
  「めんごい孫ちゃんに会うぞ大作戦の巻」 

          

          コロナ禍の中で上京している子供が帰ってこれないという話をよく聞きます。ご多分

に漏れず我が家も 同じでした。昨年出産で戻ってきた東京に住んでる娘が７月で産休も

終わるからＧＷゆっくり帰ってくる予定でしたがあの緊急事態宣言であえなく断念。 

でも７月になって、「やっぱり帰ってきたいけど新幹線は怖いし迎えに来てくれるなら帰

りたいな～」と言うので   、０．２秒で「喜んで迎えに行く！」と返事しました。 

          

          土曜日の午後から出発して、走行距離３００キロ運転時間５時間。夕方６時には東京入

り。ちょっとだけ娘とめんごい孫ちゃんに挨拶して「じゃまた明日の朝迎えに来るからね」

といつもの駅前のビジネスホテルに泊まりました。        

        朝になり  「ママやっぱり帰れなくなった」と娘が泣きながら電話を掛けてきました。 

なんと旦那が３７度の熱を出したようです。    そんなのただの突発的な熱だから大丈夫だ

よ。と言ってはみたものの、この時期の熱はやはり怖い。なんてことだと嘆きながら、ア

パート前でまたちょっとだけ挨拶し、来た時と同じく２人でむなしく家路をたどりまし

た。 

        東京に行けば必ず寄る吉祥寺の中古レコード屋にも絶対行ってダメとくぎを刺され

たし、大好きな荻窪の スーパー銭湯もダメと言われたし、唯一駅前で家系ラーメンを食っ

たのが救いでした ( ；∀；)      

 

         ９月のシルバーウィークの４連休にリベンジしようと娘からの提案が来ました。でも

やはり電車は怖いから 、レンタカーを借りて茨木の水戸でお互い落ち合いましょうと娘

の旦那が計画してくれました。それはいい考えだと０．２秒で快諾し、今回の休みは４連休

もあるので、うちらはその後もう一泊いわきに泊まって から米沢へ帰ろうと計画しまし

た。    

 

          前の晩になり「ママ明日行けないかもしれない」と娘が泣きながら電話を掛けてきました。なんと旦那が

また３７度の熱を出したというのです。何という事だ。俺そんなにプレッシャー掛けてないけどな～  と思い

つつ、「よし迎えに行ってやる！旦那と猫は留守番。娘とめんごい孫ちゃんは次の日のいわきまでの２泊３日に

変更！」 

        深夜３時に出発して走行距離３００キロ運転時間４時間３０分（若干早くなる）アパートで娘とめんごい

孫ちゃんを連れて、いざ茨木県の水戸へＧＯ！走行距離１２０キロ運転時間２時間首都高さえ抜ければあっと

いう間です。   

          

          めんごい孫ちゃんにメロメロになりながら、水戸、いわきと泊まって米沢に近づいてはいるのですが、迎え

に行ったからには送り届けなければいけません。いざ、東京へ。いわきから東京の走行距離１９０キロ。運転時

間３時間のはずが、シルバーウィークのＵターンラッシュの洗礼に会い大渋滞。都会で生活するのって大変だ

よな～と思いつつ６時到着予定が首都高の新宿近辺で完全停止１㎜とも動かずなんとか８時到着 。めんごい

孫ちゃんに(*´ε`*)ﾁｭｯﾁｭをしていつもの駅前ビジネスホテルへ向かう。休みの最後の日は早朝８時にホテル

を出て  、  娘のアパートへちょっとだけ顔を出し、  またまためんごい孫ちゃんに 「最後だね、寂しいね」と 

(*´ε`*)ﾁｭｯﾁｭをして  、走行距離３００キロ運転時間４時間３０分で反対車線の渋滞を横目に帰ってきました。           

         なんとももはや記憶に残るシルバーウィークとなりました。   あー疲れた。                                                                         石附義和 

お客さまの快適さを追及し、喜んでもらえるプロからの最新情報！ 
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窓物語 

アクアマリン福島は今年

会館２０周年記念を行っ

ていました。以前来たと

きはまだ子供が小さかっ

たからまさしく２０年ぶ

りくらいに来たことにな

ります。もっと驚いたこ

とが、隣接しているイオ

ンモールが超巨大な事で

した。ナビが古いせいか

その位置は駅舎になって

います。たぶん震災後の

都市開発で１階が全て駐

車場の３階建の建物は万

が一の場合を想定しての

避難場所も兼ねているの

かなと思いました。また

鮮魚センターの「ら・

ら・ミュウ」もとても大

きくワクワクします。そ

の近辺で充分一日遊べま

す。何度も行きたくなる

ところでした。 



2019年の目標 

Ｂｙ いしりん 

2019年の目標 

2019年の目標 

Ｂｙ ゆーご 

2019年の目標 

Ｂｙ ひでりん 

2019年の目標 

Ｂｙ かず 

2019年の目標 

Ｂｙ キャサリン 

2019年の目標 

Ｂｙ めぐ 

2021年 

干支と 
自分の年にちなんで 

  諸突猛進 
    ゴーゴー 

 突き進むぞ！！ 

反省 

 記憶力や判断力が 

鈍ってきているので 

これ以上進歩させない！！ 
ストップ・ザ・NO（脳）～ 

反省点 

風邪をひかない!! 
背中がビリビリ、 

首チクチクにならい 
ように気を付ける。 

反省点 

反省点 

ケガを 

しないように 

安全第一を 

心がける!! 

反省点 

『 七転八起 』 
失敗してもくじけず 
前向きに最善を 

 尽くすぞ！！ 

反省点 

 何かにぶち当たっても 
 すぐ くじけない！！ 

    幸せへの道、 
 一歩踏みだすぞー！！ 

2021年 

今年は 

みーんなニコニコ 

笑顔で笑って 

過ごすことが 

   出来ますように・・・ 

私は、 
アマビエ姫みたいに みんなに求められるような アイドルに 

さぁ、新たな年がスタートしました。 

新型コロナウイルスとの戦いも二年目。 

   そろそろ我々人間の逆転劇の始まりとしたいものです。 

今年はどんなどんな年になるでしょう。 

なるのか・・・ではないですね！！ 

どんな年にすーるーのーかっ！！ 

いい年にするかしないかはあなた次第！！ 
そういえば私たち、2019年の始まりにどんな1年にするか、目標を立てたんです(笑) 

が！！暮れにはどんな目標を立てたのかすら忘れてしまっていました・・・。  

ダメですね(・´з`・) その後 2年の猶予があったわけですが(笑)、 

果たして変われたところはあったのか。その時の目標を振り返りながら、 

また新たに2021年の目標を掲げてみたいと思います。 

2021年 

2021年 2021年 

2021年 

2021年 

ｸｲｽﾞ番組は好きなので見る

のですが自分で調べること

はなにひとつしませんでし

た。脳の衰え現在進行形。 

何をやっても続かない

のですが、今年は体を

鍛えることにします。 

目指せ腰痛改善!! 

Ｂｙ いーちゃん 

反省 
諸突猛進どころか、 

コロナのせいばかりにして

立ち止まってばかりでした。 

      「許」 

我を封じ込め 

全てを受け入れ 

   全てを許す 

 そんな人間 

 になりたい。 

本気になって 

引きこもらない。 

重力に負けない体を 

 つくっていきたい！！   

失敗したら、やっぱりくじけ

てしまい七転八転九転ゴロ

ゴロゴロ～ポジティブには

なれませんでした‥ 

すぐくじけるが、くじけてばか

りではいけないと分かりか

けてきた気がする。お利口さ

んに引きこもり、幸せへの道

は閉ざされた‥ 

今年は失敗を恐れず 

色んな事に 

挑戦していきます！！ 

反省点は特になし。 

とてもすばらしい 

一年でした。 

技術を上げる。 

手先が器用になる。 

福 

‥ケガしたなぁ。 

お昼のカップラーメンを 

やめられず、痩せられ 

なかった。 

 痩せる！！ 

  目標  

 65㌔!! 

丑年は、 

自分の年なので、 

焦らず良い仕事を 

   していきたい。 

ケガをしないように、 

作業前の安全確認を 

徹底する。 
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石附硝子（株）にて工事させていただいた 

ものから、お客様が支払いの時５００円割引 

させていただきます。 

ガラスの修繕や網戸の張替など、なんでも 

ＯＫです。大事に取っておいてお使いください。 

※現金お支払いに限り有効 

エコ窓の石附硝子です 

●使い方 

割引券 

５００円 

第56号 

南側の大きな掃き出し窓と台所をマドリモで断熱サッシに。寝室や二階のお部屋に

は内窓プラマードＵの取付させていただきました、中川様にお話をお聞きしてきまし

た。米沢市の補助金も利用できました。 

取材中 ずっとこちらに耳を傾け参加 
してくれていた猫ちゃんワンちゃん達。 
みんな中川様に救ってもらった子達です。 
   ここへたどり着いてよかったね(>_<) 
    幸せそうな表情でした。 
     可愛い子達に囲まれて 
     帰りたくなくなり、つい 
      長居してしてしまった 
      私です‥すみません 
      でした。すぐ近く 
      ですのでまた可愛いお顔 
      見せてくださいね♥ 
本当にありがとうございました。 

台所も断熱サッシ
に交換 

かんたん 
マドリモ工事 

 before 

after 

北側寝室･２階部屋 
プラマードＵ取付 

二間続きで広く使われている1階南側。一面が大きな掃き出し窓になっており、単板硝子のアルミサッシでした。 

夏にはジリジリ日差しと冷房の戦い、冬には窓全面からスース―感じる冷気と暖房の戦いだったそうです。 

『自然をダイレクトに感じられる窓でした』と、奥様。あれ？そう悪くもないように聞こえますが(笑)  

寒さと結露にだいぶ頭を悩ませてらっしゃったようです。前々から何とかしたいと考えて 

らっしゃったそうですが、当社のチラシをご覧いただく機会があり、工事を決めてくださいました。 

  工事は1日で完了。 

       Low-Eという金属膜が中に貼られている硝子で、暖房熱を外へ逃がさず、少し反射するので外から室内が 

      見えずらくなっています。『窓を変えただけでこんなにも家・部屋の雰囲気が変わるとは驚いた。明るく静かで 

      見通しが良く、庭の花まで植え替えて見入ってしまった。』と、うれしい声をきかせてくださいました。夏には 

      エアコンの効きがだいぶ違ったようです。 

      去年の秋はヒーター2台とエアコンで暖をとっていたそうなのですが、今年は底冷えしない感じでヒーター1台で 

  暖かいし、結露もしなくなったとのこと。色も明るい茶色にし、台所のサッシも白にしたので、 

  部屋の中が明るくなっていい感じになったとお褒めいただきました✦ 

  工事は春にさせていただいたのですが、その効果を実感してくださって、秋には2階の窓にも 

  内窓を取付けさせていただきました(≧▽≦)！！ 

   『 他のお部屋にもつけたい！』そう言って頂くのが我々何よりうれしいです(/o＼)・゜・ 

  ご満足いただけた証だと受け止め、お客様からいただくうれしいお言葉を励みに 

                           今後も頑張ってまいります。 



 86歳の父が1年に1回の大腸検査を年末受けました。『今までで一番 

辛かった。』の連呼。家に帰っても言ってました。よほど大変だったみた 

いです。挙句また生きていたら来年きてください。と先生にエールを 

送られたとか？『もう受けなくていいんでないの！！』軽はずみに言葉 

が出ました。痛いも痒いも本人しかわからないんだけど・・  最近私も 

受診すると年齢のせいにされることが出てきました（笑）真摯に受け止め 

つつも、痛い・痒い・つらいは老いも若きもみんな同じだよね。 

『 優しくしてね♡ お医者さま 』 

 早くコロナが退散する事と皆様のご健康とご  う（たこ）お祈り申し 

上げます。                                                          石附 純美 

石附硝子株式会社 
電話  0238（21）6677 
Fax      0238（22）6949 
Email  ishizuki@poplar.ocn.ne.jp 

窓物語 編集後記 

当時流行ったジャロジー窓ですが、寒いしハンドルは壊れるし断熱引違いのサッシに交換させて頂きました。目隠し
を取付させていただき、断熱性も防犯性もばっちりとなりました。 
実はこのお宅は１２月７日より米沢駅長になられた佐藤文俊さんのお宅です。石附義和の同級生です。 
いつ駅長になるのかと首を長くして待ってたので、嬉しくてたまりません。米沢の玄関口の顔です。駅で白い制服を
着た駅長を見かけたら、ぜひ声をかけてください。 
 

ジャロジー窓➔引違い窓 

before 

after 

目隠し取付け 

断熱サッシの内部は樹脂な
ので、ホワイト色で室内も
明るくなりました。 
目隠しを取付けることで年
頃の娘さんも安心して入浴
できます。 
 

 しっかり 

つかまって 

  ろよ～ 

終わりの見えないこのコロナ禍の中で、石附硝子も苦戦を余儀なくしております。 

  皆様の支えのおかげでなんとかこうして年を越すことが出来ました。 

                 本当   にありがとうございます 涙。 

これから先も皆様に助けていただきたく、 

なんとな～く勝手にキャンペーンを実施中でございます。 

皆様に何か恩返ししていけるよう企画したキャンペーンです。 

１日で劇的に変わる、断熱内窓プラマードＵ・玄関ドアリモを 

通常価格の10％ＯＦＦで販売いたします。期間は冬季間限定です。 

いつでも呼んで下さい！！頑張らせてください！！ 

走って向かいます！！マスクの中はいつでもギラッギラ スマイル！！ 

２０２１年も引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 

グリーン住宅ポイント対象商品 


