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西宮ママ倶楽部様によるワークショップ

NO.５０

SHINWA

８月は暑かったですね︒急に気温が上
昇したので︑過ごしにくい日が続きま
したが︑皆さまお変わりありませんで
しょうか？

打ち合わせ風景

50
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皆様とシンワクライムをつなぐ情報新聞

シンワクライムでは︑ありがたいこと
に︑毎日現場へ出かけ︑汗をだくだく
流しながら︑目まぐるしく過ごしてお
りますが︑全員夏バテとは無縁のよう
で︑毎日もりもりごはんを食べて仕事
の活力にしています︒

初のわたがし出店！

毎年お客様からいただく手作りの梅干
しや︑ラッキョウ︑スタッフのお母さ
ま手作りのきゅうりのキュウちゃんは
本当にありがたく︑これがあるだけで
お昼の食卓が豊かになって頑張れます︒
ありがとうございます！

わたがしカブ―！

そして︑なんと！この﹁つなぐ﹂記念
すべき第 号！あんなこともこんな
こともありましたが︑﹁つなぐ楽しみ
にしてるよー﹂﹁すみずみまで読んで
るよー﹂﹁なんか楽しそうやねー﹂と
お客様が言って下さると︑読んでくれ
ているんだなーありがたいなーっと思
い︑やる気が倍増します︒
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これからも﹁シンワクライム﹂も﹁つ
なぐ﹂もよろしくお願い致します︒

５月 日︑ 日第 回お客様感謝祭を開
催しました︒両日ともに︑少し体を動か
すと汗がたらりと流れるくらいの気候で
したが︑たくさんの方にご協力いただき
とても賑やかな感謝祭となりました︒シ
ンワクライム初めての﹁西宮ママ倶楽部﹂
様プロデュースによるワークショップは︑
きらきらとしたママさん方が盛り上げて
下さいました︒わたがしも販売しました
が︑子どもたちに人気と思いきや︑昔を
懐かしむ私たちオトナ世代にも大人気で
した︒皆様︑ありがとうございました！
25

感
客様 謝

ま

レモンシロップ寒天 暑 だまだ
い
寒天
棒寒天
水
グラニュー糖

展示品もたくさん並びましたー

あんしんリモデル

相談会

FPセミナー

低金利時代の
超カンタンなお金の話
・住宅相談・資産運用・保険の見直し
・相続対策・ライフプラン

受講料
無料

講師：株式会社FPギャラリー
代表取締役 伊藤 尚徳先生

1等 TOTOシーウィンド淡路
平日1泊2日ペア宿泊券
２等 商品券 ５０００円
３等 商品券 ２０００円

ご来場
プレゼント

選べる！
お菓子ギフト
現場で見たこと感じたことを発表

シンワクライムの
エレベーター養生

①水廻りは大切なライフライン。 給排水工事まで自社で
できるのが強み。 先代からの技術継承で自信をもって

水まわりの取替・リフォームのご相談

0120-47-3642
ＴＥＬ 0798-47-3642 FAX 0798-47-3675

季節の写真を掲示

水廻りはもちろん様々な問題にも対応 , 解決します。

エレベーター内
の快適性

②工事完了後も万全なアフターフォローをお約束。

お客様の
安全

定期的なご連絡で皆様とずっと繋がり、 一緒にお住ま
ＴＯＴＯ水まわり純正パーツのご相談

0120-47-3674
ＴＥＬ 0798-47-3674 FAX 0798-47-3675

いを守っていきます。

~ 住宅の事ならどんな事でもご相談下さい ~

細野くん最終日
大きな大きな虹が
架かりました

商品と既存
物の保護

お客様･住人の方への
思いやりの心

シンワクライムの で・き・ご・と

田
と吉
くん
野
細

ル
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♫

大工さんとお昼休憩中に

せ中
合わ
打ち

シンワクライムがお取引している渡辺パイ
プ 株( 様)の大事な新入社員 細｢野くん﹂を
１か月間お預かりしました︒
実際の現場を身をもって知り︑今後の仕
事に活かすという目的のもと︑毎日現場へ
出向き︑シンワクライムがどのように現場
を納めているかを体感し︑学んだことを発
表するという研修になりました︒

シンワクライムよりお得な耳より情報を
お届けしますよー♫

〜
５００CC
１カップ
１個

叱
ら
れ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
よ
♪

渡辺パイプ
細野です

とても素直な好青年で︑もくもくと現場の
お手伝いもしてくれていました︒職人さん
にもとても可愛がられていましたよ︒そし
て慣れない仕事にも関わらず︑笑顔を絶や
さずグチも言わず取り組んで
くれている姿に︑私たも感動
しました！
一か月間一緒に仕事をすると︑
やはり別れは寂しいものですが︑今後
の細野くんの活躍を想像するとわくわ
くします！シンワクライ
ムで過ごした日々が細野
くんの今後に少しでも影響してくれたらう
れしいです︒大きく羽ばたくのだぞーっ！

@xzk0091q

ガラガラ大抽選会

から

・シロップを作る
水・グラニュー糖を火にかけ沸騰したら火を止めてレ
モン汁を加え冷ましておく。
・寒天を作る
材料を火にかけ、くつくつ沸騰したら火から
下ろし、バットに流し込む。固まったらさい
のめに切り、冷えたシロップと一緒に食べる

研修最終日

ＬＩＮＥでお友だちになりましょう！

お見積
プレゼント

発表会

午前の部 10：30～12：00/午後の部 13：30～15：00
ご予約が必要です。詳しくは同封のチラシをご覧ください。

〒663-8181 西宮市若草町２丁目５－１２
URL・http://www.shinwaclimb.jp

日時：2019年9月21(土)・22日(日)10:00～17：00
場所：TDY大阪コラボレーションショールーム

じゃじゃーん♫
先日︑ラジオ放送さくらＦＭ
さんに出演させていただきま
した︒シンワクライムってど
んな会社？や︑暑い季節にお
すすめのリフォーム︑５月の
お客様感謝祭の告知などなど︑
パーソナリティの﹁あづあづ
さん﹂が少し緊張気味の私た
ちを和ませながら︑うまーく
聞き出してくれまました︒な
かなか無い体験でしたが︑と
ても楽しかったです︒

増税後の不安が「みえる＆わかる」

シロップ
１本
水
１L
グラニュー糖
大さじ２ レモン汁

Ｋ

Ｋ

冷

冷

ＬＤ

ＬＤ

ＬＤＫリフォーム

施工事例

ほっとくリーンフード

ファンのお手入れ１０年に１度

普段使うものを、
使いやすい位置に

T様ご協力ありがとうございました。

「国土交通省」消費税引き上げに伴う住宅取得支援政策

次世代住宅ポイントはじまります
２０１９年１０月消費税率１０％への引き上げ後の 定の省エネ性、耐震性、
バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリ
フォームを支援するため、新築は最大３５万円相当、リフォームでは最大
３０〜６０万円相当の様々な商品と交換できるポイントを付与する補助金制
度です。

※条件等がございますので、ご興味がおありの方はシンワクライムまで
お問合せください！

床・内装ドア・エコカラットが調和している。

優秀
ＬＩＸＩＬ
エコカラット

インテリアとしても勿論
ですが︑調湿・脱臭効果
に優れています︒きっと
お気に入りの部屋になり
ますよ︒

優秀

冷蔵庫まわりの壁にカウン
タ ―
収納を配し︑日々のお薬
や︑食器などが収納出来るよ
うになりました︒

フラップアップ収納

キッチン内に空調が届きにく
いとのことでしたので︑カウ
ンターにすることで開口が大
きくなり︑温冷風が届きやす
くなったのではないかと思い
ます︒

豊富な品揃えと、レイアウトの対応力で夢を形
にできるキッチンです。

キッチンからお部屋全体が見
渡せ︑お孫さんに目が届くよ
うになり安心ですね♫

Ｐａｎａｓｏｎｉｃ
キッチン Ｌクラス

奥様の身長に設置位置を合わ
せたフラップアップ収納

﹁すべては孫の為﹂とＴ様が
笑顔いっぱいでおっしゃいま
した︒ご近所にお住まいのお
孫さんや︑これから産まれて
てくるお孫さんが気持ちよく
生活できるようにリフォーム
を検討されました︒

もちろん︑Ｔ様ご夫婦も快適
に過ごせるようにキッチンま
わりのレイアウトを変更︒
ポイントは︑冷蔵庫を中心に
して︑どこからでもアプロー
チしやすいようにしました︒
また︑いままで壁のようになっ
ていた背が高い収納を撤去し︑

家電・ゴミ箱をスッキリ置ける収納を設置。

バイクは
気持ち
良いよー

どの写真も、社長うれしそうですね〜

各メーカー商品 値上げのお知らせ
２０１９年１０月より、各住宅設備メーカーの価格が６％〜８％程
上がります。また、シンワクライムによくお問合せいただく補修部
品や、浄水器カートリッジ等も値上がりしますので、修理や、浄水
器カートリッジ交換など、お早目にご検討されることをお勧めいた
します。「蛇口の水がぽたぽた落ちてるわ。。。」「浄水器カート
リッジの交換の時期がすぎてるわ！」などございましたらご相談下
さいね。

「暮らしの安心」シンワクライムがお手伝いいたします！

大山の緑・山・空

長旅で疲れたセイヤくん

Ｔ様邸

「お父さん、
それは
知ってる(笑)」

まだまだこれから﹁社長と
セイヤが行く！気まぐれバ
イク旅﹂は続きますよ︒
みなさん楽しみにしていて
下さいね︒

西宮市

「セイヤ、ガソ
リンはこーやって
入れるんや。
覚えとけよ」

セ
イ
ヤで
す

部屋の中心の冷蔵庫を囲む壁にLXILのエコカ
ラットを貼り、温かみがある優しい雰囲気に。

社長とセイヤが行く！
気まぐれバイク旅

ａｆｔｅｒ

お気づきですか？今号より﹁セイヤ﹂
が仲間入りしました！今回は︑社長と
セイヤくんがバイクで巡った︑淡路島︑
大山の写真集です 笑( )

左上写真：家電や、ストック類が納まっていない様子
右上写真：背が高い収納がキッチンを塞いでしまっている。

この４月より︑シンワクライムに戻っ
てきたセイヤくん︒毎日︑現場へ出向
き︑仕事に励んでおります︒休日にバ
イクに乗るのは︑どうやら癒しの様子
です︒

そして︑その様子を気が付かれないよ
うに心配して見ている社長︒仕事の時
は厳しいですが︑バイクのことになる
と︑父の顔がチラっチラっとのぞきま
す︒

ｂｅｆｏｒｅ

