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感謝の気持ちで36年 。

私達は親身になっての「まごころ施工」と、いつも「おかげさま」の心根をもった家まもりに徹します。
家まもりとは、住む人の身になつて大切に家を守る事を仕事とします。

京都でも春一番がふき、もうすぐ暖かな春が訪れます。

新聞紙上ではぶつそうな事件があちらこちらで発生し、心おだ

やかになかなか過こせない昨今ですね。

皆様寒かつた1月 2月 体調をくずされていませんか?お伺い申

し上げます。

私事で恐縮ですが毎年2月 になるとささやかな楽しみ事があ

ります。それは大阪にある明浄学院高等学校吹奏楽部定期演

奏会を聞きに行く事なのです。今年も又知人からチケットを

頂き、2月 14日 大阪NHKホールを訪れました。明浄学院はい

ろんな大会にも出場され、金賞を|よ じめ沢山受賞されている

有名校です。今回も情熱的で元気一杯。一生懸命に演じてお

られる姿|よ「感動Jの言葉につきます。
庭のあせびの花がふくらんできました。

人 |よ言葉を発する事がなくても、一生懸命されている態度

を見るだけで、心に深く伝わる物があります。そんな暖かなすばらししヽ余韻を残し、夜布団に

入ると50年も前の自分自身の高校時代が走馬燈の様に浮かんできます。生きてしヽるとつらい

事、受け入れにくい事等が自分にふりかかつてきます。今日の事は夜寝る3寺 にわすれてしまい、

楽しかつた事だけを心の中に置いておこう。そして明日も元気で働けます様にと両手を合わ

せ布団の申で感謝をする私の毎日です。皆様にも楽しいと思える時が訪れます様に。

つ かもとあ けみ

こ報告
認知症サポーター養成講座を受講しました

先日京都府が開催された認矢□症のお話を聞いてきましたc私も

60歳後半となり、いつかは自分も認矢□症になるかもと少し不安

があります。しつかりとお話を聞きました。認矢0症とは、いろいろ

な原因で脳の細胞が損傷を受けたり、働きが悪くなる事で脳の

認lll機 能が低下し、さまざまな生活の

しづらさが現れる状態を指します。

お電話でのこ相談は下記に設置されて

います。llJ」 えば)

京都府認矢□症 コールセンター

9120‐ 294-677

大切な家族のために認矢口症を理解しよ

うとの大切な勉強会でした。当店 |よ京

都高齢者あんしんサポート企業です。

今年1月 中頃には近年まれの大雪が

ふりました。西京区の洛西ニユータ

ウンや桂坂にお住まいのお宅はそ

の被害が多かつた様です。大屋根に

つもつた雪が一度に下屋根に落ち

てトユやテラスの屋根・ガレージの

屋根を直撃したのです。当店もお仕

事をさせて頂きました。そんな時、

火災保険や火災共済に加入されて

おられたら内容を確認下さい。風水

害や雪にも保険対応になつている

場合が多いのです。もし保険対応に

なつていたらこFlj用 しなしヽと損をし

ま軌 当店は保険対応工事もOKで魂



どんな事でもお気軽にこ相談下さい!
介護リフォームも
おまかせ下さい。

二級建築士。防犯設備主の

春もそこまで来ているこの季節、引越しや移動

をお考えの方々もいらつしゃると思います。そ

の新生活にまずカロわるのが、新居の「鍵Jでは

なし1で しょうか?鍵の取り扱いを重要視するこ

とで、住居のセキュリティーを保つ要素になり

ますが、逆に疎かにすることにより、セキュリ

テイー|よ格段に下がることになります。

この鍵の取り扱いについて、当店で鍵の交換を

こ依頼されたお客様に|よ□頭で説明させて頂

いてきましたが、一部メディアで1青報開示され

たこともありますので、今回の記事で取り上げ

てみたいと思います。

通常、鍵は3本から5本で1セットになつている

ことが多いですが、3本ですとこ家族分準備し

ようと思うと、本数が足りない場合があります。

その対処策として必要分の合鍵を作製するこ

とになるのですが、この合鍵を作製する手段と

して、一般的に思いつくのは金物店やホームセ

ンター等での合鍵作成かと思います。

ただ、この方法ですと作成者の技量により仕上

がりが左右されることもあり、高度な仕上げが

必要な鍵ですとマッチングしなしヽ場合もありま

すので、当店にて合鍵作成を受注する場合 |よ、

確実にマッチングする鍵を複製してお渡しする

よう心掛けてます。

その確実な複製品と|よ、メーカーに同じ鍵を作

成してもらう方法になります。

メディアで情報開示されたこの方法は今に始

まつたことではなく、業界で|よかなり前から普

通に行われていた方法になり、特別な方法でも

難しい方法でもありません。

情報開示により、消費者の防犯意識を高める□

的と思われがちですが、逆に言えば悪用する方

法を提供したという考えもあり、対策を施さな

いと、格段にセキュリティーを下げてしまうこ

とになります。

このニュースi/タ ーはオープンソースでもあり

ますので、敢えて方法までは明記しませんが、

この方法であればお持ちの鍵を数秒お借りす

るだけで合鍵が作れます。

当店では、今回の情報に対応できる方法もこ提

供させて頂いてます。こ自身での対処が難しい

場合の対応もお受け致してます。お気軽にこ相

談下さい。
      塚 本 康 仁

折込みチラシにお安く提供されている給湯器。
いい物が安く売られる事|ようれしい限りです。
しかしチョッと考えて下さい。こ自身のお宅に

適している機種かわかりますか?当店 |ま お使
い頂くお宅のこ希望に合つた機種を選定し、お

安くこ提供します。給湯

器 |ま 突然つぶれます。

大きな音や温度ムラが

出だすと赤信号。

(耐用年数 |よ 10年前後

です。)

合年もチームつかもとの新年会を先斗
雷]の有喜屋さんで開催しました。おそば
がおいしくて毎回大好評です。今年もこ
のメンバーが皆様のお宅を訪間させて頂
しヽた節に|よようしくお願いします。

…1よ



チョッと便利な商品「懐中電灯付LEDセンサースリム」
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我が家は猫を飼っています。寝室は2階で猫も一緒に寝ているので、猫

がしヽつでも出入り出来るように少し扉を開けて寝ています。帰りが遅く

なることが多い主人は先に寝ている私を気遺つて、階段の電気をつけ

ない状態で階段の上り下りをしていました。主人は視力が悪いので危

ないから電気をつけて欲しいと言つても、起こしたら申し訳ないから大

丈夫と言つて階段の電気をつけませんでした。そこで階段における電

池式の人感センサー付きの足元灯を置こうという事になり色々探しまし

た。そして見つけたのは、電池式・LEDライト・人感センサー・脱着

式ホルダーで固定可能 。脱着式ホルダーから取り外せば懐中電灯とし

て持ち運び可能の懐中電灯付 LEDセンサーライトです。値段も思つて

いたより安かつたので大丈夫かな?と不安もありましたが、実際に置い

てみるとセンサーの反応もよく、明るさは思つていたより明るくはないで

■、

すが、足元灯としては十分です。非常時に防災用ランタン・懐中電灯としても使えるので置いておくだ

けで安心です。危ないなと思いつつまた今度でいいか 。・・と先延ばしにしてケガをしてから後悔して

も取り返しがつきません。相手の事を思つてした行動でケガをしてしまったら元も子もないですもんね。

詳しくお知りになりたい方はリフォームセンターつかもとまでご連絡ください。

やまぐち ま き

キッチン難華蓋議率がギすとア管プ碁
~■■

=■'                   
■■■■■1■1■

==|■
|■F■111'

彙T3姜 ン̈警餐う専なで■ ン,準陰各書魅番:締t

壽蓬彗恣3■ふ議贅剤
=け

纂 るかリサ本―卜しまT

ナイアガラフ●―方式
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| リクシルユニット} .ゝ、 シスーテムキッチン、
: トイン、洗画化粧台‐が新しく―なりました。
1 先日リクシル京都ショールームにて

1  新商品説明1会に参加し―てきました。

①システムキッチンには
シンクの形状が新しくなりました。

汚れを広げず、すばやく汚れをキレイに洗い

流せます。(ナイアガラフEIl―式 )

業界Nol収納カキッチン、ドアポケット(パタ

バタ君)等が大きく使いやすくなりました。

②ユニットバスには
フルフォールシャワーやロング浴槽等、心地よさを追求
した品です。もちろん床のおそうじもスポンジでラクに

キレイになります。これから大活躍するシャワーは、ハン
ドシヤワーで手軽にオーバーヘッドシャヮーの心地よさ
を味わえます。

トイレに設置のシャワートイレも強力なターボシャワーが
つひた機種も発売されました。ずっと暮らしやすしヽ住ま
しヽのつくりかたを当店がお手伝ひします。他のメーカー

の取り扱いもしております。ショールームヘのご案内も
させて頂きますのでご遠慮なくお申し付け下さいませ。
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2月 のある日主人が右足をぐねりました。当日は痛みなく就寝。2日 目少し足に痛みを感じ整形外科で受診

じ骨折なし、アキレス腱も切れてなくレントゲンとシップを出され帰宅。(治療は特別なし)ところがその夜

痛くて寝られずロキソニンを飲んでやつと就寝できた状態。でも痛くて歩くのが大変。ぐねった3日後に私

がお世話になつている「名倉堂いながわ接骨院」にてしつかり治療をしてもらいました。するとビックリ4日

目の朝には痛みがやわらい

でいたんです。今は普通に

過ごしています。うれしく

なつてこのニュースレター

に書いてしまいました。皆

様も痛い時は院長さんにご

相談されるのもいいかも。

(広告代はもらっていません)

彎錮i鑽IT選i
:労災・交通事故  |
:健康保険取り扱い

|

瑾鶴鶴
°
「]争琴| 京都市内はもちろん滋賀県、

大阪市内も工事OKです

当店はリフォーム全般及び家の修繕工事すべて迄を「家まもり」としての自覚の元に施工しております。

自社内で解体～仕上げまで行える施工内容も多々ありますが、いつも「チームつかもと」スタッフがすべて
をバックアップ致します。主婦目線と匠の技で家族が安らぐリフォームのご提供をさせて頂きます。

難塁本明美 保有資格
増改築相談員、住宅断熱施工技術者、屋上緑化推進マイスター、ラ
イフオーガナイザーニ級、健康住宅アドバイザー、LIXILリ フォーム

ネット水まわリマイスター

選堅本康堡 保有資格
二級建築士 (管理建築士兼任 )、 既存木造住宅耐震診断、京都府地
震被災建築物応急危険度判断士、第二種電気工事士、防犯設備士、

小型車両系建築特別教育終了、」ILCOM通信傍受対策技師二種、
GSSガス機器設置スペシャリスト、」OTO FRPグリット基礎補強
王法設計施工技術者、ARS工法施工技術者
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り 今のニュースレターも今年で10年目になり畿す。今回もお読み下さり感謝です。おおきに qp
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