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ショールームにてお風呂・キッチン・トイレ
掘立川

などの最新の水まわり商品を実際に見て触っ

●サンクス様

て体験してみませんか？

第四中

新築・リフォームのパネル展示も行います。

ゼビオスポーツ様

その他不動産コーナー、古民家相談コーナー

◆◇◆◇◆◇

●パナソニック様
●洋服の青山様 ●
● 総合支庁

●

など、各種セミナーも同時開催いたします。

みなさん、こんにちは！このニュ
ースレターを初めてご覧になる方に
は、はじめまして！本多和彦です。

● ニシムラ様

中古住宅の購入をご検討の方、…建替えようか？

●市役所

リフォームしようか？…と考え中の方必見です！

市体育館 ●

セミナーごとにポイントをしぼり、丁寧に説明します。

花沢大橋

ご来場の方へ、家づくりに役立つ小冊子を、両日共 30 組の方にプレゼントいたします！

前からその本に載っているお店
に行きたくても、なかなか実現出来
なかったのが、今年３カ所も行って
きました。

10 月に入ると、街は“ハロウィン”一色ですね。お化けは嫌いですが、お祭りは大好
きな不動産事業部の太田です。住宅や土地をお探しの方、またお手持ちの土地・住宅を
売りたいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

川西町上小松

売土地
物件概要

●面積

価格６００万円 （取引形態：媒介）

４０４.３０㎡（１２２.３０坪）

不動産事業部
太田 和浩

●用途地域
●現況

古屋有り

おおた

●設備

水道（１３㎜）・下水道有り

かずひろ

こちらの情報以外にも
売土地・中古物件
取扱いしております。

売

近隣商業地域

●建ぺい率

●交通

●地目
８０％

宅地

●容積率

ＪＲ羽前小松駅徒歩８分
●備考

●学区

●接道

小松小、川西中

２０0％
西側・南側公道

解体更地渡し、解体費売主様負担

太田町５丁目 価格２,３８０万円（税込）
（取引形態：売主）

家

物件概要

●土地面積
●築年日
●学区
●容積率

２５０.２３㎡（７５.６９坪）
平成２８年６月完成

南部小、
第2中
６０％

●物件種目

●用途地域

●交通

●建物面積

１１４.００㎡（３４.４８坪）

新築戸建住居

第一種低層住居専用地域

山交循環バス「興望館前」徒歩２分

池波正太郎の本に「東京のうまい
もの」という神田・浅草・上野・深
川・銀座・新橋・日本橋・渋谷・目
黒にあるお店の写真集と、そこで食
べた料理の感想を書いたものがあ
ります。食通でも知られ、味覚もさ
ることながら、食べるときのマナー
や料理人への愛情こめたエッセー
もたくさん出しています。

●構造

木造２階建

●建ぺい率
●接道

５0％

西側公道

◎ 東北地区不動産公正取引協議会加盟
◎広告の取引条件有効期限 平成 28 年 12 月 31 日
◎（公社）山形県宅地建物取引業協会会員 宅地建物取引業 山形県知事免許(9)第 1234 号

一つは浅草雷門近くの泥鰌屋、そ
の本には「駒形どぜう（＝どじょ
う）」屋がありました。そこは有名
な泥鰌屋ですから、私も二度ほど食
べに行きましたので、池波正太郎の
別のエッセーに雷門裏手にある「ど
ぜう飯田屋」があると書いてありま
したから、そこへ行ってみました。
味の違いなどわからず、どちらも美
味しくいただきました。
店の雰囲気や、できあがったどじ
ょう鍋を炭火に乗せて食べるので、
「駒形どぜう」の方が風情はあるよ
うな気がします。どじょう鍋一人前
とビール、日本酒三合ほど飲んで一
人１万円でちょっとおつりがくる
位

東京下町・食べ歩き
くらいだったと思います。
二つ目は神田須田町にある「ぼた
ん」という鶏鍋屋です。その辺一帯
は戦災に遭わなかったため、昔風の
木造の店造りが残っており、玄関に
入ると、法被を着たじいさんが下足
番をしてくれて、昭和初期にタイム
スリップした感じです。
鶏鍋は鶏肉のすき焼きで、箱膳に
鉄鍋・炭火で自分で煮ながら、畳座
敷で昭和の始めを満喫して食べるの
はちょっとオツなもの！
この時も生ビール一杯、熱燗三本
ばかり飲んで、一人 1 万円以内だっ
たと記憶しています。
三つ目はやはり神田須田町にある
蕎麦屋「まつや」です。この辺も戦
災に遭わず、昔風の木造のお店がち
らほら見えます。ぶらぶら歩きなが
ら散策するのも楽しいようです。小
腹が減ったら蕎麦屋に入り、お銚子
の一本も頼み、お新香をつまみなが
ら蕎麦が来るのを待っているなん
て、お洒落じゃありませんか！なん
て池波正太郎の本に書いてありまし
た。
「まつや」のすぐ近くに「神田や
ぶそば」があり、去年か一昨年に火
事に遭い、昔風の建物がなくなり、
きれいに建替えられていました。次
回の食べ歩きには是非行ってみよう
と思っています。

◆◇◆◇◆◇
こうしてみると、何度も東京へは行
っているのですが、下町の昔からのお
店がまだまだたくさんあることに気
付かされました。
仕事で出張に出かけた時は、昼夜共
にお客さんとの食事が多くなり、美味
しいものを食べるというより、仕事の
話題が中心で、何を食べたかも覚えて
いないこともたびたびでした。
今年になって、私の友人と二人、お
互い会社を息子に譲って暇を持て余
しているので、東京日帰り旅行を二度
ばかりやりました。お昼近く上野に着
き、巣鴨の「とげぬき地蔵」をお参り、
やっとおじいちゃん、おばあちゃんの
原宿と言われる、巣鴨商店街の町並み
に溶け込める年齢と風体になりまし
たから。
上野で食事して、１３時半頃寄席
「上野鈴本亭」で落語・漫才を聞いて、
夕方５時には、前述のお店で食べて飲
んで、夜７時台の新幹線に乗り、缶ビ
ール二本ばかり飲んでホロホロと酔
いながら、米
沢には２１時
半頃到着。
江戸情緒を
若干味わい、
下町料理を食
べて友との語
らいなんて、
いいもんです
よ。
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ニ ュー スレ ター“ ハ ーブ ”

第 １ ４ ８ 号

２ ０ １ ６ 年

１ ０ 月

ニ ュ ースレ ター“ ハ ーブ ”

第 １ ４ ８ 号

+
（4 人分）
●厚揚げ

大２枚

①厚揚げを 8 等分にする。

●かぼちゃ

1/4 個程度

②かぼちゃは一口大に切り、ラップをかけて、電子レンジで

●ごま油

小さじ２

●刻みネギ

適量

約５分間（600ｗ）柔らかくなるまで加熱する。
③Ａを混ぜ合わせる。

●めんつゆ
（3 倍濃縮）

④ごま油をフライパンで熱し、厚揚げと
かぼちゃを炒める。
⑤厚揚げの表面がカリッとしてきたら、③を流しいれ、とろ
みをつける。
⑥お皿に盛り、刻みネギを散らして出来上がり♪

大さじ 8

●みりん

大さじ 2

●おろししょうが

小さじ 2

●片栗粉

大さじ 2

●水

200 ㏄

8 月に開催いたしました地域感謝祭 201６にて、網
戸の張替えや包丁研ぎ、その他 設置しておりました
募金箱により集まりました 義援金（６万円）を山形
新聞置賜総支社様へ届けてまいりました。皆様から
の義援金は日本赤十字社を通して、熊本地震の被災地
復興のために使われます。皆様の温かいご協力、誠に
ありがとうございました。

2016. 9.12

山形新聞置賜総支社様にて

この夏、とても暑かったせいか足の裏や
指の間の皮膚がむけてきました。かゆみ
はないのですが、水虫でしょうか？

写真は、1 歳 4 カ月になる私の女の子の孫です。
なかなか歩かないので、正直ちょっと心配していましたがようやく歩
けるようになりました。ＴＶ番組の「おかあさんといっしょ」がお気に
入りで、少々駄々をこねていてもこれを見せると体でリズムをとり、大
きな声を出して、手を叩いて喜んでおります。歩けるようになってから
ゴミ箱になんでも物をポイする事を覚えました。ゴミ箱からメガネやリ
モコンなどが出てきて、子守をしているばあさんを困らせております。
そんな孫ですが、おてんばでもいいので元気いっぱいに育ってほしい
と思っている今日この頃です。

出身地：山形県高畠町
血液型：Ａ型
家族構成：父、母、息子 2 人、娘
趣味：野球観戦（プロ野球、高校野球どちらも）
特技：バスケットボール
一言：入社して 16 年目。4 年前に現場事務から営業担当となりました。

水虫にもかゆみのない場合があります。
かゆくないと水虫ではないと思っている方が多
いのですが、そんなことはありません。

活を送れますように、お手伝いをさせて頂いております。現場に足を運
ぶ機会が多いので、見かけましたらお気軽に声を掛けてください。
追伸：本多建設の社員ブログを毎日欠かさずチェックしています♪

ば感染は防げます。汗をかいたり、素足で歩いたと

かゆくないからといって長い間、水虫を放置する

きは、早めにシャワーを浴びるなどして、いつも清

と爪に菌が入って完治するまでに時間がかかるこ

潔を保つように心がけましょう。また、足の皮膚が

とがありますので気をつけて下さい。

むける原因は、水虫以外の疾患も考えられます。い

水虫は不特定多数の人が素足で歩く

ずれにしても、そのまま放置せずに皮膚科を受診さ

場所などで感染することが多いので

れることをおすすめします。

〒992-0012
山形県米沢市金池 7-8-46
ＴＥＬ：0238-24-1107
ＦＡＸ：0238-24-1730
HP：http://b-cｌasse.jp/
● パナソニック様

第四中

●
洋服の
青山様

● タカラスタンダード様

●マイティスイミング様
● Ｇ・Ｓ
●総合支庁

●

●道頓堀様

自分では人見知りだと思っていますが、皆からは「全然そんな風に見え
ない」とよく言われます。設備の知識を増やしつつ、皆様がよりよい生

すが、万が一、付着しても 24 時間以内に洗い流せ

営業時間
１０：００～２０：００（平日）
１０：００～１８：００（日・祝）
毎週火曜日定休

当サロンは、オープンして 26 年の実績
があり、日本エステティック協会認定のエ
スティシャンが多く在籍しています。お客

『最速スピード痩身』コース

様のお悩みに合わせた施術が可能です。

（初回お試し限定価格 4,980 円）

◇１Ｆ：ネイルサロンＣure

一台でキャビテーション、ラジ
オ波、バキューム、ＬＥＤの４

（ネイル、まつ毛エクステ）

つの機能を搭載した次世代ス

◇２Ｆ：エステティックサロン

ペックのトリートメントを行
います。

b-クラッセ（エステ）

