻き卵と海老そば。
どちらも家族に大好評でした。おうち時間が見直される昨今、
ちょっと良いおだしを使ってプチ贅沢
をしてみてはいかがでしょうか？

Vol.2海老だし

発行日：2022年3月1日
発行者：吉田･川瀬

結婚初期
自分たちのモノ
しかない

空いてしまった子供部屋を
収納スペースとして有効活用！
ライフステージの変化により使うモノは変わっていき、また
お子様の成長によってモノはどうしても増えがちに…。
あちこちにモノを置き、いざ使いたい時に「どこだっけ？」
と、探し手間取ることはありませんか？
そこで、お子様の独立などで空いたお部屋を有効活用！
収納スペースを1か所にまとめることでおうち全体をスッキリ
させることができますよ♪

ヴィータスパネルは、使いやすい棚やパイプがあらかじめ
ユニット化されてあり、押し入れやクローゼットの空間に
はめ込むだけ。パイプ位置は高さも奥行きも自由に移動
可能なので、暮らしの変化に合わせて簡単に棚板やフッ
クを設置することができます。

大工がお客様のご要望や使いやすさに合
わせ、棚やパイプを取付けます。

大工が使いやすい位置に棚を造作

空き部屋のクローゼット・押入れ
にはヴィータスパネルが便利！

空き部屋1か所を
収納スペースに

子育て期
子どもの成長とともに服やおもちゃ、
学用品などが多くなる

シニア期
子どもが独立して
も想い出の品が捨
てられず・趣味の
モノなどが増える

よく見ると隙間
がいっぱい！

階段の途中に
あふれたり…

手すりにかけて
あったり…

ヴィータスパネル
(押入れタイプ) スッキリ！ごちゃごちゃ…

※「空き部屋を収納スペースに」ご興味ある方はヤマシナスタッフまでご相談ください♪

守屋工事長のためになるブログ

《おうちの止水栓まわせますか？》

水漏れ修理や水廻り商品の交換工事を行う際、私たち
でも困ってしまうのが水道管の止水栓がまわらない時
です。水漏れの原因を調べたり、部品を交換するには
水を止めて作業する必要がありますが、止水栓があれ
ば、わざわざ元栓を閉めに行かなくてもそこで水を止め
ることができます。また、元栓を閉めることになると、
キッチンや風呂場など、建物全体の水廻りが長時間機
能しなくなってしまい、生活上、とても不便になります。

止水栓が回らない原因の多くは、止水栓に水垢や汚れ、
サビなどが発生し固着してしまうから。止水栓はどのタ
イプもほぼマイナスドライバーで開け閉めができます。
普段は触らないところですが、何年も動かさないと、い
ざという時まわらなくなることもあるので、年に一度くら
いはご自身で点検してみてください。

化学調味料・保存料
無添加もウレシイ♪

洗面台の止水栓

ヤマシナではリフォーム後のアフター
フォローも重要と考えています。お引
き渡し後もご希望により点検やアフ
ターサービスをさせていただき、責任
をもってサポートしています。『あなた
のハウスドクター』として末永いお付
き合いをしていきたいと思っています。

「工事をしたらそれで終わり」
ではありません！

小さなお困り事も
ご相談ください！

お客様サポート 前川

おススメの店

白井市富士267-6
TEL. 047-404-3116
ランチ11:00-15:00
土・日・祝
ランチ11:00-15:00
※ディナーもあります

ツーカレー＋ナンセット

激うまの
濃いラッシー

「インド弁当」も
あります♪

キッチン 機器点検・機器交換〈15年～20年が目安〉
レンジフードの誤作動やIHコンロの不具合、ガスコンロの点火不良、
扉のたてつけなどの不具合が起こりやすくなります。

浴室 点検・部品交換・シーリング打ち替え〈10年～15年が目安〉
シーリング材の劣化、ドアや換気扇、水栓の不具合等が徐々に出
始めます。また、在来工法（タイル貼りのお風呂等）は、タイル本体・
目地のひび割れ、はがれによる水漏れも発生しやすくなります。

トイレ 点検・交換〈10年が目安〉
温水洗浄便座は水と電気を使用するため10年くらいでの
点検を推奨します。（各メーカー有料点検サービスあり）

☆不具合を放置しておくとかえって破損・漏水などで修理
費が嵩み、交換なども必要になってきます。早めのメン
テナンスで水廻り製品を少しでも長持ちさせましょう。

トイレの止水栓



３/２７ 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 友引 １３ 先負 １４ 仏滅 １５ 大安 １６ 赤口

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

２４ 友引 ２５ 先負 ２６ 仏滅 ２７ 大安 ２８ 赤口 ２９ 先勝

昭和の日

３０ 友引

２/２７ ２８ １ 大安 ２ 赤口 ３ 友引 ４ 先勝 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

春分の日

２２ 先負 ２３ 仏滅 ２４ 大安 ２５ 赤口 ２６ 先勝

２７ 友引 ２８ 先負 ２９ 仏滅 ３０ 大安 ３１ 赤口 ４/１ ２

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

※次号スマイルは２０２２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

【八百屋お七の日】3月29日。1683年のこの日、18歳の八百屋の娘・お七が、放火の罪で火あぶりの極刑に
処せられた。前年に発生した大火事でお七の家は燃えてしまい親と寺に避難したが、寺小姓・生田庄之介と
出会い恋仲になった。やがて店が建て直され一家は寺を引き払ったが、お七は庄之介のことが忘れられず、
もう一度火事になれば庄之介に会えると放火に及び、御用となった。八百屋お七は、井原西鶴の『好色五人
女』に取り上げられ広く知られるようになり、文学や歌舞伎など多様な諸作品の主人公になっている。

●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。

【拾得物の日】4月25日。1980年のこの日、ある男性が銀座で1億円を拾ったことから設定された。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。結局、落とし主は現れず、男性は所得税を
3,400万円引かれた6,600万円を手に入れ、2年後マンションを購入した。この1億円事件は、当時の日本でか
なりの話題となった。男性は全国的に名前が知れ渡ってしまい、脅迫の電話や手紙を受けるハメに…。
もしかするとマンションの購入は、そのドタバタの期間に“落ちついた日常”を夢みた結果なのかも知れない。

(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。

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
８ ９ １０ １１ １２ １３ １４
１５ １６ １７ １８ １９ ２０ ２１
２２ ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８
２９ ３０ ３１

日 月 火 水 木 金 土

１ ２ ３ ４
５ ６ ７ ８ ９ １０ １１
１２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
１９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５
２６ ２７ ２８ ２９ ３０


