ペットボトルのキャップを
集めて世界の子供達にワクチンを届けよう！
エコキャップ運動にご協力下さい！

お祭り参加条件として、お一人様１個以上
出来るだけ沢山お持ち下さいね！

●住宅版エコポイント応援キャンペーン

窓廻りのエコポイント対象商品展示(窓の断熱改修：内窓
設置・二重サッシ化)、窓交換、ガラス交換(複層ガラス化)
外壁・天井・床の断熱材の展示・資料も多数あります。

窓・断熱等のエコリフォーム商品展示

キャップ回収期間
2010.4月1日～2010.5月31日まで
エコキャップ運動協賛メーカー：㈱ハウステック
●ＩＨクッキングヒーター料理教室

４月１８日
１８日(日)

エコキュートキャンペーン
４月１７日より１ヶ月間限定

ズバリ定価の
５０％ＯＦＦ

家庭で使うエネルギーの内、「給湯」
が占める割合は、全体の約３分の１．
この部分で電気代がお得なエコキュートに。

オール電化と相性抜群の商品です。国の補助金制度等
の利用ができる今がチャンスです！
また、床暖の柔らかな暖かさも体感下さい。

床暖房・太陽光発電デモ機展示

キッチンスタジオ｢栖｣
当社に展示してある、システムキッチン・バス・洗面化粧台を

参加者募集中！

布小物・ビーズ・髪飾り・壁掛け・バック・トールペイント
カントリードール・ベビースリング・スィーツデコ
和布・着物リフォーム・など、多数品ぞろえ！

その他
朝焼きたてパン・ケーキ
和菓子など会場内にいい匂いがたちこめます！
休憩コーナーにて
コーヒー・ジュースの無料サービスもあります！
●キッズコーナー

午後の部

10:30～
10:30～12:30

14:00～
14:00～16:00

今回のメニュー

※光熱費診断サービス同時受付します。
西工務店の｢匠｣たちによる

竹馬・コマまわし・羽つきなど
会場に用意してあります。
おじいちゃん・おばあちゃん
お父さん・お母さんと沢山
遊んで帰ってね！＾＾

下水道工事に伴い、水廻りとＬＤＫのリフォームを計
収納力もたっぷりの対面式キッチン。
新鮮リフォーム
画。
明るく開放的な空間になりました.
お客様のご希望で、モノトーンでシンプルな空間へと 紙 上 完 成 見 学 会
生まれ変わりました。テーブルは以前のキッチンに～ペットも快適なモダン空間へ～
使ってあったカウンターを再利用した当社オリジナル。

●包丁研ぎ・まな板削り
Ｈ21年 11月 完 成
斐川町 Ａ様邸

１本・１枚につき、エコキャップ
※お一人様３本まで！

●ヒゲ専務の無料リフォーム相談会

１５年間の大工としての現場経験と２０年
余りに及ぶリフォーム現場経験を元に
部屋の模様替えから大規模リフォームまで、

当社で施工したリフォーム現場の写真をパネルにして多数
展示します。２階休憩コーナーの掲示スペースも一新して、
より見やすくなりました。ゆっくりと御覧下さい。そして自分
好みの１枚を必ず探し出して下さい！
あなたのリフォームのヒントが必ず見つかるはずです。

●リフォームパネル展示

あつ
あつ

スーパーボールすくい
昔の遊びコーナー

恒例の「春色新鮮リフォーム祭り
が、やってまいりました！今回は
「エコ」
エコ」をメインテーマに楽しい
こと、お得な報、盛り沢山で企画
をしています。お茶飲みがてら是
非お立ち寄り下さい！
スタッフ一同,お待ちしています。

午前の部

中国電力さんによる簡単レシピの料理教室です。

「手作りサークル栖(すみか)」会員さんの作品
●手作り作品展示・販売

(参加無料、先着各５名様程度)
参加無料、先着各５名様程度)

愛犬「小夏」も快適に暮らせるよう、
床・壁をペット専用仕様になっています。
ソファーの上で満足顔の「小夏」です.

メインの入口には
ペット専用の
入口も付けました。

●親子ふれあい工作

栖クラブの男達が、日頃の
感謝を込めて、美味しい
一杯を作ります！
「ありがとう」の
気持ちをご賞
豚汁無料サービス

おもちゃ
絵本コーナー
もありますよ！

●粗品プレゼント
引換券を必ず
お持ち下さいね！

～ 編 集 後 記 ～

ペット専用の
入口も付けました。
私事ですが、我が家の娘も中学を卒業、受験、入学と慌しい春となりました.同じ

簡単に出来るミニ工作を用意
しています。親子で楽しくふれ
合いながらの物づくりを体験し
て帰って下さいね＾＾

学び舎で一緒に過ごした友達や先生、部活で共に頑張った仲間や後輩との別れ.
そして、高校での新たな出会い.この出会いの中から、一生付合っていくような大
切な出会いが必ずあるはずです.それを大事にし自分自身も人からそう思ってもら
える様な人になって欲しいと願う母なのでした.当社のリフォーム祭りでも、その都
度大切な出会いが必ずあります.今回のイベントでも、一人でも多くのお客様にそう
思っていただけるよう、精一杯の対応が出来たらと考えております.今話題の住宅
版エコポイントを中心に、楽しいこと、為になること満載で企画しております.お茶
飲みがてらお気軽にお立ち寄り下さい.お待ちしています.
岩田

(有) 西 工 務 店
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ヒゲ専務の＜住宅リフォームのポイント＞

一つの家には、一人ではなく複数の人達が生活している場合が殆どですよね。
それぞれ年齢も、性別も、趣味までもが違うのが当たり前と思って良いでしょう。時には家族共通の趣味、思考の人の集ま
りである場合もあるかも知れませんが、理想的とはいえ、それはまれであると思います。
そんな、個々人の集まりであるがゆえに、リフォームしたい気持ちだけが一致先行しても「総論賛成、各論反対」となりか
ねません。話し合いを重ねるうちに、意見の食い違いから、時には険悪なムードになることも珍しく無いのです。
そんな時こそ私の出番であると思っています。親しさ余って、歯に衣きせぬやりとりにハラハラしながらも、切り出すタイ
ミングを見計らいます。私達の仕事とは家族の幸せを守ること。
でもそれは、家族の内の誰か一人の幸せでなく、全員の幸せでなくてはいけないのは、当然のことですよね。
私達の役割は、それぞれの欲求に対して、皆さんに、しかも極力平等に、我慢の出来るぎりぎりの線引きをしていくことな
のです。それが【幸せのバランス】だと思っています。
私みたいな他人が一人入ることで、皆さん少しずつ遠慮が出ます。それにより、最低限の保証をしながら、最大限の可能
性を探していくのです。 ＜ ｂｙ ヒゲ専務 ＞
リサイクルすれば、りっぱな資源

リサイクルマークの種類
リサイクルマークの種類
私達にとってリサイクルできるものであるか、製品の素材が何かなどの判断がつきにくいもがほとんどです。それらの製品が
一目で識別できるリサイクルマークは、製品を見てリサイクルできるかどうかを判別できるようにつけられたマークです。
統一美化マーク
統一美化マーク⇒飲料容器の散乱防止、リサイクルの促進を目的に制定されたマーク。
■

飲んだ後は、資源のリサイクルに協力しましょう

⇒環境保全に役立つと認められた商品に付けられ、“環境にやさしい暮らし”を願
う人たちが、商品を選択しやすくなることを目的としています。
厳しい審査基準をクリアした商品にだけ付けられる環境のブランドマークです。
牛乳パックの再利用マーク ⇒牛乳パックを捨ててしまうと貴重な資源の無駄になります。
牛乳パックの紙は上質の紙で作られています。
牛乳パック 30 枚でトイレットペーパーが５個作れます。
スチール缶 ⇒スチール缶やいろいろな鉄の素材に生まれ変わります
アルミ缶 ⇒高温の熱でアルミのかたまりを溶かし、固めて再生地金を作ります。
薄くのばして缶材を作ります。アルミ缶やアルミサッシその他の材料に生まれ変わります
私たちは大量に物を作り、消費し、いらなくな
ペットボトルのキャップのリサイクル
ったら捨てるということを行ってきました。普
ペットボトルのキャップで世界
ペットボトルのキャップで世界の
子供にワクチンを届
世界の子供にワクチンを
にワクチンを届けよう
ペットボトルのキャップは世界の子ども達の命を救うために活用することが 段何気なく捨てているごみは、私たちにとって
身近な環境の問題。さらに、私たちが使ってい
できます。
外したキャップを質
したキャップを質の高いプラスチック素材
いプラスチック素材としてリサイクル
素材としてリサイクル業者
としてリサイクル業者に
業者に引取っ
引取っ るものは、多くを海外からの原材料に頼ってお
てもらい、
てもらい、その売却益
その売却益でワクチンを
売却益でワクチンを購入
でワクチンを購入し
購入し世界の
世界の子ども達
ども達の命を救うため り、使えるものはごみとせず資源として大事に
リサイクルすることが必要とされています。私
に活用することができます
活用することができます。
することができます。
たち一人ひとりの問題として大量消費・大量廃
ペットボトルのキャップをみんなで集めよう。
棄のライフスタイルを見直すことが必要です。
キャップは４００個で１０円になります。ポリオワクチンは１人分２０円。
捨てればゴミ、リサイクルすれば資源！
２０円で１人の子どもの命が救えます。
エコマーク

一定の省エネルギー基準を満たす住宅のリフォームや新築に対して、エコポイントを 1 戸当たり最大 30
万円分発行するというものです。2010 年 12 月 31 日までに着工したものが対象になります。
エコリフォーム工事の場合
①窓の断熱改修
②外壁、屋根、天井、床の断熱改修
③これらにあわせて、バリアフリー改修をした場合は、ポイントを上乗せされます
（バリアフリー改修は、手すりの設置、屋内の段差解消、通路または出入り口の幅の拡張
が対象になります。）
1 戸あたり 30 万円までもらえて、何回かに分けても OK です。
エコポイントは
エコポイントは商品券
追加で実施する
実施する改修費用
ポイントは商品券のほか
商品券のほか、
のほか、追加で
する改修費用にあ
改修費用にあてることもできます
にあてることもできます。
てることもできます。
たとえばエコリフォーム
たとえばエコリフォーム工事
エコリフォーム工事に
工事に、追加でキッチンやお
追加でキッチンやお風呂
でキッチンやお風呂のリフォームなどをした
風呂のリフォームなどをした場合
のリフォームなどをした場合の
場合の工事費用に
工事費用にあて
ることもできます
ることもできます。
できます。
先日、窓を３ヵ所改修されたお宅は 10 万円程度の工事に 31,000 円のエコポイントがもらえてとても喜ん
でいらっしゃいました。
バリアフリー改修だけを行った場合、エコポイントの対象にはならないので注意です。
（福祉住環境ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 児玉）

