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アルマＨＰにてブログ『営業マン奮闘記』好評更新中！！

リフォームに関することから全く関係ない日常のことまで、スタッフが日替わりで更新して

います。ぜひ覗いてみて下さい☆

ＨＰアドレス　http://www.almah.ne.jp はぁとはぁと通信

「はぁとはぁと通信」で検索して下さい

〒814-0006

福岡市早良区百道2-8-6
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室見　　　　　      　早良口交差点　　 国道202号線　　 西新 ▲▲
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ホスト

駐車場完備

●スタッフ通信♪

●特集！
【カーテンの機能と畳替え時】

●職人さん紹介
 【左官職人　七石さん】

●施工現場レポート　
 【K様邸 洗面台交換工事】

●お料理レシピ　!(^^)!
　・タラの芽とジャコのきんぴら
　・豚肉とジャガイモの味噌炒め

どこかで春が

どこかで「春」が
生まれてる、
どこかで水が
ながれ出す。

どこかで雲雀が
啼いている、
どこかで芽の出る
音がする。

山の三月
東風吹いて
どこかで「春」が
生まれてる。

（百田　宗治）1893-1955

2020年の東京オリンピック開催に向けて日本が高度経済成長期に造った高速道路、
トンネル、建造物などのインフラが経年劣化によって危険な状態になっていることから、
これから徐々にスピードを上げて修復改善していくことを国の大きな方針としています。

それは、公共の道路や橋のみならず、マンションを含む一般住宅に対しても、耐震性能の
向上や住宅内での事故防止の為にバリアフリー対策、省エネルギー工事などに対しても
これまで以上の補助金を出す政策を打ち出しています。

最近日本列島を大きな地震が襲う確率が高くなってきているということもあって、住宅の
耐震化に対しても地方公共団体独自に補助金を出すところが年々多くなってきています。
住宅は私達の暮らしを安全に守ってくれるものですから、耐震補強は大変重要であると
言えます。

国の政策はその都度マスコミを通じて国民に知らされていますし、インターネットでは
最新の情報をいつでも見ることが出来る様になっていますが、私共も特に住宅リフォーム
に関する補助金についての情報は毎月発行させて頂いていますこの『はあとはあと通信』に
掲載して皆様にお知らせをして行こうと考えています。

さて話は変わりますが、去る2月１１日の建国記念日に初めて『日本の建国をお祝いする
集い』と言う式典に参加してきました。君が代斉唱から始まって、福岡市長を始め各界の
著名な方々のお話などがあり沢山の方が参加されていましたが、この式典が国の主催では
ないことに少しがっかり致しました。

厳粛な中にも和やかな雰囲気の素晴らしい式典でした。お蔭で大変充実した時間を
過ごすことが出来ました。日本人として国の建国を考えると言うことは大変重要なこと
ではないかと思いますし、特に若い方々がこれからの日本の未来を作っていく訳です
から私たちの国である日本のルーツを訪ねることは大切だと思います。

２月は厳冬期に当たるということもあってか、日本各地で大雪の情報が寄せられて
いましたが、今しばらくは厳しい寒さが続くと思われます。
どうかお体を大切にお過ごしください。



2014年3月スタッフから お客様へ＊　今月のおすすめレシピ　＊

大屋です

2人分

佐伯です

材　料

作り方

タラの芽とジャコのきんぴら

調理時間　約15分
タラの芽・・・・・・・60ｇ
チリメンジャコ・大さじ3
人参・・・・・・・・・・1/3本
オリーブオイル・大さじ1

<調味料>
酒・・・・・・・・・・・大さじ1
砂糖・・・・・・・・・小さじ1
醤油・・・・・・・・・小さじ1
塩・・・・・・・・・・・少々
赤唐辛子（刻み）１本分

①タラの芽は汚い部分を取り除き、サッと洗って水気を
 拭き取り、縦半分にきる。
②人参は皮をむき、せん切りにする。　
③フライパンにオリーブオイルを強火で熱し、タラの芽・人参を炒める。
　少ししんなりしたら、チリメンジャコを加えて炒め合わせる。
④<調味料>の材料を順に加え、汁気が少なくなるまで炒め、器に盛る。

お世話様になっております。
まだまだ寒い日が続きますが、皆様体調を崩されていませんか？

私のまわりではインフルエンザにかかっている人や、もうすでに花粉症
で苦しそうな人がいます。私もくしゃみが出だし、ＰＭ2.5などの影響も
あるのか、マスクが手放せなくなっています。

先日、お客様のお宅でとてもキレイに咲いている梅を見せて頂きました。春の訪れを
感じながら美味しい紅茶を頂き、とても心癒される時間でした。

体調の崩しやすい時期です。どうぞお身体にお気をつけてお過ごしくださいませ。
今月も宜しくお願い致します。

豚肉とジャガイモの味噌炒め

調理時間　約10分

2人分

豚肉（細切れ）・・180ｇ
小麦粉・・・・・・・・大さじ1/2
玉ネギ・・・・・・・・1/2個
白ネギ・・・・・・・・１本
ジャガイモ・・・・１個

<調味料>
味噌・・・・・・・・・大さじ1.5
醤油・・・・・・・・・大さじ1/2
砂糖・・・・・・・・・大さじ1/2
酒・・・・・・・・・・・大さじ1/2

作り方

①豚肉に小麦粉をまぶす。玉ネギは幅1㎝に切り、
　白ネギは斜め薄切りにする。
②ジャガイモは水でよく洗い、ラップをしてレンジで
　3～4分加熱する。竹串がスッと通ったら取り出し、
　皮をむいて幅1㎝の半月切りにする。
③フライパンに分量外のサラダ油を熱し、中火で
　豚肉・玉ネギを炒める。豚肉に火が通ったら、
　合わせた<調味料>の材料・白ネギ・ジャガイモを
　加えて全体を炒め合わせる。

（電子レンジ600ｗ使用）

材　料

季節の食材を
楽しもう♪

いつも大変お世話になっております。
春の風を感じられるような快い季節となりましたが、お変わりございませんか！？

先月は、ソチ五輪の観戦に一喜一憂しながら感動と希望を与えてもらいました。
“ソチの空に日の丸を！！”と、選手たちは日本人としての誇りを示してくれました。
日本のメダリストには、本当に感動感謝感激ですが、
全世界五輪に出場されるだけでも凄いことですよね。
目標に向かっての努力と根性には、想像もできない位のドラマがあったかと
察します。

五輪TV実況観戦で寝不足ぎみになりましたが、
春の門出にふさわしい風となりました。
今月は「根本の治療」の研修とカンファレンツがあります。
TLS事業部も頑張ります。

季節の変わり目くれぐれもご自愛くださいませ。



＊アルマスタッフ通信＊

岩橋です

  2月にさせていただいている工事
　　　　　ご依頼いただいている工事です。

いつもありがとうございます！

※原稿作成日の都合上
　　　時期がずれることがあります。

　

  ３月になりました。皆様いかがお過ごしでしょうか？
私はこの時期は辛い花粉症に悩まされています。
今までに色んな花粉症対策や予防をして来たのですが　何を試しても
効果がなく　もはや今ではもう俎板の鯉と言いますか覚悟を決めて　
薬とマスクをすでにこのシーズン前から着用している状況でひっそりと
この時期が過ぎるのを待っております。

３月は消費税増税前の最後の月ですので　リフォームはもちろん　高額商品が
沢山売れるのではないでしょうか？
私も実は　４月に結婚１０周年になる嫁さんに何かプレゼントをと思ったりすると　
やはり３月中にと思ったりしてしまいますので
（決して高額ではありませんが・・嫁さん　すみません・・）そういうものなのかな・・と。

先日幼稚園の発表会に行ってきました。下の子の役柄は　もったいない爺さん。　
題名が「もったいない爺さん」なので一応は主役らしいんですが本当の物語は「もった
いない婆さん」らしく　でも女の子達には婆さんとフレーズがどうしても納得がいかず　
主役のなり手がいなくて困っていた時　下の子たちが爺さんだったらなってもいい
よ～？？と言って始まったストーリーだったのですが・・
とっても可愛い演技に笑いながら　子供の成長が実感でき涙が溢れて来た一日でした。　

今月も花粉症に戦いながら　頑張ります。　アルマ岩橋

愛宕　　　Ｏ様邸　　外装工事
高取　　　Ｉ様邸　　内装工事
小戸　　　Ｏ様邸　　テラス工事
百道　　　Ｙ様邸　　内装工事
愛宕南　　Ｓ様邸　　システムバス工事
百道　　　Ｋ様邸　　エアコン工事
原　　　　Ｏ様邸　　トイレ改装・手摺り
愛宕　　　Ｙ様邸　　フェンス工事
姪浜　　　Ｓ様邸　　テラス工事
室見　　　Ｋ様邸　　クロス工事
野方　　　Ｋ様邸　　植木工事
百道　　　Ｙ様邸　　クロス工事
高取　　　Ｍ様邸　　木枠工事
百道　　　Ｔ様邸　　浴室ドア工事
姪浜　　　Ｎ様邸　　サッシ他工事
西新　　　Ｏ様邸　　美掃工事
愛宕浜　　Ｓ様邸　　浴室・改装工事
百道浜　　Ｍ様邸　　トイレクロス工事
豊浜　　　Ｙ様邸　　コーキング工事
豊浜　　　Ｓ様邸　　手摺工事
高取　　　Ｙ様邸　　内装工事
室見　　　Ｋ様邸　　トイレ改装他工事
愛宕浜　　愛宕浜公民館　棚撤去他工事

飯倉　　  きよまつ小児科様　トイレCF シート張替
拾六丁　　F様邸　　　　　トイレタンク漏水修理
室見　　　H様邸　　　　　倉庫塗装工事
昭代　　　I 様邸　　　　　浴室コーキング工事
藤崎2丁目　Y 様邸　　　　  屋上防水・外壁塗装
南庄　　　S様邸　　　　　トイレタンクレバー取替
飯倉　　　T様邸　　　　　床下換気扇取替
弥生　　　H様邸　　　　　照明器具取替
百道　　　Y様邸　　　　　壁クロス補修
高取　　　O様邸　　　　　キッチン取替
　　　　　　　　　　　　  フローリング工事
南庄　　　J 様邸　　　　   洗面台詰り直し
百道　　　A様邸　　　　　漏水被害原状回復工事



 

 

      
この他にもＨＰで施工写真を多数公開中♪
水廻り、内装、外構工事など次のリフォームの参考にぜひご覧ください

ＨＰアドレス　
http://www.almah.ne.jp

詳しくはＨＰをCHECK!!

施工現場レポート

洗面台交換工事

 

Ｋ様邸
工事日数  　1日
施工金額　 約16万円
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　　　　　　　　　　　　名前：七石さん

好きな食べ物：魚料理　 　趣味：魚釣り

左官工事を担当していただいてます。七石さんが仕事をする上で

大切にしていることは、お客様の身になって仕事をすること！！

いつも自分の家を工事する気持ちで仕事をするそうです。

１つ１つの現場を大事にされている、すばらしい職人さんです☆

福岡市内お花見スポット

油山市民の森（南区桧原）約2000本
愛宕神社（西区愛宕）　　約2000本
舞鶴公園（中央区城内　）約1000本
南公園　（中央区南公園）約1400本

紅葉山公園　（早良区高取）約70本西公園（中央区西公園）　約1300本

のこのしまアイランドパーク約300本
（西区能古島）

海の中道海浜公園　　　約2000本

（東区西戸崎）

春ですね♪来月には消費税が8％になります。アップされる前に、お部屋も春に
しませんか？カーテンや畳だけでもプチリフォームは如何ですか？
そこで、カーテンの機能と畳の替え時をご紹介します。

【カーテンの機能】

消臭・・・・・生地に織り込まれた薬剤によって、タバコやペットの臭い等を消す。
　　　　　　リビングや臭いのこもりやすい部屋に
UVカット・特殊な繊維や織りなどによって、紫外線を遮蔽する。
　　　　　　日射しの強い部屋、デリケートな内装や家具のある部屋に
遮光・・・・・特殊な繊維を織り込んだり、裏面にラミネート加工して生地そのものに
　　　　　機能を持たせたもの。外からの光を遮り、部屋の中に光を漏らさない。
　　　　　　使用する部屋やライフスタイルに合わせる。
遮熱・・・・・特殊な糸やコーティング加工によって、太陽熱を防げる。
　　　　　　熱が窓から入りにくくする効果があるので、冷房効果が高まる。
保温・・・・・熱を逃しにくい空気層を多く含む生地を用いるなどして、熱伝導率を
　　　　　小さくしたもの。
防災・・・・・難燃性繊維を使った加工によって、炎が広がるのを防ぐ。
　　　　　＊不燃性ではない。
　　　　　キッチンや高齢者の部屋に
花粉対策・表面に吸着性を高める加工を施して、花粉や埃を部屋の中への侵入を
　　　　　防ぐもの。

【畳の替え時】

裏返し・・畳表が日に焼けて変色している。
表替・・・・畳表が毛羽立って服等に粉が付く。
新畳・・・・畳に弾力がなくなり、凸凹が多く、歩くとブカブカする。
　　　　畳間に大きな隙間がある。
　　　　畳床の糸が切れている。
　　　　カビや動物臭等がする。

カーテンも畳も一部の紹介です。
気になる方は、当社スタッフにお気軽にお尋ね下さい。

ご存じですか？　機能別カーテンと畳の替え時

汚れが取れなくなっていた洗面化粧台を新しく取替え、お揃いの収納ボックスを設けました。
日常使用する歯ブラシなどは鏡まわりに、バスタオルや洗剤などは扉の中にと、
収納容量が増えてしっかり使い分けができるように！
洗面台自体は壁付け水栓にしたので以前よりボウルが広くなりました。
また、ボウルとカウンター、カウンターとバックガードに継ぎ目がないので、
汚れが溜まらず、拭き掃除が簡単になりました。

施工前

施工後
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