
場広広んなのみみ

■日　12月21日㈯13時30分～15時
　　※15時～懇親会
■場　栄北区民会館
■費　講演会無料、講師との懇親会に参加の
場合1,000円

■講　碓井哲雄氏（箱根駅伝解説26年。中央
大学箱根駅伝６連覇にエースとして貢
献。バルセロナオリンピック日本陸連
強化コーチ。ホンダ駅伝監督。）

■申　はがきに①住所②氏名③電話番号④懇
親会参加有無を記入し、12月14日㈯ま
でに、〒３６２－０８０５栄５－１３２－２栄北
区民会館へ郵送

■問　清水蕕０９０－３２０８－８６６６

　年金制度や終活で迷わないために正しい
知識を身につける。
■日　令和２年１月13日㈷10時～12時
■場　栄北区民会館
■講　本岡藤栄氏（埼玉県金融広報アドバイ
ザー：日銀、埼玉県から委嘱を受けて
いる専門家）

■申　はがきに①住所②氏名③電話番号を記
入し、令和２年１月６日㈪までに、〒３
６２－０８０５栄５－１３２－２栄北区民会館へ

郵送
■問　清水蕕０９０－３２０８－８６６６

　女流プロ棋士を招いております。皆様の
ご参加をお待ちしております。
■日　12月21日㈯９時受付、９時30分開始
■場　総合センター
■費　800円（弁当代別途）
■申・■問　12月10日㈫までに福島蕕０９０－
５３４３－６０５６へ

■日　令和２年１月26日㈰９時30分開演
■場　総合センター大ホール
■対　一般成人（町内在住・在勤・在学者）
■定　40名※応募者多数の場合は抽選
■費　3,000円（弁当代ほか、当日集金）
※音響はDAMを使用します。
■申　はがきに住所、氏名、電話番号、曲名
（歌手名）を記入し、12月20日㈮まで
に〒362-0807寿２－39大塚怡子あて
に郵送

■問　大塚蕕７２８－０７１８

　社交ダンスを踊ります。初心者対象です
が、経験者も可です。

■日　日曜日コース９時30分～11時、木曜日
コース11時～12時30分（月３回）

■場　パブリックルーム（ウニクス伊奈２階）
■持　ダンスシューズ　　■費　月2,200円
■問　豊田蕕７２８－３１３３

スイングバード
　ソフトバレー部員を募集します。年齢・
性別問いません。一緒に楽しみませんか。
■日　毎週火曜日19時～21時
■場　小針小学校体育館
■申・■問　　渡辺蕕７２１－０１３５

　男女７名からなるサークルです。毎月ワ
イワイ楽しみながら活動中♪楽譜が読めな
い方、音楽経験の有無に関係なく誰でも気
軽に楽しめる楽器です。音楽で楽しく脳活・
育脳体験しませんか？
■日　毎月１回水曜日10時～12時
■場　けんかつ音楽室、総合センター
■対　一般成人　　■定　20名（先着順）
■持　筆記用具　　■費　１回1,000円
■申・■問　見学、体験、参加希望者は山田蕕
０８０－３０２７－６３７５へ

　現在13名で活動している書道教室です。
楷書、行書、現代かな等。初心者歓迎で
す。お気軽にご連絡ください。
■日　毎月第２・４水曜日９時～11時30分
■場　けんかつセミナー室　　■定　20名
■持　書道用具一式　　■費　月3,500円
■問　岩﨑蕕７２１－０３１１

第８回栄北区講演会
「令和２年箱根駅伝の展望」

伊奈町カラオケ連合会
新春唄い初め

第２回栄北区くらしの講座
「良くわかる年金・終活セミナー」

スイングバード

ミュージックベル「クラング」

伊奈ダンス愛好会

第12回伊奈町囲碁大会
おお知知ららせせ

　JAさいたま四季彩館のご協力により、地元の新鮮野菜を取り揃
えています。朝市ののぼりが目印です。
日　12月20日㈮　　場　西側エントランス

　サンタさんと遊んだり、劇団による楽しいパフォーマンスなど
日　12月15日㈰10時30分～12時
場　大ホール　　申　児童館窓口で受付

　相続・遺言・離婚・成年後見など、身近な問題を埼玉県行政書士
会会員に相談できます。具体的な相談は、資料をお持ちください。
日　令和２年１月５日㈰９時～12時
※相談は、一人１時間までです。
定　６組（先着順）　　申　窓口または電話で受付

日　令和２年１月10日・17日・24日、２月７日・14日・
21日、３月６日・13日の各金曜日９時30分～12時

場　老人福祉センター機能回復訓練室
対　老人福祉センター来所者
定　20名（応募多数の場合は抽選）
講　岩城平七郎氏
申　12月15日㈰～25日㈬までに窓口または電話で受付

　「中村女流棋士ｖｓ参加者全員」のリレー対局、質問
コーナー、指導対局と企画が盛りだくさんです。
日　令和２年２月23日㈰10時～16時
対　小学生以上　　定　20名（先着順）
指導協力　中村真梨花氏、伊奈将棋クラブ会員
申　12月17日㈫～窓口または電話で受付

総合センター　朝市

クリスマス会

頭の体操・健康マージャン教室

住民無料相談室
Ｔｈｅ将棋教室

総合センター総合センター 〒362－0806
伊奈町小室5161

蕕722－9111　蕭722－9114

老人福祉センターの利用には老人福祉センター利用者カードが
必要です。伊奈町・蓮田市に在住の60歳以上の方なら、住所・
年齢を証明できるものがあれば、すぐにカードが作れます。

募募集集ししまますす

（敬称略）

スポーツの結果スポ－ツの結果
■内…内容　　■日…日時　　■場…場所　対…対象　　■定…定員　　■持…持ち物
■費…費用・参加費（記載のないものは無料）　■講…講師　　■申…申込み　■問…問合せ

香会

町野球連盟秋季野球大会
９月１日～10月６日　町制施行記念公園

令和元年度伊奈町硬式テニス選手権大会
10月６日、11月３日　丸山テニスコートほか

町ソフトボール協会令和元年度秋季大会
９月８日～10月６日　町制施行記念公園

第95回伊奈町民バドミントン大会　10月20日　ゆめくる

男子Ａ
優勝　酒井・篠塚組（一般）
２位　齋藤・石渡組（すみれ）
３位　白鳥・今井組（若獅子会）

男子Ｂ
優勝　井川・加藤組（一般）
２位　石渡・篠田組（すみれ）
３位　浅葉・有江組（一般）

男子Ｃ
優勝　麻生・岸組（ＵＭＢＣ）
２位　片岡・片岡組（一般）
３位　川上・佐藤組

女子Ｂ
優勝　扇谷・今井組（若獅子会）
２位　石塚・今井組（若獅子会）
３位　中根・神谷組（一般）

女子Ｃ
優勝　篠田・安住組
２位　浅葉・浅葉組（一般）
３位　山田・佐藤組（一般）

シングルスの部
男子Ａクラス
優勝  相馬陽一郎
 （伊奈クラブ）
２位  福田行宏
 （伊奈クラブ）
３位  榎本政幸
 （サンライズ）
男子Ｂクラス
優勝  上村圭太
 （伊奈クラブ）
２位  荻島良夫
 （伊奈クラブ）
３位  大山祐二
 （サンライズ）

ダブルスの部
男子Ａクラス
優勝  橋本智弘・小谷彦之
 （伊奈クラブ）
２位  榎本政幸・弦巻徹
 （サンライズ・Ｂ＆Ｇ）
３位  信田覚・鈴木貴志
 （伊奈クラブ）
男子Ｂクラス
優勝  鵜飼修・幡野広文
 （サンライズ）
２位  大類伸悟・山田健児
 （ＴＴＣ）
３位  新井久夫・上原良和
 （チームビター）
女子
優勝  田崎知子・源川久美子
 （チームビター）
２位  大村厚子・石野恵子
 （ＫＴＣ）

Ａクラス
優勝  伊奈町役場（３勝１敗）
２位  伊奈町消防署（２勝２敗）
３位  ＳＣＡＮＤＡＬ（２勝２敗）
４位  ＭＯＲＩＴＡ（２勝２敗）
５位  Ｈａｎｇ  ｏｕｔｓ（１勝３敗）

Ｂクラス
優勝  バルセロ伊奈（３勝）
２位  國士無双（２勝１敗）
３位  ＥＡＳＴグッピーズ（１勝１敗）
３位  チキチキボンバーズ（１勝１敗）
５位  細田山ライダーズ（２敗）
５位  ユニオンズ（２敗）

一部 優勝　　パンサー
 準優勝　ブラスト

二部 優勝　　エラーズ
 準優勝　栄カッターズ

三部 優勝　　細田山マスターズ
 準優勝　キングス
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場広広んなのみみ

■日　12月21日㈯13時30分～15時
　　※15時～懇親会
■場　栄北区民会館
■費　講演会無料、講師との懇親会に参加の
場合1,000円

■講　碓井哲雄氏（箱根駅伝解説26年。中央
大学箱根駅伝６連覇にエースとして貢
献。バルセロナオリンピック日本陸連
強化コーチ。ホンダ駅伝監督。）

■申　はがきに①住所②氏名③電話番号④懇
親会参加有無を記入し、12月14日㈯ま
でに、〒３６２－０８０５栄５－１３２－２栄北
区民会館へ郵送

■問　清水蕕０９０－３２０８－８６６６

　年金制度や終活で迷わないために正しい
知識を身につける。
■日　令和２年１月13日㈷10時～12時
■場　栄北区民会館
■講　本岡藤栄氏（埼玉県金融広報アドバイ
ザー：日銀、埼玉県から委嘱を受けて
いる専門家）

■申　はがきに①住所②氏名③電話番号を記
入し、令和２年１月６日㈪までに、〒３
６２－０８０５栄５－１３２－２栄北区民会館へ

郵送
■問　清水蕕０９０－３２０８－８６６６

　女流プロ棋士を招いております。皆様の
ご参加をお待ちしております。
■日　12月21日㈯９時受付、９時30分開始
■場　総合センター
■費　800円（弁当代別途）
■申・■問　12月10日㈫までに福島蕕０９０－
５３４３－６０５６へ

■日　令和２年１月26日㈰９時30分開演
■場　総合センター大ホール
■対　一般成人（町内在住・在勤・在学者）
■定　40名※応募者多数の場合は抽選
■費　3,000円（弁当代ほか、当日集金）
※音響はDAMを使用します。
■申　はがきに住所、氏名、電話番号、曲名
（歌手名）を記入し、12月20日㈮まで
に〒362-0807寿２－39大塚怡子あて
に郵送

■問　大塚蕕７２８－０７１８

　社交ダンスを踊ります。初心者対象です
が、経験者も可です。

■日　日曜日コース９時30分～11時、木曜日
コース11時～12時30分（月３回）

■場　パブリックルーム（ウニクス伊奈２階）
■持　ダンスシューズ　　■費　月2,200円
■問　豊田蕕７２８－３１３３

スイングバード
　ソフトバレー部員を募集します。年齢・
性別問いません。一緒に楽しみませんか。
■日　毎週火曜日19時～21時
■場　小針小学校体育館
■申・■問　　渡辺蕕７２１－０１３５

　男女７名からなるサークルです。毎月ワ
イワイ楽しみながら活動中♪楽譜が読めな
い方、音楽経験の有無に関係なく誰でも気
軽に楽しめる楽器です。音楽で楽しく脳活・
育脳体験しませんか？
■日　毎月１回水曜日10時～12時
■場　けんかつ音楽室、総合センター
■対　一般成人　　■定　20名（先着順）
■持　筆記用具　　■費　１回1,000円
■申・■問　見学、体験、参加希望者は山田蕕
０８０－３０２７－６３７５へ

　現在13名で活動している書道教室です。
楷書、行書、現代かな等。初心者歓迎で
す。お気軽にご連絡ください。
■日　毎月第２・４水曜日９時～11時30分
■場　けんかつセミナー室　　■定　20名
■持　書道用具一式　　■費　月3,500円
■問　岩﨑蕕７２１－０３１１

第８回栄北区講演会
「令和２年箱根駅伝の展望」

伊奈町カラオケ連合会
新春唄い初め

第２回栄北区くらしの講座
「良くわかる年金・終活セミナー」

スイングバード

ミュージックベル「クラング」

伊奈ダンス愛好会

第12回伊奈町囲碁大会
おお知知ららせせ

　JAさいたま四季彩館のご協力により、地元の新鮮野菜を取り揃
えています。朝市ののぼりが目印です。
日　12月20日㈮　　場　西側エントランス

　サンタさんと遊んだり、劇団による楽しいパフォーマンスなど
日　12月15日㈰10時30分～12時
場　大ホール　　申　児童館窓口で受付

　相続・遺言・離婚・成年後見など、身近な問題を埼玉県行政書士
会会員に相談できます。具体的な相談は、資料をお持ちください。
日　令和２年１月５日㈰９時～12時
※相談は、一人１時間までです。
定　６組（先着順）　　申　窓口または電話で受付

日　令和２年１月10日・17日・24日、２月７日・14日・
21日、３月６日・13日の各金曜日９時30分～12時

場　老人福祉センター機能回復訓練室
対　老人福祉センター来所者
定　20名（応募多数の場合は抽選）
講　岩城平七郎氏
申　12月15日㈰～25日㈬までに窓口または電話で受付

　「中村女流棋士ｖｓ参加者全員」のリレー対局、質問
コーナー、指導対局と企画が盛りだくさんです。
日　令和２年２月23日㈰10時～16時
対　小学生以上　　定　20名（先着順）
指導協力　中村真梨花氏、伊奈将棋クラブ会員
申　12月17日㈫～窓口または電話で受付

総合センター　朝市

クリスマス会

頭の体操・健康マージャン教室

住民無料相談室
Ｔｈｅ将棋教室

総合センター総合センター 〒362－0806
伊奈町小室5161

蕕722－9111　蕭722－9114

老人福祉センターの利用には老人福祉センター利用者カードが
必要です。伊奈町・蓮田市に在住の60歳以上の方なら、住所・
年齢を証明できるものがあれば、すぐにカードが作れます。

募募集集ししまますす

（敬称略）

スポーツの結果スポ－ツの結果
■内…内容　　■日…日時　　■場…場所　対…対象　　■定…定員　　■持…持ち物
■費…費用・参加費（記載のないものは無料）　■講…講師　　■申…申込み　■問…問合せ

香会

町野球連盟秋季野球大会
９月１日～10月６日　町制施行記念公園

令和元年度伊奈町硬式テニス選手権大会
10月６日、11月３日　丸山テニスコートほか

町ソフトボール協会令和元年度秋季大会
９月８日～10月６日　町制施行記念公園

第95回伊奈町民バドミントン大会　10月20日　ゆめくる

男子Ａ
優勝　酒井・篠塚組（一般）
２位　齋藤・石渡組（すみれ）
３位　白鳥・今井組（若獅子会）

男子Ｂ
優勝　井川・加藤組（一般）
２位　石渡・篠田組（すみれ）
３位　浅葉・有江組（一般）

男子Ｃ
優勝　麻生・岸組（ＵＭＢＣ）
２位　片岡・片岡組（一般）
３位　川上・佐藤組

女子Ｂ
優勝　扇谷・今井組（若獅子会）
２位　石塚・今井組（若獅子会）
３位　中根・神谷組（一般）

女子Ｃ
優勝　篠田・安住組
２位　浅葉・浅葉組（一般）
３位　山田・佐藤組（一般）

シングルスの部
男子Ａクラス
優勝  相馬陽一郎
 （伊奈クラブ）
２位  福田行宏
 （伊奈クラブ）
３位  榎本政幸
 （サンライズ）
男子Ｂクラス
優勝  上村圭太
 （伊奈クラブ）
２位  荻島良夫
 （伊奈クラブ）
３位  大山祐二
 （サンライズ）

ダブルスの部
男子Ａクラス
優勝  橋本智弘・小谷彦之
 （伊奈クラブ）
２位  榎本政幸・弦巻徹
 （サンライズ・Ｂ＆Ｇ）
３位  信田覚・鈴木貴志
 （伊奈クラブ）
男子Ｂクラス
優勝  鵜飼修・幡野広文
 （サンライズ）
２位  大類伸悟・山田健児
 （ＴＴＣ）
３位  新井久夫・上原良和
 （チームビター）
女子
優勝  田崎知子・源川久美子
 （チームビター）
２位  大村厚子・石野恵子
 （ＫＴＣ）

Ａクラス
優勝  伊奈町役場（３勝１敗）
２位  伊奈町消防署（２勝２敗）
３位  ＳＣＡＮＤＡＬ（２勝２敗）
４位  ＭＯＲＩＴＡ（２勝２敗）
５位  Ｈａｎｇ  ｏｕｔｓ（１勝３敗）

Ｂクラス
優勝  バルセロ伊奈（３勝）
２位  國士無双（２勝１敗）
３位  ＥＡＳＴグッピーズ（１勝１敗）
３位  チキチキボンバーズ（１勝１敗）
５位  細田山ライダーズ（２敗）
５位  ユニオンズ（２敗）

一部 優勝　　パンサー
 準優勝　ブラスト

二部 優勝　　エラーズ
 準優勝　栄カッターズ

三部 優勝　　細田山マスターズ
 準優勝　キングス
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至丸山

◀至上尾

至志久 DIC埼玉工場

栄北高

ガンセンター

イナセイナセ

検索イナセ
施工実績1000件以上
掲載!  詳しくはコチラ!

〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室4706▶

電話受付　9:00～18:00 （日曜定休）

「広報いなを見た」とお問い合わせください！

トイレ

57,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,80057,800円円円円円(税別)(税別)(税別)(税別)(税別)(税別)57,80057,800円円(税別)(税別)

・給湯専用
・壁掛　・リモコン無
・給湯専用
・壁掛　・リモコン無

GQ-2039WSGQ-2039WS

109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000109,000円円円円円(税別)(税別)(税別)(税別)(税別)(税別)109,000109,000円円(税別)(税別)

・給湯＋追い焚き
・オート壁掛
・リモコン付（台所&浴室）

・給湯＋追い焚き
・オート壁掛
・リモコン付（台所&浴室）

GT-2060SAWXGT-2060SAWX

給湯器

70%OFF
限界価格

%OFF%OFF

限界価格限界価格

128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000128,000円円(税別)(税別)(税別)(税別)128,000128,000円円(税別)(税別)

・メーカー保証7年
・給湯＋追い焚き＋エコ
・オート壁掛
・リモコン付(台所＆浴室)

・メーカー保証7年
・給湯＋追い焚き＋エコ
・オート壁掛
・リモコン付(台所＆浴室)

GT-C2062SAWXGT-C2062SAWX

広報い
な

限定特
価!

工事5
年

保証付

広報い
な

広報い
な

広報い
な

広報い
な

限定特
価!

限定限定特
価!

限定特
価!

限定特
価!特価!広報い
な

限定特
価!

※全商品税抜価格です。
工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!工事費・処分費コミコミ!全て全て即日対応地域最安 ××××××

小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム小規模リフォーム専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店専門店小規模リフォーム専門店小規模リフォーム専門店
(

税
別)

(

税
別)666666666666.8 .8 .8 .8 .8 .8 6.8 666.8 6.8 6.8 666.8 66.8 6万円万円6.8  6.8  万円万円

工事費
込みで 25,000円25,000円

39,000円39,000円
工事費

商品代
＋

出血
大サービス

!出血
大サービス

!
激
安
‼

手洗い付

便器：ピュアレストQR
便座：普通便座
便器：ピュアレストQR
便座：普通便座

工事費
コミコミ28,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,00028,000円円円円円～28,000円～28,000円～

(

税
別)

(

税
別)

シングルレバー水栓シングルレバー水栓
工事費
コミコミ
工事費
コミコミ25,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,00025,000円円円円円～25,000円～25,000円～

(

税
別)

(

税
別)

換気扇交換換気扇交換
工事費
コミコミ 10,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,00010,000円円円円円～10,000円～10,000円～

(

税
別)

(

税
別)

水栓水漏れ修理水栓水漏れ修理

工事費
コミコミ29,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,80029,800円円円円円～29,800円～29,800円～

(

税
別)

(

税
別)

シャワー水栓交換シャワー水栓交換
工事費
コミコミ15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000円円～15,000円～15,000円～

(

税
別)

(

税
別)

浴室鏡交換浴室鏡交換
工事費
コミコミ22,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,00022,000円円～22,000円～22,000円～

(

税
別)

(

税
別)

浴室換気扇交換浴室換気扇交換

工事費
コミコミ18,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,00018,000円円円円円～18,000円～18,000円～

(

税
別)

(

税
別)

トイレの換気扇トイレの換気扇
工事費
コミコミ15,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,00015,000円円円円円～15,000円～15,000円～

(

税
別)

(

税
別)

手すりの取付手すりの取付
工事費
コミコミ 8,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,0008,000円円円円円～8,000円～8,000円～

(

税
別)

(

税
別)

トイレの修理トイレの修理

11111111万円からの万円からの万円からの万円からの万円からの万円からの万円からの万円からの万円からの万円からの万円からの小小小小小小さなさなさな工事工事工事工事工事工事工事もも喜んで!!喜んで!!喜んで!!喜んで!!喜んで!!喜んで!!喜んで!!喜んで!!1万円からの小さな工事も喜んで!!1万円からの小さな工事も喜んで!!1万円からの小さな工事も喜んで!!
工期 約1時間

広報いな　2019年12月号31


