
★トラッキング火災を防ぐ4つのポイント★
・タンスの裏側など、目の届きにくい場所のコンセントはなるべく使わない
・使っていない電気器具のプラグはコンセントから抜く
・コンセント周りをこまめに掃除する
・たこ足配線はしない

万が一、コンセントが焦げてしまった時は不用意に触れず、
安全ブレーカーを落としすぐに交換するようにしましょう。

北野エースで販売されている「くんせいドレッシング」をご
紹介します。こちらは松江市で製造され、独自製法で燻製
の香りを強く感じられるドレッシングです。味は２種類あり、
ひとつはくんせい玉ねぎドレッシング。玉ねぎの甘さと燻製
の香り、和風ドレッシングとはひと味違う酸味の少ないコク
深い味わいで、ローストビーフや唐揚げなどと相性抜群で
す。もうひとつのくんせいナッツドレッシングは、燻製の香
りの中にナッツのつぶつぶ感とクリーミーな味わいで、サ
ラダだけではなくバンバンジーやエビフライなどのソースと
しても使えます。どちらも美味しいのですが、私は断然ナッ
ツドレッシングの方をおすすめします。我が家もみんな大
好きで、サラダはもちろん、豆腐や冷しゃぶ、そうめんやポ
テトサラダにかけて食べています。１本あると本当になん
にでも使えて便利！皆さんもぜひお試しください。

秋まつりの準備で買い出しに行った際、ランチに寄りました。大きな窓があ
る明るく広々とした店内は開放感があり、とってもおしゃれ！ランチはコー
ス料理4種となっていて、わたし達は1650円のコースにしました。千葉県産
にこだわり、採れたてを使っているせいか野菜がとてもおいしく感じました。
メインはパスタとピザを選び2人でシェアするつもりでいましたが、店員さん
が察して予め半分ずつにしてテーブルに持ってきてくれました。こうした配
慮は嬉しいですね♡パスタも美味しかったのですが、大きな釜で焼いたピ
ザは香ばしくもちもちして、想像以上に美味しかったです。

本格イタリアンレストラン Bel e Moco (ベルエモコ)

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
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ヤマシナHPはお役立ち
情報がいっぱい！

ヤマシナ秋まつり開催しました！〈10月8日〉

スマイル Vol.108

《冬に増加するトラッキング火災に注意しましょう！》
乾燥した日が続くと心配なのは火災ですね。発生時期としては
12月〜3月までが多く特に注意が必要です。冬は暖房器具を使
うため火災が増える傾向にありますが、意外なところから出火し
ていることも…。家電による火災発生で電気ストーブの次に多い
のが差込プラグやコンセントなど配線器具からの出火です。これ
はいわゆるトラッキング現象といって、コンセントと電源プラグの
隙間に溜まった埃が空気中の湿気を吸収して次第に電気が通り
やすい状態となり、最後はショートし発火する現象のことです。

例年行われていた夏まつりを今年はヤマシナ秋まつり
として開催。イベントは3年ぶりということもあり心配し
ていましたが、当日は天候にも恵まれ、おかげさまで
大盛況でした～♪

ランチコース
¥1650

前菜、サラダ
スープ

パスタorピザ
ドリンク

かんたん、便利！
LINEでご相談

窓はパッと取り替えられます！

室外 室内

化粧カバー

今あるサッシ枠はそのまま

アタッチ枠
新しい窓 樹脂アングルカバー

窓の種類を変えて、気密性アップ
洗面所やトイレなどで使われてい
る「ガラスルーバー窓」を「すべり
出し窓」に取り替えることですきま
風をシャットアウトできます。

ワンランク上の断熱性能を実現
トリプルガラスのハイブリッド窓を採用するこ
とで、部屋の断熱性を高め、冬暖かく、夏涼し
い快適な生活を実現できます。

「開かない窓」を「開けられる窓」へ

壁などにはめ込まれて開閉できな
い「FIX窓」を、開けられる窓に取り

替えれば、換気や通風もバッチリ。
気になるニオイもスッキリできます。

ガラスルーバー窓 すべり出し窓 FIX窓 上げ下げ窓 今の窓(単体ガラス) リプラス(トリプルガラス)

内窓をつけて二重窓にする〈インプラス〉は多くの人がその良さを知るようになりましたが、
壁を壊さずに今ある窓を交換できる〈リプラス〉はご存じでしょうか。近年、窓周りの建材
は省エネ性、防犯性、防音性などの性能が大幅に向上し、窓のリフォームによって生活
環境が大きく改善される例も珍しくありません。ぜひ参考になさってください。

壁を壊さずスピーディーに窓交換！
リプラスの施工は、今の窓枠はそのままに
上から枠をかぶせるカバー工法。壁を壊さず
窓だけを交換することができます。おうちの
ダメージを最小限に抑えながら施工するた
め１日でリフォームすることができます。
（施工時間は現場によって異なります）

窓の種類もカラーも豊富ですので、快適かつ
イメージ通りのリフォームができますよ♪
※集合住宅は対応しておりません。

開閉しづらかった窓もスムーズに。さらに窓タイプ変更でお悩みもパッと解決!

詳しくはヤマシナスタッフまでご相談くださ～い

おススメの店

こちらのレストランはシミュレーションゴルフスタジオ
が併設されており、アフターゴルフランチなんてのも
あります。軽い運動の後はグラス片手にゆったりラン
チ・・・自分へのご褒美にこんなひと時があっても良い
のではないでしょうか。 吉田

ずら～っと並ぶ
ハーブティ。飲み放
題なので色々な味
が楽しめます♪

保育士さん募集!！

やましな訪問看護リハビリステーションに併設する重
症児デイサービス「キッズやましな」では、保育士さん
を募集しています。

〈仕事内容〉障害を持つ子供たちの
保育が中心です。（障害児の医療的
ケアは看護師が行います）
〈公募資格〉保育士または児童指導員
※詳細はお電話にてお問い合わせください。

日々がんばってる子供達にたくさんの笑顔を！
ご応募お待ちしています！0120-427-137(吉田)

リプラスのわかり
やすい動画はコチラ

来年も
お楽しみに



１１/２７ ２８ ２９ ３０ 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 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 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

１０/３０ ３１ １ 大安 ２ 赤口 ３ 先勝

文化の日

４ 友引 ５ 先負

６ 仏滅 ７ 大安 ８ 赤口 ９ 先勝 １０ 友引 １１ 先負 １２ 仏滅

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

２０ 赤口 ２１ 先勝 ２２ 友引 ２３ 先負

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

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

※スマイル次号は２０２３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

【アパート記念日】11月6日。1910年のこの日、東京・上野に日本初の木造アパートが完成した。そのア
パートは「上野倶楽部」という名前で、洋風の外観を持つ5階建て70室の賃貸アパートだった。上野公園
に隣接しており、洗面所・風呂・電話は共同、入浴時には居住者が実費を負担した。実際に住んでいた
人たちの職業は、公務員や会社員、教師が主で、独身者はおらず、日本人だけでなくロシアやフランス
などの外国人も住んでいた。また、詩人の西條八十はここで童謡『かなりあ』を作詞したと言われている。

●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。

【東京タワー完成の日】12月23日。1958年のこの日、東京・芝公園で「東京タワー」の完工式が行われた。
高さは333mでフランスのエッフェル塔の312mより高く、当時世界一の高さの建造物となった。計約4000ｔの
鋼材が使用されたが、その中でも特別展望台から上の部分に使用されている鉄材の原料には朝鮮戦争
後にスクラップされたアメリカ軍の戦車が使われている。これは当時の日本では良質の鋼材に恵まれず、
またアメリカにとっても旧式戦車を売却して新型戦車を製造した方がメリットが大きかったためである。

(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

LINEだ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！

ヤマシナ冬季休暇12/29～1/4

マンドリン
アンサンブル


