住まいの情報から、東大宮周辺の旬な地域情報まで！
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木田喜代美 さん
リビングやキッチン
など、みんなで使う
場所は「ゆる収納」
をおすすめします。
家族みんなが「片付
けやすい」
と感じる環境
づくりガ大切
です。

お客様大感謝祭 特別 ご招待

今回は、東大宮駅西口にある、
作文教室 Leafy（リーフィー）さ
んをご紹介します。
今春 10 周年を迎えるリーフィ
ーさんは、小学生を対象とした作
文教室。
「フィンランド・メゾット」
を取り入れ、子どもたちからたく
さんの言葉を引き出し、リラック 048-721-7827
スした雰囲気の中で文章力を高め 見沼区東大宮4丁目17-8
201号室（駅徒歩2分）
ていく教室です。
【対象】 小学２年～小学６年
【レッスン日】 平日コース
スペイン生まれの読書教育法
2 月曜日
「アニマシオン」も取り入れ、読 （低学年） 17毎月第
： 30 ～ 18 ： 45
み聞かせにも力を入れています。 （高学年） 毎月第 3 月曜日
17 ： 30 ～ 18 ： 45
「自分の考えを声に出して伝え
※土曜コースもあります。
る。その理由も添えて。文章を
体験レッスン無料受付中！
書くのはその後です。一度声に
出した内容は自信に満ちたもの
となり文章に表現されます。」と
山口先生。
子どもたちとの信頼関係が
うかがえる笑顔のいっぱい
の教室です。

恒例のＴＯＴＯリモデルクラブ店主催
お客様大感謝祭が今年も開催されま
す！年に２回、ＯＢのお客様をご招待し
て開催されるイベントです。東大宮ぐっ
と通信の読者の方でリフォームをご検
討されている方を特別ご招待いたしま
す！ご希望の方は、当日、「東大宮ぐっ
と通信」をお持ちくださいね！

サイコロゲーム
景品一例

クリネックス
＜極み＞

ご来店の
ご相談も
大歓迎です♪

ポッキー

＜女神のルビー＞
・はずれナシ！もらって嬉しいサイコロゲーム
・グルメ広場 ・動物占いコーナー ・抹茶のおもてなし など
（企画は変更になる場合がございます）

日時 ３／３（土）・４（日）
9:00 ～ 17:00（最終日 16:00）
場所 新 TOTO 大宮ショールーム

イベントや
勉強会を
開催しています。
Facebook、Instagram も更新中！

さいたま市北区宮原町 4-24-7
お名前

TEL

ご住所

こんにちは！ぐっとリフォームです。

TOTO リモデルクラブ大宮店会主催

小学生の作文教室

Leafy （リーフィー） さん

当社は東大宮７丁目︵くら寿司さん横︶にあるリフォーム
店です。得意分野はデザインリフォーム。住まいの全面リ
フォームから、気軽にできるプチデザインリフォーム、ど
こに頼んでいいかわからない小工事まで手掛けています。
お気軽にお問い合わせください。

！
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ぐっとリフォーム

キッチンのガスレン
ジまわりには、細かな
道具類や調味料、食品
など、たくさんのもの
であふれています。そ
れらをゆる～く収納し
て使い勝手のよいキッ
チンまわりにしましょ
う♪

今回のリフォームは住宅ストックの補助金 （現在は募集しておりません） を利用
してのリフォームでした。 ぐっとリフォームでは、 住環境福祉コーディネーターが、
介護保険や、 各種補助金の申請もお手伝いいたします。

L

整理収納
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ッ
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キ
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～
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よく使うも
の、賞味期限
が近いものは
カゴに入れて
収納。食品の
無駄を減らし、
ちょっとお洒
落に収納でき
ます♪見た目
がかわいいと
片付けのやる
気もアップ！

親世帯、子世帯、お互いが
日常的に往来できる距離で暮
らす「近居」が増えています。

ネコ

ホームセンターで
字金具と板を購
入し、ちょい乗せ
棚を付けます。タ
イルの場合は目地
に合わせてビスを
打つと上手くいき
ます。空間を利用
した見せる収納で
す。家族も定位置
に戻してくれるよ
うになりました。

子世帯と住まいが近く
なり、また設備機器も
シニア向けのものに一
新。親子共に安心のリ
フォームになりました。

お悩みではあ りませんか？

寒くなったこの時期は、室
内の温度と外の気温差の影響
で窓に結露ができます。
多くの方が、表面の結露で部
屋に湿気が発生して壁紙がカ
ビカビになると思われていま
すがそうではありません。実
は壁の内部でも結露が発生し
ているのです。
表面を防カビクロスで貼り替
える、または珪藻土などの自
然素材で塗りかえて湿気を吸
収させても、壁の内部の結露
を止めないとすぐに同じよう
になってしまいます。

そこでおすすめは、壁面の断熱性能を上げる こと。
外気と室内の温度差を緩和させ、内部結露の発生を防
ぎます。効果は一度で半永久です。
室内の断熱性能を上げると冷暖房費も
減って毎月お得で快適な生活になりますよ♪

住まいの断熱 冬の勉強会

ぐっとリフォームでは、住まいの断熱の勉強会を開催してい
ます。

① 住まいの断熱の効果は？
④ 業者任せにしない豆知識
② 断熱工事の基礎知識
⑤ 住まいの劣化について
③ 工事を依頼する業者の選び方 ⑥ 見積もりを見るポイント

午前９時 ～ 午後６時︵祝日休業︶

など、断熱の専門家を交えて勉強いたします。
お気軽にお問い合わせください。

営業時間

中古マンションを購入し、お子さんの近
くに引っ越しされた M 様。
シニア（親）世代の 「近居」 まわりの環境は変わりましたが、今までの
生活を大きく変えないように、ゆったりと
安心リフォーム 落ち着いた雰囲気にリフォームしました。
愛着のある家具に色味を合わせて、テレビ
ボード、神棚、飾り棚などを造作。また、
お客様のお好みと家具の色に合わせてフ
ローリングの色やドアなどを選びました。
冷蔵庫が飛び出していたため、間仕切り壁
を移動して食器棚とラインをそろえました。

かびかび・結露
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リフォームご検討箇所
◆上記にご記入して会場へお持ちください

小学生の作文教室

Leafy （リーフィー）
4 月末までに入会の方
入会金 (5,000 円）無料
有効期限 H30.4 月末
このチケットをご提示された、おひと家族様 1 回限り有効。
他の割引企画とは併用できません。

10 万円以上の工事ご契約で

総合計金額より

5000 円 OFF
有効期限 H30.4 月末

このチケットをご提示された、おひと家族様 1 回限り有効。

出張費

3
千円

無料券

網戸張替え
1
まい

有効期限 H30.4 月末
このチケットをご提示された、おひと家族様 1 回限り有効。

無料券
有効期限 H30.4 月末

このチケットをご提示された、おひと家族様 1 回限り有効。

