
急に涼しくなりましたね～！今年もあと３か月しかない(=_=) 

さて、先月の独り言はネタ切れでほんとにどうでも良い事を書いていたら 

「ヨッコさん、今月はスベっていますね！」と知り合いの方からメッセージが(;´∀｀) 

先月はスベった分、気合を入れて書きたいと思っています！！そうそう、最近、韓国のアイドルグ

ループ『BTS』にハマっています。今まで何となーくは知っていましたが、ビルボードチャート１位

になって SNS の露出が半端ないのでチラッと見てみると、ｷﾀ――(ﾟ∀ﾟ)――!!もうなにーカッコえ

えやないかーい♡という事でダダハマりでございます♡何が凄いってほんとダンス！歌唱力！！ど

れを取ってもか・ん・ぺ・き♡←なんかおばさんぽい(笑)こういっちゃーなんですけど、日本のアイ

ドルグループとかに比べものにならないぐらい凄い！と思います。（ジャー〇ーズファン敵にまわ

す覚悟(;'∀'))だってだってほんとにパフォーマンスが凄いんだもん♡７人グループなのですが特に

誰が好き。という訳ではないのですが、YouTubeとか見てたら厳しいレッスンにも耐えアミー達の

為に（韓国ではファンの事をアミーというらしい）一生懸命に練習をして、もうねぇ、ほんと息子み

たいな思いで見ています(笑)このままの勢いだとグラミー賞も夢じゃないかも(*´▽｀*)これから

の BTS激熱だわー♡全力で応援したいと思います♡♡（って特にお金は使っていませんが(笑)）あ、

なんだかんだで熱く語ってしまったら独り言になってしまいました・・・「ヨッコさん、今月はおば

ちゃん全開でしたね！」ってメッセージ来そう(^^;)あはは！それではまた♡←今月♡多め♡笑 

                  ｂｙ ヨッコリーヌ 

オンライン☆リフォームセミナー&相談会 

                 

 

 

 

 

  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ホームページを是非ご覧下さい▼ 

 

〒780-8019 高知市北竹島町 363 番地 

代表取締役社長 弘内 喜代志 

ＦＡＸ (088) ８３３－０７１７ 

ＴＥＬ（０８８）８３３-０３６９㈹ 

E ﾒｰﾙ：hikari@hikaritec.co.jp 
 

【編集後記】「１０月の音」

いつもの 10月であれば、台風来襲の恐怖からも解放されて「食欲の秋」 

「紅葉の秋」を楽しむさわやかな秋の風が吹いていることでしょう！ 

が、今年は、コロナや台風の禍が我々を襲って心の中に大荒れの風が吹いています！ 

お互いに助け合って穏やかな風が心の中に吹くようがんばりましょうね！！            弘内 喜代志 

 

 「全国デザインリフォームコンテスト受賞数 高知県 NO.１」 

担当:夕部
ゆ う べ

 美子  

お客様へ楽しいデザインのポイントなどをお話いたします。 

＊無料オンラインセミナー＆相談会は、約 30 分程です。 

ご都合の良い日時をまずはメールにてご予約お願いします。 

（セミナー＆相談会は、営業日の 9:00～16:00とさせていただきます。） 

 

 

 

 

【リフォーム担当】 夕部 美子（ヨッコリーヌ こと ゆうべよしこ） 

・（一社）日本住宅リフォーム産業協会 副会長 

・二 級 建 築 士 ・ インテリア設計士 ・ 高知県木造住宅耐震診断士 

『今月は、おばちゃん全開です！』 

料理酒を大さじ 5杯（魚全体がひたる程度）入れて１分ほど魚を漬
けます。魚を取り出したらキッチンペーパーで表面の水気を軽く吸い
取ります。後は普通に焼くだけ！  
酒のニオイや味は全く気になりませんよ！！ 

Ｅメール：hikari@hikaritec.co.jp 
お名前・ご住所・ご希望時間 をご記入の上、送信お願いします。

※弊社よりメールにて無料オンラインサービス 

 Ｚｏｏｍ のご説明等を返信いたします。 

 

お電話でのお問合せは、 
株式会社 光テック  
 電話０８８－８３３－０３６９まで 

定休日：日曜・祝日・第 2 第 4土曜日 

hitosaji_yokko 

只今、RKC 高知放送にて新旧 テレビＣＭ放送中！ 
【地元高知で昭和 39年創業】 

初ＣＭ（昭和 60年放送）から早くも 35年が経ち、この「ぼく」も立派なおじさ

んになりました！ 地元高知で今日も頑張っております。 

ぜひ下記ＱＲコードより新旧 2本のテレビＣＭをご覧くださいませ！！ 

また仕事のご依頼や、ＣＭの感想のみでもお聞かせいただけると嬉しいです。 

 

【ミズおばさんの知恵袋】「魚の皮をはがさず焼く裏ワザ！！」 

リフォームに魔法の彩り コンテスト受賞歴 80 回越 

2020 年 9 月 4 日発行 高知新聞夕刊に 『リフォームに魔法の彩り』と題して夕部美子 

が取り上げられました。詳しい内容はこちらのＱＲコードからどうぞご覧くださいませ。 
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【最優秀賞】4 人の着物美人がおもてなし♪ 

 

審査員コメント  キャッチも良いし、美しい！ぜひ行ってみたいですね（江口氏）  

玄関先にアートなものを飾りたいと思いましたが、なか

なかいいものが見つからず、それだったら家具で使用し

た残り物のメラミン材でなにか面白いアートパネルがで

きないかと職人さんに相談してできたパネルがこちらで

す。残り物だったのでサービスで作ってくれました！ 

審査員コメント  センスやバランス、パネルを天井の幅

に合わせているのが非常に良いです（北川氏） 

リフォームで取り除けなかった柱と壁の間にコンパネ

2 枚を張り合わせて、お部屋の雰囲気に合うデザイン

を考え、レーザーでくり抜きをしてデザインパネルを

作りました。 

 

審査員コメント デザイン性が高く外にいるような楽

しさがあります（和田氏） 

ベッドルームをリビングに取り込み、ホテルライクな間取りに変更。当初はベッドルームと廊下の間はオープ

ンにする予定でしたが、お客様が来た時はやはり間仕切りをした方がいいのでは...となり、コスパを考えてク

ロス張りの建具で間仕切ることに！デザイン性を持たせたかったので、着物をイメージしてクロスを張り分け

し、オリジナリティ溢れる間仕切りにしました！4人の着物美人がお客様をおもてなしします♪ 

 

 

審査員コメント 

デザイン性が高く外にいるような楽しさがあります（和田氏） 

【部門賞】（0～1万円未満） 

残り物で調理するアートデザインパネル♪ 

【部門賞】（1～10万円未満） 

コンパネで作るアートパネル♪ 

玄関にこもりがちな靴のニオイの解消にも！ 

【内観】 【外観】 

アフターコロナ対策 換気!! 


