れから勧めたいことが展示

メーカーの新製品などや、こ

す。数年ごとの開催なので各

シメーカーのＹＫＫａｐで

メーカーのダイケンとサッ

カーはＴＯＴＯのほか建材

に行ってきました。主催メー

「リモデルスタイルフェア」

ビックサイトで開催された

先月末４月２８日に東京

とでした。製品は数ミリ単位

いるのでこの大きさとのこ

ることを計算して成型して

きに水分がとんで小さくな

だそうです。しかも焼いたと

型して素焼きする前の便器

と二周りほど大きい便器。成

見本。普段見慣れている便器

ＴＯブースにあった便器の

一番目にとまったのは、ＴＯ

なので目立ちます。今回私が

みんなそれぞれ悩みを抱

してありました。工事関係者

たちは 、案外 些細 なこ とで 喜

え、自 分の力 だけ では どう に

しか違わないから凄いです。

【７位 】トイ レで 用を 足し て

んでいるのかもしれない、と。

もなら ない現 実を 嘆き なが ら

や問屋さんのほかにも一般

からト イレッ トペ ーパ ーが 無

前か ら狙っ てい た洋 服が 、

も 日 々 に 感 謝 す る 。「 些 細 な

写真の左側が完成品。右側が

五月 の晴天 に誘 われ てお ろ

いのに気づいた時

たまたまセールで安く買え

ガッカリ」と「些細なラッ

のお客さんも多数みえてい

したて の靴を はい て出 かけ た

【８位 】同じ 服を 着た 人に 外

た。偶 然にも 記念 すべ き○ 人

キー」 でなん とな くバ ラン ス

成型後（素焼き前）焼きあが

ら、急 な土砂 降り で新 しい 靴

で出会った時

目にな ったり 、最 後の ひと つ

を取り 、小さ な幸 せを コツ コ

たので会場は、混雑してまし

が台無しに……。そんな「ガッ

【９位 】自動 販売 機で ホッ ト

を手にしたのが自分だった

ツ積み 重ねて いく 人間 の底 力

ればここまで小さくなるん

カリ」 の瞬間 を集 めた 面白 い

とコー ルドの 飲み 物を 間違 え

り。ホ ットド リン クを 買う つ

を改めて感じました。

たので見たいものがジック

ランキングを見つけました。

た時

もりがコールドを押してし

ですね。

★敗北 を感じ る瞬 間ラ ンキ ン
【

たこと に、会 計が 済ん でか ら

【３位 】クー ポン を出 し忘 れ

のレジの方が早く進んだ時

なこと。でもだからこそ、余計

言ってしまえば些細（ささい）

てしま うこと ばか りで すね 。

るある ！」と 思わ ずう なず い

どうでしょう。どれも、
「あ

なたに とって の幸 せと は？ 」

先日あるテレビ番組で、
「あ

分が盛り上がります。

た「ラッキー」こそ、大いに気

た。こ んなマ イナ スか ら転 じ

位】最後の一品をタッチ

グ（ｇｏｏランキング）

まって ガッカ リし たら 、な ん

気づいた時

に「しまった……」と嘆かわし

と一般人に質問していまし

と「も う１本 」の 当た りが 出

【４位 】以前 買っ たの を忘 れ

くなっ たりす るか ら不 思議 な

【２位 】一緒 に並 んだ のに 隣

て同じ物を買ってしまった時

うか。ほとんどの人が、
「こう

た。こ んな時 代だ から でし ょ
とこ ろで、 この ラン キン グ

やって 生活で きて いる こと が

ものです。

を見ながらふと思いました。

幸せ」 と答え てい たの が印 象

もう一 品買っ た料 理が 冷蔵 庫

こん な些細 なこ とで ガッ カ

にあったことに気づいた時
【６位 】自分 の前 ／後 ろの 人

リする という こと は、 逆に 私

的でした。
が記念すべき○人目だった時

【５位 】食事 を終 えた あと に

翌日セール品になっていた時

の差で逃した時

リ見れませんでしたので
ちょっと残念！でもどうし
て業者か一般のお客さ
んとの区別が出来る
のかと申しますと会
場で受付をすると首
から下げるカード
を渡されます。その
カードは色が付い
ているので一目瞭
然なのです。業者
関係は水色や緑色
ですが一般は赤色

発表数字５個+１個になります。
プラス１個は、新聞の中に掲載し
ていますので、お見逃しなくご覧
ください!
「リモデルスタイルフェア」で建材メーカー「ダ
イケン」ブースで配っていた「ダイケン畳 健や
かくん」のサンプル品をご希望の方にお譲りしま
す。イ草色のほかに薄藍色や黒染色・紅藤色など
全１２色ありますが、各色枚数にに限りがありま
すので一家族人数分でご了承ください。
水分をはじきますので、私はコースターとして
使っています。大き
さは１５cm×１５㎝
になります。はさみ
等で切ることも出来
ますが、切り口を接
着剤や手芸のバイア
ステープなど処理を
しないとほつれてし
まいます。

【１位 】自分 の買 った もの が

募集 早い者勝ちです
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