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ホーム･メイド･ハウス

〈ヨコの
ヨコのカギ〉
カギ〉

二重ワクの文字を組み合わせ、
でてきた文字が答えです。

ヒント：美味しい。
〈タテの
タテのカギ〉
カギ〉
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改めまして新年おめでとうございます。

川川川川 柳柳柳柳
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凧あげて 給料上がれと 妻願う

平成 21 年

丑年は 良くなると 願いを込めて 初詣

○○○○○をプレゼントいたします。

日だまりで育つ花よりも 踏まれて育つ

正解者の中から抽選で 5 名の方々に

http://www.house-yume.co.jp/

雑草になれ やがてなにかしらの花が咲く

①「天才と馬鹿は○○○○○。
」
② 千の十倍。○○。
〈 応募方法 〉
③ ○○を強め批判する。
※ 右のように、官製はがきで
④「鰤」← 読み方は？○○。
ご応募ください。
⑤「USA」○○○○合衆国。
●締切
締切／
締切／平成 21 年 2 月 15 日
⑥ 後で後悔しても後の○○○だ。
ご応募お
応募お待ちしています。
ちしています。

⑦ ○○○を決めて
一歩一歩前進する。
⑧ 西高東低の○○○配置。
⑨ 仕事の合間の○○つぶしに
ｸﾛｽﾜｰﾄﾞﾊﾟｽﾞﾙを解く。
⑩ 仕事も遊びも「○○ハリ」を
つけることが大切だ。
⑪「畑のｷｬﾋﾞｱ」
「陸のｶｽﾞﾉｺ」とも
呼ばれます。○○○○。
⑫ ○○○ｼｮｯﾌﾟ。ﾎﾜｲﾄ○○○。

新春号

詳細は、１月２３日(金) 四国新聞チラシにて

㈲夢空館では不動産売買を中心にご相談を承っております。
◇こんな物件が欲しいなぁ
◇こんな物件を売りたいなぁ

改めまして新年おめでとうございます。ハウスサービス広報室です (●^ｏ^●)

◇こんな物件があるのだけど、どうしようかなぁ
・・・・等など 些細なことでもかまいません。
秘密は厳守致します。

２００９年 うし年

皆様にとって素敵な年になりますように。

今年、ホーム･メイド･ハウスは、リニューアルを企画中なので、お楽しみに！!

お探し物件等、何かありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
思いもよらなかった物件がみつかるかも！是非ご来店お待ちいたしております。
！現在白鳥（湊川より東、国道より南、東は新川まで）のエリアで、
土地 100 坪程度の物件を探しています。田・宅地でもかまいません。
お知り合いの方で、売ってもいいかなと思われている方がいましたら、
是非ご紹介下さい。宜しくお願い致します。

本年もどうぞよろしくお願い致します。

（橋本）

ご意見・ご要望がありましたら、こちらまで⇒ E-mail：house-tomomi@citrus.ocn.ne.jp

編集：

・

・

それが聞きたい！

お 薦 め の

お店

Vol.6

見知らぬリフォーム業者が、

スニーカーを
スニーカーをキレイ
キレイに洗い上げる

「屋根を直したほうがいい」

① 古い歯ブラシで
ブラシで汚れを落
れを落としておく

この歯ブラシの毛を、短めにカットして使うと、汚れが

② 洗ったあと歯磨
ったあと歯磨き
歯磨き粉を擦り込む

落としやすくなる。そのあと水につけてよく濡らしたら、

これは、飛び込み営業の可能性もありますが、キチンと

ようやく洗剤洗いに入る。中性洗剤液につけて、やはり

した業者の場合もあります。しかし、全く知らない業者

古い歯ブラシでこすり洗いするが、台所用のクレンザー

を屋根に登らせたりすることは避けた方がいいでしょう。

を振り掛けて磨くと汚れが落ちやすい。すすぎはていね

実際、知らない業者との間に、トラブルはよく起こって

いに、洗剤分が繊維の中に残らないようにきれいに。真

います。心配な場合は、信頼できる会社に調査してもら

っ白なスニーカーなら、水気をよく切ったあと練り歯磨

ってから、判断した方が良いでしょう。

③ ビール瓶
ビール瓶に片足ずつかぶせて
片足ずつかぶせて干
ずつかぶせて干す
軽やかな足元を演出してくれるスニーカーも、泥汚れ
でグシャグシャでは、かえってみっともない。きれいに
洗ったものを履いていれば、それだけで心まで軽くなる。
ただ、洗うときいきなり水につけて洗剤でゴシゴシと

きを擦り込んでおくと（②）
、色がきれいに仕上がるうえ
に、次に洗うとき汚れが落ちやすい。

こするのでは、きれいに洗い上げるのに何度も水を換え
なければならず、手間も時間もかかる。最初に古い歯ブ

と来ましたが、信じていいものですか？

干すときは、片足ずつ空のビール瓶を立てたものに履
き口をかぶせるようにひっ掛けておけば簡単だ（③）
。

ラシを使って表面の泥などをこすり落としておこう（①）
。

お勧めの映画
めの映画
現在公開中の映画『ＷＡＬＬ・Ｅ／ウォーリー』
誰もいなくなった未来の地球で働く、１台のゴミ処理

- 店内の様子 -

ロボット・ウォーリーがイヴというロボットに抱いた
『初恋』の感情に、健気さとほっこりした気分を味わ

携帯サイト
携帯サイト ＯＰＥＮ ！!
ついに、我社の携帯サイトが ＯＰＥＮ ! !

える心温まる映画です。

お得な情報を

いつでも、どこでも、気軽にアクセスできるようになりました。

携帯サイト
携帯サイト開設記念
サイト開設記念キャンペーン
開設記念キャンペーン
現金総額１０
現金総額１０万円
１０万円が
万円が当たる！
たる！！
メルマガ登録(無料)していただいたお客様へ豪華プレゼントが抽選であたる！
申込み方法などは、近日、メルマガにて配信させていただきます。
１位： 携帯
携帯サイト
サイトにて
１名
サイトにて発表
にて発表！
発表！!
２位： マルナカ
『マドンカード』 １０,０００円分
３名
３位： ２,０００円相当の商品
１０名

－ 携帯サイト アドレス －

http://www.househttp://www.house-web.jp/101003/

□ 附属人形劇学校 パペットアーク

□ 人形劇場 「とらまる座」

□ とらまる人形劇ミュージアム

□ ミニチュア児遊館

おすすめ！!

（ながまち）

おやこ日記
おやこ 日記
『バブちゃんごっこ』
そう、それはいきなり始まる。
とーぜん、そらちゃんが主役の『バブちゃん』
、
そしてその『バブちゃん』の世話係のあかりねーちゃん。
とりあえず、バブちゃんは「バブーバブー」しか言ってはいけない。
（いくらちゃんか！）
そして、ハイハイで移動。
さらに、あかりねーちゃんにおんぶで移動。なぜか「バブー」だけ
で会話がなりたつバブちゃんと世話係りの関係。
(てきとーにあわせているようにも見えるけど…)
バブちゃんが、
「バブバブー」と言うとおんぶ。
「バブバブバブバブー」と言うとおやつを出せーみたいな…。
いや、違うか？
そして、迷惑なバブちゃんは、母にもいろいろ要求するのだか、
「バブーバブー」だけでは、
さっぱりわからない(ﾟ Д ﾟ≡ﾟ Д ﾟ) ﾅﾆｯﾅﾆｰ！
要求するときは母の足にしがみつく為、
親子ともども転がりそうでとってもあぶなうぃっしゅ！
「そらちゃん、やめてー。あぶないがー！」
「バブバブー！！」
（さっぱりわからん…）
そしてそろそろ、
『バブちゃんごっこ』にあきてきた二人組。
そうすると、今度はケンカが始まる。
「そらちゃんがーヽ(｀Д´#)ﾉ」
「ねーちゃんがーヾ(｀ε´)ﾉ」
今日も落ち着いて晩御飯が作れない母でした。

（ポック）
ポック）

からあげサラダ
≪ 店長さんより一言 ≫
少人数のグループから、20名程度のお座敷あります。
お予約、心よりお待ち致しております。

住
所 東かがわ市落合185-2
Ｔ Ｅ Ｌ （０８７９）２４–３７００
定 休 日 月曜日
営業時間 午後６時～午前１２時まで
駐 車 場 あり【７台】
収容人数 ３５人【カウンター席･座敷席あり】

㈱ﾊｳｽｻｰﾋﾞｽ･こっこどぅ特別ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
こっこ･どぅ様の協賛により、2 月末まで、この情報誌
にある「ホーム･メイド･パス」をご持参し、注文時に
提示された方に限り、１グループ何名様でも

『 １ドリンク 無料 』となっております。
（切り取り）

ホーム・
ホーム・メイド・
メイド・パス

