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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

 

207

 

 

はぁとはぁと通信

         

コンテンツ

●スタッフ通信♪

●特集！
【ポイントリフォームしませんか】

●職人さん紹介
 【タイセイ商事　末久さん】

●施工現場レポート　
 【Ｋ様邸　キッチン内装ﾘﾌｫｰﾑ】

●お料理レシピ　!(^^)!
　・蟹入り紅白なます
　・かぶの雑炊

新しい年を迎え皆様のご健康と
  ご多幸を心よりお祈り申し上げます
本年も何卒宜しくお願い申し上げます

平成二十七年　元旦

1月７日（水）８：３０より営業いたします

Ｈ27年1月末日まで有効

網戸（大）１枚
張替えサービス

お年玉サービス券　　

新年明けましておめでとうございます。
皆様は2015年がどのような１年になると期待をしていらっしゃいますか？
以前のように日本人のほとんどの方が中流意識を持つことが出来るような経済に回復する
のでしょうか？

しかし、経済で豊かになっても心が今日のように荒廃してしまっては元も子もありませんね。
昨年末の衆議院選挙は自民党が圧勝しましたが、投票率は戦後最低の52％でした。
私達世代は勿論の事これから日本の将来を担う子供たちの未来を創っていく人たちを選ぶ
のが選挙ですから、このように政治に無関心で本当に良いと思っているのでしょうか？

日本は今内政も外交も大変な岐路に立っています。これからの舵取りが益々重要になって
来ると思いますので、もっと多くの国民が政治にも経済にも関心を持ち、しっかりと国の進む
方向を見て行かなければならないと思います。

投票率についても、特に最近は投票に行かない若者が本当に多くなっていますが、何故多く
の国民の政治離れが益々激しくなっているのでしょうか。

就職の際にも非正規雇用が当たり前のような今の世の中は変えないといけないと思いますし、
親にとっては子供が学校を卒業したら、正規雇用で就職をして早く幸せな家庭を築いてくれる
のを待ち望んでいます。このような世の中に早く戻さないといけないと思いますし、このままで
は若者が未来に本当に希望を持てなくなってしまいますね。

年頭から愚痴の様になってしまいましたが、私達は身の回りの出来ることから世の中を良い
方向にもって行けることを一つ一つ積み重ねて行くしかないと思いますが、普段から何事に
も関心を持ちお互いに助け合いの精神で周りを見守っていくことが大切ではないかと思って
います。

本年も何卒ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げますと共に　今年１年が皆様に
とりましてご健康で幸多きより良い年となります様心よりお祈り申し上げます。



2015年1月スタッフから お客様へ＊　今月のおすすめレシピ　＊

佐伯です

蟹入り紅白なます

４人分材　料

作り方

調理時間　約15分

大根・・・・・・・10 ㎝
人参（小）・・・・・1本
柚子の皮・・・・・少々
蟹缶・・・・・・・1缶
三杯酢（市販品）・・150 ㏄

① 大根は皮を厚めにむき、繊維とは平行に千切り、（シャキシャキした感じ
　 になります）人参も同じく千切りにする。
② 塩小さじ 1をふり、揉んでおき、３分置いたら流水でよく洗い固く絞る。
③ カニ缶を汁ごと加え、柚子の千切りを加える。
④ 三杯酢をかけたら出来上がり。1時間位なじませるとより美味しいです。

疲れた胃腸をいたわる、
体に優しい
ヘルシーメニューです

４人分材　料

作り方

かぶの雑炊 調理時間　約20分

① かぶは７㎜角に切り、葉は小口切りにする。
　油揚げは湯通し後、５㎜に切る。
② 鍋にだし汁とかぶを加え、沸騰したらほぐしたご飯、油揚げを加え、
　弱火で５~８分ことこと煮る。
③ ご飯がふっくらしてきたら、かぶの葉を加え、塩、醤油で味を調えたら
　出来上がり。

ご飯（玄米ご飯）・・・400ｇ
かぶ（実）・・・・・1~2 個
かぶの葉・・・・・・20ｇ
油揚げ・・・・・・1/2 枚
だし汁・・・・・・4カップ
塩・・・・・・・小さじ１杯
醤油・・・・・・小さじ１杯

開運風水～インテリア編～

金運
金運は西の方向からやってきます。そして金運は家の西側にある、黄色と
白のものに引き寄せられます。家の中心から見て西側のスペースに黄色
と白のグッズを集めましょう。黄色は淡い色よりも濃い色の方が効き目が
あります。金運は西からの流れのほかに、玄関からも入ってきます。金運
は明るくてきれいな玄関が大好き！照明器具のホコリを落とし、切れかけ
た電球はすぐに交換。玄関ホールの照明が暗めならスタンドをプラスし
て「陽」の気を高めましょう。

健康運
風水では「東で食べて、西で寝る」が健康の基本と考えます。でもキッチン
がどの方向でも、東をあらわす赤い色のグッズを東に飾れば足りないパ
ワーが補えます。食器棚は東か南に向け、食器に「陽」の気が移るように
置くといいでしょう。一方よく眠れる寝室の方位は北～西の方向です。
暖色系のインテリアにしてスタンドを置くとよいでしょう。これらの方位
以外の寝室では「陽」の気を静めるために寒色系のインテリアにすると
落ち着いて眠ることが出来ます。寝るときは暗くすることが基本なので
寝室はカーテンでしっかり遮光を。良質な眠りが疲れを解消します。

環境を整えてツキを呼びましょう！！

明けましておめでとうございます。
皆様お元気で新年をお迎えのことと存じます。
旧年中は大変お世話になりました。
 
私事ではございますが、５回目の干支を迎えました。
長女とは（１度の流産の為）９歳離れた、次女の成人式を迎えます。
３９年前の私の振袖を着てくれます。感慨無量です。
受け継がれていく和服の伝統を、改めて素晴らしく思います。
子供達の成長に一喜一憂しながら、母親育てをさせてもらっています。
昨年は三人目の孫の誕生から始まりました。
目まぐるしく色々あった一年間でしたが、
お陰様で、皆が無事に健康で過ごしていることが何よりに思います。
 
新たな気持ちで今年一年仕事が出来ることに感謝して頑張ります。
頑張るを『顔晴る』（斎藤一人先生のお言葉）にあやかって行きます。
皆様にとって幸多い一年でありますようお祈り申し上げます。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
 



＊アルマスタッフ通信＊

岩橋です

 12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。

　

愛宕　　Ｏ様邸　塗装残工事及び
　　　　　　　　浴槽工事
百道　　Ｙ様邸　樋補正工事
百道　　Ｎ様邸　樋工事
今川　　Ｙ様邸　倉庫増築工事
百道浜　Ｏ様邸　玄関ドア修理工事
昭代　　Ｆ様邸　外壁・屋根塗装工事
昭代　　Ｓ様邸　外構工事　ｶｰﾎﾟｰﾄ工事
高宮　　Ｎ様邸　マンション改装工事
西新　　Ｈ様邸　門扉取換え工事
天神　　Ｙ様邸　マンションクロス工事
室見　　Ｋ様邸　ガス器具及び流し台工事　
百道　　Ｋ様邸　外構駐車場工事
高取　　Ｍ様邸　硝子テーブル他工事
愛宕　　Ｙ様邸　ﾌﾞﾛｯｸ増設ﾌｪﾝｽ工事
昭代　　Ｓ様邸　キッチン扉工事
生松台　Ｋ様邸　外構剪定工事
姪浜　　Ｓ様邸　植栽撤去工事
室見　　Ｕ様邸　椅子張替え工事
百道　　Ｎ様邸　洗面所工事
百道　　Ｏ様邸　洗面所排水修理工事　
原　　　Ｙ様邸　クロス・CFシート工事
愛宕　　Ｓ様邸　住宅改修工事
野方　　Ｋ様邸　ドア工事
百道　　Ｊ様邸　電気工事
片江　　Ｍ様邸　内装及び畳工事
室見　　Ｔ様邸　パイプクリーニング工事
昭代　　Ｏ様邸　ウォシュレット取替工事
七隈　　Ｒ様邸　ｱﾊﾟｰﾄﾘﾉﾍﾞｰｼｮﾝ工事
弥永　　Ｍ様邸　襖張替え工事
野方　　Ｋ様邸　水栓交換工事
原　　　Ｎ様邸　トイレ内装補正工事
愛宕浜　Ｓ様邸　雨戸補正工事
姪浜　　Ｎ様邸　ｺﾝｾﾝﾄ及びTVｱﾝﾃﾅ工事
　　　　　

糸島　　Ｋ様邸　階段ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ取付工事
筑紫野　Ｋ様邸　ユニットバス扉修理工事
昭代　　Ｕ様邸　ウォシュレット修理工事
愛宕浜　Ａ様邸　脱衣場クロス補修工事
高取　　Ｔ様邸　小便器修理工事
渡辺通り　　　　　湯沸室天井換気扇取替
　　　　　　　　　　・ 非常照明器具修理
高取　　Ｙ様邸　間仕切りパネル取付工事
百道　　Ｋ様邸　ｱﾊﾟｰﾄ浴室土間排水修理
今宿東　Ｍ様邸　居間クロス張替え及び
　　　　　　　　トイレ塗装補修工事
高取　　Ｍ様邸　内装工事
原　　　Ｋ様邸　伸縮門扉取替・
　　　　　　　　玄関引戸カギ取り替え
荒江　　Ｋ様邸　白蟻予防工事
生松台　Ｈ様邸　食洗機取替工事
豊浜　　Ｙ様邸　洗面台水栓修理工事
愛宕浜　Ｋ様邸　システムキッチン取替工事
飯倉　　　　　　　　　電照看板修理工事
西新　　Ｓ様邸　ｱﾊﾟｰﾄ玄関ﾄﾞｱｶｷﾞ修理
百道浜　Ｋ様邸　トイレ水栓詰り修理
高取　　Ｏ様邸　カーテン取付工事
百道浜　Ｏ様邸　浴室点検
室見　　Ｓ様邸　給湯器取替・配管漏水修理　　　
　

あけましておめでとうございます。平成27年1月になりました。
皆様どの様なお正月をお過ごしでしょうか？
私は多分自宅に母親を呼んで妹家族を招いている頃だと思います。
毎年母親にもお年玉を渡しているのですが
今年も皆様のお陰で少額ですが渡すことが出来る事に感謝致します。
毎年毎年・・毎月毎月・・毎日毎日・・いつ仕事がなくなるか分からない
恐怖心と不安の中で毎日を過ごしているのですが　本当にお陰様で
今年も無事お正月をむかえられたな~と今思っております。
お正月は少し家族とゆっくり過ごす予定ですので楽しみにしています。

そういえば去年末には以前アルマのスタッフの大屋さんの結婚式に
我が家の家族で参列してきました。
親族と親しい友人だけの披露宴でしたが　私はこれまで沢山式にお招きいただいた中で
どの式より一番花嫁は輝いていました。
私も娘を嫁に出す父親のような感動の涙が止まりませんでした。
お客様より多く訪ねられたりしますので　ここにご報告いたします。
彼女は今広島で　妊活中です。きっと彼女のように美人で優しく少し気が強いのですが　
信念をしっかりと持った　可愛い子供を生んでくれることでしょう。
楽しみにしております。

私の今年は変化の年にします。
良い意味でスピード感を持って確実に行動していきます。
私の好きな格言でもあります　
相手が変われば 心が変わる　
心が変われば 言葉が変わる
言葉が変われば 態度が変わる
態度が変われば 習慣が変わる
習慣が変われば 運が変わる
運が変われば 人生が変わる
子供達に　諦めなければ夢はかなう・　努力をすれば報われる・と言うことを私の人生を
かけて立証することを念頭にかっこいいオヤジを目指して今年も出発いたします。

昨年中は大変お世話になりましました。
今年もどうぞよろしくお願い致します。

株式会社アルマ　取締役　岩橋進一

福岡昭和
タクシー様

きよまつ小児科医院様



 

      
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

 

  

＊＊＊ 　 　 職人さん紹介　＊＊＊アルマのアルマの

■　   プロフィール　   ■

キッチン内装リフォーム

キッチンを少し増築し、キッチンカウンターをＬ字に替えて、ゆったりとお料理が楽しめる空間になりました。
今回のリフォームのポイントはズバリ『お掃除のしやすさ』！お手入れ簡単なサイクロンフードにガラストップ
のガスコンロにしました。イエローのシンクとホワイトの食器棚が空間の素敵なアクセントになっています。
パンを焼くことが趣味の奥様にも大満足していただけました！

Ｋ様邸　施工期間　約３週間
　　　　工事金額　約 350 万
　　　　（増築、内装、サッシ工事含む）
採用商品：YAMAHAシステムキッチン【berry (ﾍﾞﾘｰ) 】

施工前
施工後

・トイレの手すりの設置
・トイレの壁・床の張替え（消臭効果）
・入浴暖房付、浴室換気乾燥機の設置
・洗面所の収納キャビネットの取替え
・ユニットバスの設置
・浴室のバリアフリー仕様

トイレ・浴室
玄関・ホール

・玄関網戸の設置
・手すりの設置
・玄関収納の設置
・ＴＶモニタ付インターホンの設置
・ドアのリフォーム
　

キッチン

・ガスコンロの交換
・ＩＨクッキングヒーターへの交換
・水栓金具の取替え
・後付けプルオープン食器洗い乾燥機の設置
・レンジフードの取替
・システムキッチンの設置
・お手入れ簡単キッチンパネルの貼付け

和室

・畳、ふすまの取替え
・押入れをクローゼットへ
・和室から洋間へ改装

洋室・リビング

・カーペットからフローリングへ
・収納スペースの設置
・間仕切り開閉壁
・調湿効果のある壁材へ張替え

　　・必要な個所を必要なだけ交換や修繕が出来る。
　　・工事期間が短くて済む。
　　・工事費用が抑えられる。
　　・工事後、すぐに快適さを得られる。　　

今のお住まいで気になるところはありませんか？

・部分的に古くなってきた設備がある。
・ライフスタイルの変化で不便な所が出てきた。（子どもの成長、親の介護等）
・今の住まいの設備に不満がある（収納を増やしたい、部屋の雰囲気を変えたい等）

たとえば、おうちの中のこんなところをポイントリフォーム！！

※住まいに関するお悩み・ご相談は当社スタッフまで
　　　　　　　　　　　お気軽にお申し付けください。

大がかりなリフォームは決断するのにも時間がかかり大変ですが、生活の中で
気になっているところを必要な部分だけ改修したり、交換するだけで驚くほど
日常生活が便利で快適なものになります。

ポイントリフォームのいいところ

名前：末久さん

職業：給排水設備

職歴：38年

モットー:お客様に喜んで頂けるよう誠実に

好物：豆腐、刺身

主に現地調査を担当しているので、水回り工事のお見積り訪問に、よく同行してもらいます。
豊富な経験と知識から、お客様にとって最良の商品と工事方法を提案してくれる、本当に
頼れる存在で、困った事があると一番に相談するほど、その専門知識において彼の右に
出る人はいません。そんな末久さんは大の愛妻家で、ご夫婦でよくお食事に出かけられる
そうです。彼の穏やかな笑顔が夫婦円満を物語っています。
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