
お客さまのお宅で現地調査した帰り、杉岡と二和向台駅近くにあるイタリア
ンレストランでランチをしてきました。一軒家を改装しているようで店に一歩
入るとそこは“おうちの玄関”。スリッパが並べられご近所さんちにお邪魔す
るような気分になりますが、店内はイタリアっぽく装飾されいてギャップが面
白いです♪ランチメニューはセットからコースまで6種類ありますが、わたし
達はCランチ(前菜盛り合わせ、お好みのパスタ、ドリンク1,320円)にしました。
前菜は、生ハムやサラミ、砂肝などの肉系と烏賊のマリネや海老などの魚
介が盛られており、一つ一つの味が楽しめます。あー白ワインが飲みた
い！(←ダメよ仕事中!)さてパスタですが、わたしはいかとキャベツ、杉岡は
しらすと長ネギのどちらもオイルソースあっさり系にしました。「辛いのは好
きだけどしょっぱいのは嫌い」なわたしにとっては丁度良い塩加減でした。
この内容でこのお値段はかなりお得だと思います。他のランチメニューも食
べてみたい！皆さんもお近くに行った際は訪ねてみてくださいね。 吉田
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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

〈米久夢工場 〉アップル
スモークベーコン
約700g 1,790円 (税込)

今回は大型倉庫型スーパーで有名なコストコにある商品をご
紹介します。最近はテレビでもよく紹介しているので利用され
ている方も多いと思います。コストコにはたくさんの商品があり、
迷いながらも毎回大量買いしてしまう私ですが、必ずリピート

購入しているのがアップルスモークベーコンです！
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お庭が負担だと感じていませんか？
庭づくりに精を出していた頃もあったけど、今では草むしりも億劫に…。これからの季
節、雑草に寄ってくる蚊にも悩まされそうですね。高齢で庭の管理ができなくなり維持管
理に手を焼いている方も多いのではないでしょうか。せっかくの庭を負担に感じてしまっ

ていたら、それは「庭じまい」を考えるタイミングかもしれません。※庭じまいとは・・・庭
から不要な庭木や庭石を取り除き、手入れが楽で綺麗な状態を保てる庭にすること。

人工芝にすることで雑草除去作業から解放され、つまづく心配もない安全で快適なお庭に
なりました。冬でも青々とした芝は道路からの目線もリビングからの眺めもきれいですね。

守屋工事長のためになるブログ

《延長コードにも寿命があります》
どこのお宅でも意識せず使っているであろう延長コード。
実は寿命があるということをご存じですか。何だか永遠に使える気も
しますが、古くなった延長コードは使い続けると危険（怪我、火災など）
を生じるおそれがあります。そこで、交換のタイミングを見る安全点検
６項目がありますので、参考になさってください。

□電源タップ、コード、電源プラグは熱くなっていませんか？
□コードを動かすと、使用中の器具が点いたり、消えたりしませんか？
□電源プラグの栓刃の根元が焦げたり、溶けたりしていませんか？
□電源プラグの抜き差しがゆるくなっていませんか？
□本体やコードにひび割れ、キズがありませんか？
□電源プラグの栓刃が曲がっていませんか？

ぜひ安全点検を行い、交換の目安としてください。
また、コンセントの口数を増やしたり、必要なところにコン
セントを増設するなどの工事もできますのでご相談ください。

LINEでヤマシナと友だちになると、

写真送信やご相談・お見積り依頼

がカンタンです。

まずは友だち登録を

して、トークメッセージ

からご連絡ください！

友だち
募集中

LINE 公式アカウント

@361zgujk

友だち登録で
お得なクーポン
ゲットしよう！

船橋市二和東5-25-19
TEL. 047-440-4068
ランチ11:30〜15:00 
ディナー17:30〜23:00
月曜日・第1火曜日

今年度の新入社員は3名で、
本社法人営業部に1名、横浜
営業所に2名配属予定です。
ピッカピカの新人達をよろしく
お願いいたします！

ただ庭じまいをするだけではなく、外構リフォームによってドッグランにチェンジしたり駐車場にしたりと、庭の
手入れに悩まされることなく土地を有意義に使えるようになります。綺麗な状態を保ち、新たな活用ができる
よう、自分に合った庭じまいをしていきましょう。お庭のお困り事はヤマシナスタッフまでご相談ください。

庭石撤去

そのまま置いておく方が多いですが、大きな庭石を撤去したい
場合は重機で運んだり、運べる大きさになるまで粉砕したりし
ます（処分費用がかかります）。

「残す庭木」「処分する庭木」を分けましょう。庭木が隣家や電
線まで伸びてしまっている場合は伐採、抜根、剪定などをして
処分します。

庭木の処分

庭池を埋める、コンクリートを打つ、人工芝を敷く、雑草が生え
ないように除草シートを張る・・・など、さまざまな方法でそのお
宅に合った庭づくりができます。

その他

施工事例

砂利地から
人口芝へ

岩田幸大 瀬崎誠也 上田祥平

新しいスタッフをご紹介します！

ヤマシナホーム
ぺージはお役立ち
情報がいっぱい！

おススメの店

しらすと長ねぎ
のスパゲッティ

5月からリフォームお客様担当になり
ました森下と申します。会員様はじめ
お客様一人ひとりに寄り添い、笑顔と
満足をご提供できるよう一生懸命が
んばります！皆さまからいただく感謝
の気持ちが何よりの原動力です！
至らない点も多々あると思いますが、
どうぞよろしくお願いいたします。

森下隆博

新たに
リフォームメンバー
が加わりました！

映画や食べることが大好きです♪

そのままでも食べられ
るおいしいベーコン♪

このベーコンは林檎の木で燻製にしたベーコンで、隠し
味にも林檎果汁が使われています。甘みがあって
ジューシーで、焼いただけで立派なおかずやつまみに
もなり、うちの子供たちもこれだけでご飯を何杯も食べ
てくれます(笑)小分けして冷凍保存もできるので、いろ
いろな料理に使っています。ベーコンの冷凍ストックが
なくなると不安になるくらい大好きな商品です。
来店する機会がありましたら、ぜひお試しください。
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※次号スマイルは２０２２年７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

【国際アムネスティ記念日】5月28日。1961年のこの日、政治的権力による人権侵害などから守るための国
際的な民間団体アムネスティ・インターナショナルが発足した。アムネスティ・インターナショナルは国際連合
との協議資格をもつ、国際的に影響力の大きい非政府組織（NGO）である。国際法に則って、死刑の廃止、
人権擁護、難民救済など、良心の囚人を救済、支援する活動を行っている国境を超えた自発的な市民運動
が「自由、正義、そして平和の礎をもたらした」として、1977年にノーベル平和賞を受賞した。

●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。

【世界難民の日】6月20日。2000年、国連総会にて 「世界難民の日」（World Refugee Day）とすることが決議さ
れた。この日は従来「アフリカ難民の日」（Africa Refugee Day）だったが、難民の保護と支援に対する世界的
な関心を高め、国連難民口頭弁務官事務所(UNHCR)を含む国連機関やNGOによる活動に理解と支援を深め
る日にするため、世界難民の日として制定された。UNHCRによると、2019年時点の世界の難民は7950万人。
2019年の間に新たに1,100万人が難民となった。世界人口の１％、97人に１人が難民であることになる。

(株)ヤマシナ商事

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 ３１

ヤマシナ休業日

ゴールデンウィーク休業のお知らせ

誠に勝手ながら、以下の期間を休業とさせていただきます。
４月２９日（金）～５月８日（日）
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう、
よろしくお願い申し上げます。


