♪日常生活での熱中症予防のポイント
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２０１8年７月25日 (水）vol.42６
この度の大阪北部地震ならびに西日本豪雨により 犠牲になられた方々に謹んで
お悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心よりお見舞申し上げます。

『街のたより』 第191回
マメに真面目に９５年 顔が見える信頼できる畳店

わたしは

『大和田マリー』です。
(ヨークシャーテリア♀)
7月29日で12歳になります。
食べることに興味津々 !
…いわゆる“食いしん坊さん”…
です。
大好物は“おいものスティック
バー”
人が大好きで、美容室に行っ
てもトリマーさんと遊ぶのに夢中! なかなかカッ トでき
♥♥
デモ
なくて困っています。
いつまでも元気でいてね ! ♥♥♥

畳工事一式

多摩市鶴牧5-2-4 鶴牧商店街（多摩センター駅バス８分）
TEL 042-339-1228
定 休 日 ： 日曜・祝日
スタッフ ： 重田邦彦（昭和43年生）
簾内慧祐（昭和61年生）
重田久男（昭和 9年生）
https://twitter.com/shigetatatamist 日々更新中！
クーラーの効いた部屋で畳にゴロリ…夏のお昼寝はひんやりした畳が一番ですね。 創業95年、重田畳店が
発行する情報紙『たたみすと』には、「畳替えの知識」や「作業についての相談」はもちろん『FC町田ゼルビア』を
心から愛するサポーターとして全国を飛び回る、ご主人自らの熱～いコラムもあり、ツイッターをフォローしな
がら、次回の発行を心待ちにする“たたみすとファン”も多数。
“畳替え”や“畳のある暮らし”をご検討される方は、『重田畳店』さんにぜひご相談ください。

2018年7月発行《たたみすと第85号》より

☆プレゼントコーナー☆

◆畳替えの3つのメニュー 畳替え作業には３つの種類があります。
①まず“畳表の裏返し”。 これは現状お使いの畳表をひっくり返して張り直します。時間系経過が3～5年で、
傷みが少ない場合に行います。
②最もメジャーなのが“畳表の張り替え（表替）”。 使用する畳表の質（主に厚み）によって価格が異なります。
当店では上質で安全な国産畳表だけを使用しています。
③さらに、経年劣化による劣化が激しい場合には、畳を新調する“新畳への交換”を行う必要があります。
お宅により、傷み具合が異なりますので、適切な作業をお勧めします。

★ 1.『落合団地商店街お買物利用券 』（500円券×2） 9/30まで … 10名様
★ 2.『セレクトショップMinicrewお買い物券』 ５００円券 9/30まで … 10名様
★ 3.『骨董ジャンボリー ２０１８ SUMMER』
東京ビッグサイト ご招待券 8/3・4・5 … 10組様
★ 4.『熱く、元気なあの時代 １９８０年代展』 日本橋三越本店 8/13まで … 10組様
★ 5.『昆虫ふれあい展』 小田急百貨店新宿店本館 8/14〜20 … 10組様
★ 6.『 第２４回 秘蔵の名品 アートコレクション 』
ホテルオークラ東京アスコットホール（地下２階） 8/23まで … 10組様
★ 7.『 第３１回 日本の自然を描く展 』 上野の森美術館 8/9〜28 … 5組様
★ 8.『銀座金澤翔子美術館』 ご招待券
8/31まで … 10組様
★ 9.『東京タワーの赤い鎖 〜怨念の地下屋敷〜 』

◆質問コーナー
Q）畳替えの時、部屋をどこまで片づけておけば良いのでしょうか？？？
A)当店では家具の破損防止のために、タンスや本箱の中身を、多少抜いておいていただくことはありますが、
基本的にはそのまま動かして作業いたします。 準備については事前にお訪ねしてご相談させていただき
ますのでお気軽にお声かけください。

東京タワーフットタウン地下1階 東京タワーホール
平日限定ご招待券
★10.『和のあかり×百段階段２０１８ 〜日本の色彩、日本のかたち〜 』 ホテル雅叙園東京
★11.『大昆虫展in東京スカイツリータウン』
ご招待券
★12.『フェルメール 光の王国展2018』
横浜そごう美術館
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★13.『シンプルの正体 ディック・ブルーナのデザイン展』
横浜赤レンガ倉庫1号館
8/18～9/3
★14.『心象の世界』
市川市東山魁夷記念館
9/ 9まで
★15.『極楽湯』 7店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）
入館ご招待券
9/30まで
★16.『西武園ゆうえんち』
入園券（プールと夏の1日券は割引券） 9/ 9まで
★17.『こどもの国』
入園券（4枚1組）
12/30まで
★18.《 ヤクルト VS 中日》 神宮球場
9/4（火）・5（水）・6（木） 試合開始18：00 （日付別チケット）
★19.《横浜DeNA VS 中日》 横浜スタジアム 8/28（火）・29（水）・30（木） 試合開始18：00 （共通チケット）
★20.【FC東京 VS サガン鳥栖』
味の素スタジアム
9/1（土）or 9/2（日）
キックオフ未定
★21.【横浜Fマリノス VS 柏レイソル』 日産スタジアム
9/1（土）or 9/2（日）
キックオフ未定
〈ジャパンラグビートップリーグ2018－2019［第1節］〉
☆22.キャノンイーグルス VS 東芝ブレイブルーパス 秩父宮ラグビー場 8/31（金） 19：30キックオフ … 5組様
☆23.日野レッドドルフィンズ VS 宗像サニックスブルース 町田市立陸上競技場 8/31（金） 19：30キックオフ … 5組様
☆24.NECグリーンロケッツ VS 豊田自動織機シャトルズ （16：30） ／リコーブラックラムズ VS Honda HEAT （19：00）
秩父宮ラグビー場
9/ 1（土）(2試合観戦できます) …
5組様
はがきに、点線で切ってお送り下さい。
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『重田畳店』

■応募用紙に記入し、ＦＡＸ又はハガキで下記宛に
お申し込み下さい。
■パソコン・スマートフォンからはWeb会員に登録
いただき、Myページからご応募ください。
Myページへのアクセスはお得なクーポン満載 ！
地域サイト

◆和紙の畳表について
イ草の代わりに和紙を使った畳表は、変色がなく汚れが染み
込みにくいのが特徴です。 小さいお子さんのお部屋や、ペット
のいるお宅にオススメです。 表替え1帖10000円より（新畳へ
の交換が必要な場合もあります）
◆価格のご案内
畳の裏返し…1帖3500円
畳表の張替え（国産畳表のみ使用）
くまもと畳表…１帖5000円 7000円 9000円
びんご畳表 …1帖10000円 12000円
新畳への交換（国産畳表のみ使用）
1帖11000円より（古畳処分料1帖1500円）
※価格には工賃・縁代などが含まれています。価格は全て税別です。
家具やピアノなどの移動はこちらで行います。（無料）

チャットボード

BOOK
のご紹 介

から

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

①

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

ご住所

スマホからも
簡単アクセス！

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

＊応募締切り
ハガキ：7月31日 （火） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：7月31日 （火） 正午まで
＊応募多数の場合は抽選となります。
＊チケット １ 組は ２ 枚です。 １ 枚のみをご希望の方は １ 枚
希望チェックボックスに レ をお願いします。

『あの夏』

お問合せ
お申込み先

〠 206-0033

上・下

7/20 発売 各\1836（税込）

②
完全保存版

列島を熱狂させた故郷の
ヒーローたちの夏の記憶！

『夏の甲子園100回』
7/20 発売 \2000（税込）

当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

当店へのメッセージ

甲子園の歴史に刻まれる
伝説の名勝負26選 !

ご購入を希望の方は裏面の応募用紙またはHPでお知らせください。

多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター・永山
フリーダイヤル 0120-165-211

フリー FAX0800-800-3154

発行所
発行部数11150部

◆ＡＳＡ多摩センター・永山

多摩市落合1-20-10

フリーダイヤル 0120-165-211／フリーFAX0800-800-3154

