
          何という事でしょうーーー(゜o゜)2020 年が終わってしまう。。。まぁ毎年このフレーズ

は書いているような気がしますが(^^;)令和 2 年は、皆様どんな 1 年でしたか？ 

なんかこんな事を聞くのも酷な 1 年でしたね。私は今年は凄く良い 1 年になる！となんか勝手な自

信があり(笑)希望に満ち溢れて 2020 年を迎えた事を覚えています。そしてそれからジワジワとくる

コロナの恐怖・・・4、5 月あたりは本当に先が見えない不安でいっぱいでした。そんな中でもリフォ

ームを依頼してくださったお施主様には感謝の気持ちでいっぱいです！またリフォームコンテスト

においても全国の最優秀賞いう大変、名誉ある賞を受賞できた事をきっかけにたくさんのメディアに

掲載していただきました。特に反響が大きかった高知新聞の記事は「見たよー」とたくさんの方から

連絡をいただき、またお施主様からは「ちゃんと切り抜きをして取っちゅうきね」と嬉しい言葉を掛

けてくださったり、またその事がきっかけで弊社にリフォームの相談を頂いたりと、とても厳しい状

況の中でたくさんの方に支えられた 1 年でした。でもどんなに苦しくても今までコツコツとやってき 

た自分を信じて『大丈夫、大丈夫。』と心で唱える事ができるようになっ 

たのもやっとここ最近の話です。その為には、やはり日頃からの努力が必 

要だし、素直な気持ちで接する事がとても大切ですね(^-^) 

来年は新しくチャレンジしたい事もあるので、焦らずゆっくりと目標に 

向かってがんばりたいと思います♩ 皆様、大変お世話になりました。 

来年もどうぞ宜しくお願い致します(*^^*)          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】「コロナで開けて、コロナで暮れる」

  ほんと今年は、「コロナで開けて、コロナで暮れる」の一年でした。東京オリンピッ 

ク・パラリンピックを初め各地の祭り、イベント、セミナーがすべて無くなり心躍るこ 

とがありませんでした。来年こそは、コロナを人間の知恵で克服して楽しい一年にした 

いものです。今年一年お世話になりました。よい年をお迎えくださいませ。弘内 喜代志 

 

 

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 

『お施主様には感謝の気持ちでいっぱいです！』 

  鍋の季節ですね。でも絹ごし豆腐を入れるとすぐくずれてしまいます
よね。そこで豆腐全体が隠れる程度の水をボウルに張りそこに大さじ１
杯の塩を入れよく溶かします。そこに豆腐を入れて 15 分待っただけで
ＯＫです。塩っぽくもなくくずれにくい豆腐の出来上がりです！！ 

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】 

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。 

 

社長 12月号 

ビデオレター 

「絹ごし豆腐をくずれにくくするには！」 
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最新事例 「君と僕を繋ぐ & リビング」 須崎市 Ｉ 様邸 

                     

［施工前］ 

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!! 


