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宝石の堀江
Facebook 開設 !

灼熱 ( しゃくねつ ) の太陽とうだるような照り返し、
庭の片すみをふと見れば、暑さに負けじと、
淡紅色のかわいい昼顔がさかんにつるをからませて…

夢見昼顔 ( ゆめみひるがお )
〜古来からの８月の色〜
ハーイ、皆様、暑中御見舞申し上げます。ほ
どほど働いて…過ぎないように…

泉南市では政務活動費を廃止すると決定したとの一報を新聞
で見ました。快哉を叫んだ人も多いと思います。先日の参院選で

介護サービス縮小論が新聞に出てました。

も議員報酬を１／３でよいのではと云う方があり(落選でした

2000年から始まった介護保険にかかる費用が

が)、多数立候補する中でもそのように思う人がおられる事をう

高齢者増で、14年度は10兆円を突破して、約

れしく思ったものです。

10年後には倍増との試算が出たそうです。保

さて、今度は熱中症予防の補水液

険料も年々上がり、又使用者にも厳しい審査になって来ている

の作り方をテレビでしてました。水

そうです。政府は身を削ると云う事をよく口にしますが、ボン

だけではなく、水１リットル、食塩

ヤリ国民は「そうなのか」と思ってしまいます。お国はボンヤリ

１ 〜 ２ｇ、砂 糖20 〜 40gの 割 合 で

低所得者を削ることはあっても、公人とされる人達は我が身の

作るそうです。是非これはキッチン

安泰をはかり、何重にも防御して、前都知事のように白ではな

にあるもので間に合いますので、どうぞ作り置きしてお飲みく

いが黒でもない等の都合の良い条文を利用して逃れています。

ださい。では夏本番になります。ど〜ぞご自愛を。

あつ〜い夏です。昼間の暑さにまいってい

先日は暑い中、年に一度の展示会にご来場いた

る今日この頃ですが、皆さまは大丈夫ですか

だきましてありがとうございました。今回は60周

〜？宝石の堀江は 60周年ホテル展示会を無

年記念の特別バージョンでしたが、たのしんでい

事開催させていただき、皆さまに楽しんでい

ただけましたでしょうか…？次回の参考の為、皆

ただき、ホッと一息ついたところです。

様のご要望とかございましたらご意見をお聞かせ

ご来場いただきました皆さま、ありがとうご

いただけたらと思いますので、おしゃべりをしに

ざいました。これからも皆さまに楽しんでいただける企画を
開催いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

お店にいらして下さいませ。
先日、広島の名所 (?) になるであろう おりづ

８月は宝石の堀江にとっては決算月になります。ちょっと長

るタワー に行ってきました。屋上展望はとて

く堀江に居座っているジュエリーたちをお嫁に出したいと思っ

も眺めがよく、間近で原爆ドームを上から見

ています。ちょっと気になっている子がいましたら、ちょっと

ることができる唯一の場所です。屋根があっ

お店に寄ってみてください。暑い中の一休みの休憩場所として

ても壁のない吹きさらしの展望なので、お天

もご利用ください。展示会で初お目見えした健康グッズ「極楽

気のいい日に行かれるのがオススメです。

仙人」(ちょっとネーミングが…)、タカが気に入ってお店にも常

原爆ドーム、平和公園、広島城、グリーンアリーナ、遠くに宮島

設しております。ちょっと試してみたい方もど〜ぞお試しあれ。

… etc.しばらく時間を忘れて、心地よい風に吹かれてボ〜ッ !!と、

色々と健康グッズをご提案させてい

広島の街を眺めていました。１つ下の階に降りるとガラス貼りの

ただいていますが、ふくらはぎの血

窓の部屋になっていまして、クーラーもきいていて快適で、そこ

流をよくする「健康ゆすり」
、今非常

には原爆が落とされる前の町並みから原爆投下後の広島が復興し

に流行っている「水素水」などもお

ていく街の移り変わりの様子が見ることができる画面があり、驚

店においておりますので、ど〜ぞ。

きでした。あと、折り鶴をおって、タワーの一角、床も壁もガラス

最後に 19 日㊎〜 21 日㊐の３日間、ジュエリー何でも相談会

貼りの所で鶴を飛ばす体験をしました。鶴がクルクルと舞って落

を開催いたします。同封のビニール袋におうちにあるジュエ

ちていく様子を足をすくませながら、上から覗いて見ました。

リーをすべて入れて持ってきてください。直した方がいいも

ちょっぴり感動…はしゃいでしまいました。一度、話の種に行か

の、リフォームした方がいいもの、無料の買取り査定もいたし

れてみては…。

ますので、一度整理してみるのもいかがでしょうか？

盆休みのお知らせ

14日㊐〜16日㊋

8
月

暑い日が続きますので、体にはくれぐれもお気をつけて下さいネ!!

このＤＭのお客さまだけの割引きです

決算ないしょセール
(８月３１日まで)

「堀江ニュー
！
い！
スを見ました」と言ってくださ

８月は堀江の決算です。
ちょっと長く堀江にいた子達です。

●のシールは ５０％ＯＦＦ
●のシールは 3０％ＯＦＦ
●のシールは 20％ＯＦＦ
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ペリドット
石言葉:夫婦の平和

月 の誕生石

INFORMATION

獅子座の星座石
ルビー・
ダイヤモンド
乙女座の星座石
サファイア
･シトリントパーズ

平成28年8月号

８月の誕生石、ペリドット。
夜の光線に輝くペリドットは別名
「イブニングエメラルド」
と呼ばれています。
独特の黄緑色の石で、その明るく爽やかな色調は
他の宝石にない洗練された現代風の魅力を
持っています。

ごめんなさい。

毎日、暑い日が続いていますが、みなさま

この度の展示会では初めてコーディネ

元気に暑い夏を乗り切っていますか??

イトShowを行う予定でしたが、
「あーも

先日７月24日、25日の２日間、森沢ホテ

したい」
「こーもしたい」と思いばかりで

ルにて開催しました60周年記念の展示会に

企画・準備ができず中止せざるをえませ

は、たくさんの方にご来場して頂き、誠にあ

んでした。大変申し訳ありませんでした。

りがとうございました。

このことを教訓として次回はしっかり企

60 周年記念という事で、ジュエリー以外

画･準備していきたいと思います。本当にごめんなさい。ま

にもハンドマッサージや占い企画、さらにバッグやカシミア

た他にご意見・ご感想・ご提案など、是非教えていただけ

の洋服などいつもより盛りだくさんにしてみましたが、楽し

ると嬉しいです。何卒よろしくお願いいたします。

んで頂けましたでしょうか ??来年もたくさんの方に楽しんで

８月に入り、ますます日差しの厳しさに負けてしまって

頂ける展示会にしていきたいと思っておりますので、みなさ

いる今日この頃。皆様元気にお過ごしですか。カープは暑

まのご希望、ご要望があれば参考にさせて頂きたいと思って

さにめげず優勝目指して頑張っていますし、地球の裏側ブ

おります。暑い中、ご来場して頂きありがとうございました。

ラジルではオリンピックが開催されますし…頑張れカー

さて、もうすぐオリンピックが開催されますね。いつもオリン

プ!!頑張れニッポン!!とウキウキ・ワクワク手に汗握る８

ピック前はテレビの報道がオリンピックだらけになっているイ

月となりそうです。テレビっ子の私としては、ナイターに

メージですが、今回は本当に今年オリンピックがあるの?? って

オリンピック、テレビドラマに DVD と、何を見るかで悩む

思うぐらい話題がないですよね。
「メダルより無事に帰ってきて

日々となりそうです。( 寝不足注意です )

ほしい」と選手たちは言われているみたいですが…。

あっ !! ８月は当店の決算月と

今までは国の最強選手がメダルを競い合いって感じだった

なりますので、あっ !! っと驚

けど、ドーピングや治安の問題など色々あって盛り上がれな

く特価品も見つかるかも… !!

いですね。でも、一番楽しみなのは、男

是 非 ８ 月 は 堀 江 へ Let s Go!!

子100mですね。だれか９秒台を出して

です。お待ちしております。

くれるかワクワクしております。３人

最後になりましたが60周年記念展示会が出来ましたこ

とも決勝まで残ってほしいですね…。

と、ご来場頂けた客様と一緒に楽しい時間を過ごせました

LIVEで観たいけど、観れるかな??水泳

こと、本当にありがとうございました。心から感謝いたし

に、レスリングに、柔道に…たくさん

ます。これからも宝石の堀江をよろしくお願いいたします。

メダルが取れるといいな♪

ジュエリーなんでも相談会 開催!!

皆様のお心を大切にして、
良い知恵をしっかりと

１９日(金)〜２１日(日)

考えて参りたいと思います。
堀江の看板ババに

同封のビニール袋にすべてのアクセサリーを入れて持ってきてください。
堀江が整理のお手伝いをいたします。

なんでもご相談ください

ご相談くださいませ。

堀江

あなたのジュエリーアドバイザー

宝 石 の堀 江

ジュエリークリニック

Jewelry Clinic

もしもあなたのジュエリーが…
壊れているのなら… 使いにくいのなら… いらなくなったら…
使いやすく加工しましょう! 買取りもいたします!
修理しましょう!

─加工─
想い出のあるジュエリーは

作り変えて楽しみましょう。

リサイクリング

─ 貴金属現金買取 ─
壊れているジュエリー、片方しかない
ピアスなど、すべてお持ちください。

あなたの楽しいジュエリーライフのお手伝いを!

ギンザ

本通４
バス停

Ｐ
●

宝石の堀江
Ｐ
●

アサヒ

本通３
バス停

市営本通

←
音戸

楽しみましょう。

リフォーム

本 通

─修理─
大切なジュエリーは直して

Reform Recycling

jewelryhorie.com
facebook.com/jewelryhorie
→
広

リペア

☎ 0823-21-4616
れんが通り

Repair

呉本通4−3−18 am.10:00〜pm.7:00（火曜定休）

Ｐ
●

Facebook
QRコード

ホームページ
QRコード

