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こんにちは、店長です。Interview

LIXILグループ直営ショップ

ＬＴＳ吹田店・箕面中央・くずは店

皆さん、こんにちは。店長の中村です。今年の夏は例年より暑くなるらしく早く
も少し夏バテ気味です。水分補給、エネルギー補給を忘れずに乗り切っていきま
す！さて、春号でお伝えしていたLIXILリフォームショップ吹田店が6月にオープ
ン致しました。6月18日（土）、19日（日）に開催致しましたオープンイベント
もおかげさまで大盛況のオープンイベントとなりホッとしております。吹田、
箕面中央、くずはの3店舗体制で更にパワーアップしたLIXILリフォームショップ
を宜しくお願い致します！
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　　　　　　　夏の思い出～♪手を
　　　　　　　つないで～♪この曲
　　　　　　　ご存じですか？ケツ
　　　　　　　メイシ…。私の去年
　　　　　　　の夏の思い出はまさ
　　　　　　　にケツメイシのライ
　　　　　　　ブに行ったことです
　　　　　　　ね。ケツメイシは私
　　　　　　　に元気をくれる人で
す。会場一体になって唄って踊って
～楽しかった～！今年も最高の夏の
思い出作りに励みたいと思います。

　　　　　　　夏の思い出ですが、
　　　　　　　軽井沢の夏の涼しさ
　　　　　　　には驚きましたね。 
　　　　　　　夜は窓を閉めないと
　　　　　　　寒いぐらいで、とて
　　　　　　　も過ごしやすかった
　　　　　　　です。また、浅間山
　　　　　　　中腹で見た星空がき
　　　　　　　れいでした。天の川
　　　　　　　がくっきり見えたの
 を覚えています。また行きたいです。

　　　　　　　私の夏の思い出とい
　　　　　　　えば、大学生のころ
　　　　　　　に母と初めて2人っ
　　　　　　　きりで行った台湾旅
　　　　　　　行です。それまでは
　　　　　　　母と2人で旅行に行
　　　　　　　くなんて考えたこと
　　　　　　　もなかったですが、
　　　　　　　大人になったなぁと
感じました。それから、夏になると
母と次はどこに行こうかと話してい
ます。

　　　　　　   毎年子供達といっぱ
　　　　　　　い遊んだ事です。
　　　　　　　夏休みに２泊３日で
　　　　　　　キャンプ まだ遊び足
　　　　　　　りずに１日あけて日
　　　　　　　帰りで海水浴毎日の
　　　　　　　様にプールへ(徒歩
　　　　　　　２分だったので)
　　　　　　　近所の夏祭り 宝塚
　　　　　　　ファミリーランドが
あった頃は保育所仲間と夜のランド
へ大人達も楽しみました。さて 今年
は何をして楽しみましょうか♪

私の実家はお寺でも
無いのにお地蔵さん
があるので、夏の後
半は昔から地蔵盆の
準備をしていました。
テントやお菓子を並
べる台の準備をする
のが、私の役目でし
た。

　　　　　　　夏の思い出と言えば
　　　　　　　須磨海岸でのバーベ
　　　　　　　キューですね。今は
　　　　　　　全面禁止になってい
　　　　　　　ますが、利用出来て
　　　　　　　いた頃は毎年気の合
　　　　　　　う仲間で行っていま
　　　　　　　した。昔は体力が有
　　　　　　　り余っていたのも
あってバーベキューで満腹、海で
ひと泳ぎ、夜も花火で盛り上がった
りと一番楽しかった思い出です。

　　　　　　　学生時代に吹奏楽部
　　　　　　　で夏の大会に出場し
　　　　　　　たことです。みんな
　　　　　　　で真剣に挑んでいた
　　　　　　　ため、お互い意見が
　　　　　　　合わず揉めることも
　　　　　　　ありました。そうし
　　　　　　　て乗り越えてきた夏
　　　　　　　の大会だからこそ
当時のメンバーとは今でも食事に誘
いあう仲になっています。今年の夏
もまた部員に会えたらなと思います。
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　　　　　　   楽しいこと、頑張っ
　　　　　　　たこといろいろと思
　　　　　　　出がありますが、
　　　　　　　思い返せばまだ幼
　　　　　　　かった頃、夏休みに
　　　　　　　母の実家（山口県）
　　　　　　　へ訪れるため１人旅
　　　　　　　をして、ドキドキし
　　　　　　　ことでしょうか？
　　　　　　　新幹線に乗るのも
初めてで小さいながらに緊張した
のを覚えています。今思えば、無事
故でよかったなぁと思います…。
　　　　　　　

夏の思い出というと
七夕でしょうか？
以前はあまり関心が
なかったのですが
実は結婚記念日でも
ありまして、絶対記
念日を忘れない日に
されてしまいました。
毎年の七夕はなんと
も言えない感慨深い
日となりました。

　　　　　　　夏の思い出…！
　　　　　　　私は地元が和歌山な
　　　　　　　ので、夏=海=白浜
　　　　　　　のイメージですね。
　　　　　　　小さいころは家族・
　　　　　　　親戚一同で白浜に
　　　　　　　旅行というのが毎年
　　　　　　　恒例行事で、大人に
　　　　　　　なってからも学生の
頃の友達と飽きずにほぼ毎年行って
ます。ということで、私の夏の思い
出は白浜の海です!

　　　　　　　３０代の頃によく
　　　　　　　弟と一緒に行った
　　　　　　　サーフィンを思い
　　　　　　　出します。海でサー
　　　　　　　フボードに乗ってい
　　　　　　　ると自然と向き合っ
　　　　　　　ていることが、すご
　　　　　　　く気持ちがよく楽し
　　　　　　　かったことを覚えて
おります。特に海で飲むビールがす
ごくおいしいです。４０代になりま
したが、また行きたいですね。

　　　　　　　三重県の尾鷲にもの
　　　　　　　すごく綺麗な川があ
　　　　　　　ります。森は緑、水
　　　　　　　は澄み、魚は躍り、
　　　　　　　空気は美味しく、小
　　　　　　　鳥はさえずり、蝶は
　　　　　　　舞い、穏やかな１日
　　　　　　　を過ごせます。天然
　　　　　　　岩のジャンプ台から
川へ飛び込みドボンッ！川の水は海
と違いさっぱり！バーベキューも最
高です！またいつか行きたいです。

ショールーム大阪
住所：大阪府大阪市北区大深町4-20
　　　グランフロント大阪南館 タワーA11階
電話番号：06-6733-1794 営業時間：午前10時～午後5時

ショールーム南港
住所：大阪府大阪市住之江区南港北1-7-62
電話番号：06-6615-2300 
営業時間：午前10時～午後5時

ショールーム箕面
住所：大阪府箕面市萱野4-5-45
電話番号：072-725-1741
営業時間：午前10時～午後5時

LIXIL ショールーム相談会LIXIL ショールーム相談会

お近くに
お越しの際は
ぜひお立ち

寄り下さい！

８ / ７（日）  ,  ８ / ２１（日）　
９ / ３（土） ,   ９ / １０（土）  ,  ９ / １７（土）　　　

８ / ６（土）  ,  ８ / ２０（土）　
９ / ３（土）  ,  ９ / １０（土） 　

７ / ３０（土）
８ / ２７（土）  ,  ８ / ２８（日）
９ / １７ （土）  ,  ９ / ２４（土）　

開催予定日開催予定日

E-mail : lixilrs-kuzuha@lixil.com
HP：http://www.lixil-rs-kuzuha.com

E-mail : lixilrs-minohchuo@lixil.com
HP：http://www.lixil-rs-minohchuo.com

〒573-1118 大阪府枚方市楠葉並木1-38-10-101号
営業時間 AM10:00～PM6:00（水曜・日曜・祝日休）
TEL：072-855-3477　　FAX：072-855-3466

〒562-0004 大阪府箕面市牧落3-13-33 アクティブ箕面1F
営業時間 AM10:00～PM6:00（水曜・日曜・祝日休）
TEL：072-724-6003　　FAX：072-724-6008
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LIXILリフォームショップ ＬＴＳ 吹田店
株式会社 LIXILトータルサービス

0120-720-347

大阪府枚方市・寝屋川市・門真市・守口市、京都府八幡市他
マンション・戸建リフォーム工事の見積りのご依頼は

0120-101-127

大阪府箕面市・池田市・茨木市・高槻市他エリアの
マンション・戸建リフォーム工事の見積りのご依頼は

0120-071-102

お題：夏の思い出

2016 年 6 月 18 日　ＬＴＳ 吹田店 グランドオープン

開催時間 10:00 ～ 17:00

吹田山田西
郵便局

ＴＳＵＴＡＹＡ至南千里駅

日産

玉手医院

サーティーワン山田下

名
神
高
速
道
路LIXIL リフォームショップ

ＬＴＳ 吹田店

千里山田住宅

E-mail : lixilrs-suita@lixil.com
HP：http://www.lixil-rs-suita.com　

〒565-0824 大阪府吹田市山田西1-26-17
営業時間 AM10:00～PM6:00（水曜・日曜・祝日休）
TEL：06-6816-2230　　FAX：06-6877-8767

吹田で一番の
リフォーム店を
目指します！

 こんにちは！吹田店副店長の
山田です。私の前任はくずは店
副店長でくずは店を離れ寂しい気
持ちもありますが経験させて頂いた
事をこの吹田店でしっかり活かした
いと思っています。この町でたくさ
んの出会いとリフォームの喜びを
わかちあえたら！と願っておりま
  す。みなさま吹田店をどうぞ
　　よろしくお願い致します。

■Map

ＬＴＳ吹田店・箕面中央・くずは店長　中村 剛

中学生の時のサッカー
部の練習ですねぇ・・
毎日5キロ走るメニュー
があって走り切った後も
水飲んじゃダメなんです。
辛かったけど色々な事
を部活で学びました。

店 長




