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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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はぁとはぁと通信

コンテンツ

         

　１月6日（月）8：30より営業いたします

Ｈ26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御座います。
本年も皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げますと共にご支援ご指導のほど
何卒宜しくお願い申し上げます。

  さて、昨年末に『食事道』という講演会を聞きに行きました。
お話の内容は、『日本の食は米の文化によって縄文時代から脈々と伝承されてきました。
今こそ私達は米の歴史を学び、米の歴史に感謝し、米を中心とした日本の食文化の原点
に立ち戻らなければなりません。食の道は米を尊び、米に感謝することが基本であり、こ
の“食の道”の基本に立って、古くから先人の英知として伝えられてきた”食の三原則“を
継承して行かなければならない』という事でした。

 食の三原則とは、
１．人間本来の適応食の勧め（自然の恵みの中から授かる米を中心とした穀物や菜食を
      主とする）
２．身土不二（自分の住む土地で取れる旬のものを食べる）
３．一物全体食の勧め（食物は生命を丸ごと頂く全体食を基本とする）
以上が食の三原則であり、米を主食とする日本人の伝統的食生活は、人間の歯の形と構
成にも表れていて奥歯の大臼歯と小臼歯は２０本で、門歯は８本、犬歯は４本で
合計３２本となっています。

  このことから当然食事の内容も、米や穀物類を６割、野菜・山菜・海藻類を３割、魚や肉
類を１割の割合で食べるのが正しい食生活である言われていました。
食という字は人を良くすると書きますが、食物によって人間の体は出来ていますので、
古来より数千年もの長い間日本の伝統となっていた米を主体とした食事をもう一度考え
直す時期に来ているのではないかと思いました。
最近の若者は、よくキレると言いますが、このような心の状態も食事の内容に大いに関
係があるのではないでしょうか。

  講演者曰く、ある産婦人科の先生によると健康な赤ちゃんを産む為には母親の食事内
容が大変重要だと言うことでした。食事の三原則から言うと米は玄米食が一番良く、魚
は小魚を丸ごと食べ、野菜などは地元で採れた旬のものと言う事になります。
最近は特に子供さんのアトピーや難病が増えているのが大変心配されるところです。
和食が世界遺産に登録されましたが、日本人より外国人の方が日本古来の食事が人間
の健康に最も適していることを気付いて来たのではないでしょうか。

今年１年が皆様にとりまして素晴らしい年であります様心よりお祈り申し上げます。



2014年1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

小田巻き蒸し 調理時間　約40分

うどんが入った茶碗蒸し。食べ応えバッチリ！ 鶏もも肉・1/3枚 
<鶏肉の下味>
  酒・大さじ1  
  塩・少  々 
  薄口しょうゆ・小さじ1.5  
うどん(冷凍)・1.5～2玉  
  酒・大さじ1  
  薄口しょうゆ・小さじ2  
  塩・少  々 
エビ・4尾  
カマボコ(薄切り)・4枚  
シイタケ(干し)・2個  
<干しシイタケの下味>
  もどし汁・大さじ2  
  酒・小さじ2  
  砂糖・大さじ1  
  薄口しょうゆ・大さじ1  
ホウレン草・1/4束  
卵・2個  
<合わせだし>
  だし汁・380ml  作り方 >>  
  酒・大さじ2  
  みりん・大さじ1  
  塩・小さじ2/3  
ユズ皮(削ぎ)・2片 

鶏もも肉は食べやすい大きさの削ぎ切りにし、＜鶏肉の下味＞の材料と小鍋に入れ、ひと煮たちさせておく。 
うどんはお湯でサッと洗って水気をきり、酒、薄口しょうゆ、塩をからめる。 
エビは殻をむいて背ワタを取り、分量外の塩でもんで水洗いし、水気を拭き取る。 
シイタケはぬるま湯で柔らかくもどす。軸を切り落として＜干しシイタケの下味＞の材料と小鍋に入れ、煮汁がなくなるまで煮る。 
ホウレン草はサッとゆでて水に取り、粗熱が取れたら水気を絞る。根元を切り落とし、長さ3cmに切る。 
蒸し器を湯気が上がる状態に準備しておく。 

下準備

①卵を割り、泡立てないようにほぐして、＜合わせだし＞の材料を加えて布巾でこす。 
　            ＊布巾でこすとキメが細かくなめらかになります。
　           　 キメは少し粗くなりますが、網でこしてもOKです。 
②器にうどんを入れ、鶏もも肉、エビ、カマボコ、シイタケを盛り合わせ、①の卵液を
　注ぎ入れる。蒸気の上がっている蒸し器に入れ、乾いたタオルを蒸し器の蓋に巻
　き付け、少しずらして蓋をする。 
　＊蒸気のしずくが器の中に落ちないように、蓋にタオルを巻きつけています。 
③強火で1分、中火で15～20分蒸す。竹串で中央を刺して、澄んだ汁が出れば蒸し
　上がっています。最後にゆでたホウレン草をのせ、削いだユズ皮を添える。 
　＊削いだユズ皮を添えると風味が増しますよ！ 

体の芯から
温まります♡

　☆大根、カブなどの根菜類☆
葉つきのままだと、養分を吸い取るので葉の部分を切り落とし、湿らした新聞紙にくるんで、
風通しの良い場所に立てて保存します。 
　☆ほうれんそうやこまつな類の青葉類☆
ほうれんそうチンゲンサイ 葉の表面から水分が蒸発しますので、濡れた新聞紙に包み、
野菜袋やポリ袋に入れて冷蔵庫で立てて保存します。 
　☆きのこ類☆
しいたけしめじ 水分を取り除き、ラップに包んで冷蔵庫で保存します。 

野菜の保存方法
　☆たまねぎ・にんにく☆
網などに入れて風通しの良い場所に吊るして保存
　☆ねぎ☆
新聞紙に包んで、涼しい所で保存

  新春の候
皆様にはお幸せな新年を迎えられたことと
お喜び申し上げます。
旧年中は大変お世話になりまして誠にありがとうございました。
心より感謝申し上げます。
 
  TLS健康事業部では、『根本の治療』を提唱推進しております。
昨年は、それに伴う代替医療として相乗効果が期待できる
食事と運動の基本を学ぶことが出来ました。
体験を重ねて皆様にお伝えできればと思っています。
                      年が改まり決意も新たに　実践して参ります。
                      本年もよろしくご厚情賜りますよう　お願い申し上げます。
 
                    ますますお寒くなることと存じます。どうぞご自愛下さいませ。
                    皆様にとって　幸多い年でありますよう　お祈り申し上げます。
 

新年明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話様になりありがとうございました。
皆様、お正月はいかがお過ごしでしょうか？
今年も家族と実家でゆっくり過ごすことができることに感謝です。

昨年も充実した年を過ごせましたが、今年も変化を楽しみ、大きく成長出来ればと
思います。
新しい年に期待しつつ、しっかり前を向いてまた一年、笑顔で過ごせるように頑張っ
ていきたいです。

皆様の一年が素敵な年となりますように・・・。
今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。

　

室見　　　Ｈ様邸　  リビングドア製作工事
中央区港　㈱ファビルス　市場会館1014号塗装工事
昭代　　　Ｈ様邸　   貸倉庫解体工事/排水詰り除去　
小笹　　　Ｉ様邸　　玄関ＣＦシート工事
高取　　　高取公民館　　クロス補修工事
高取　　　Ａ様邸　  ユニットバス工事
百道　　　H様邸　　ユニットバス工事
愛宕浜　　Ｈ様邸　　駐車場土間タイル補修工事
愛宕南　　N様邸　　手摺り修理・他工事
小田部　　Ｆ様邸　　階段手摺り取付け工事
姪浜駅南　Ｏ様邸　　トイレ及び屋根塗装工事
百道　　　Ｎ様邸　　レンジフード取替え工事
藤崎　南日本放送㈱　給湯器取替/水栓金具修理
愛宕　　　Ｎ様邸　　スイッチ及び床・補修工事
百道浜　　Ｙ様邸　　ユニットバス及び
　　　　　　　　　　キッチン水栓金具取替え
高宮　　　Ｔ様邸　　ユニットバス取替え工事
姪浜　　　 Y様邸　　玄関・脱衣場・トイレ
                                     ＣＦシート張替工事
田隈　　　Ｔ様邸　　カーテン工事
藤崎　　　Ｔ様邸　　手摺り取付け工事
小田部　　Ｆ様邸　　物置解体撤去工事
藤崎　　　Ｙ様邸　   ユニットバスシャワー
                                       水栓取替え工事
下山門　高崎小児科医院　　流し電灯取替え工事

  明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になりました。今年もよろしくお願いいたします。
皆様2014年お正月はいかがお過ごしでしょうか ?

私は子供達を連れて実家に里帰りしてると思いますが 皆様の所も賑やかな事でしょう。

昨年から消費税の関係からか一段と仕事量が多く年始から沢山の仕事がスタートします。
今年は出来ない仕事は無理にお請けしない様に もう少し一つ一つ大事に仕事を造りた
いと思います。(贅沢な悩みだと解っているのですが…)

私の今年はなんだか大きく変わる年になる予感がします。
雪が溶け新芽が芽吹く頃　私は常に平常心で事に向き合い 誰にでも最高の愛と
感謝で過ごす様な一年にしたいと思います。

今年も精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

高取　　Ｈ様邸　リフォーム工事
有田　　Ｋ様邸　　リノベーション工事
愛宕　　Ｏ様邸　　外装工事
西新　　Ｒ様邸　　現状回復工事
平尾　　Ｋ様邸　　外塀工事
内野　　Ｓ様邸　　屋根工事
高取　　Ｉ様邸　　内装工事
西新　　Ｍ様邸　　内装補正工事
豊浜　　Ｓ様邸　　ブロック塀工事
荒江　　Ｉ様邸　　床工事
愛宕　　Ｙ様邸　　フェンス工事
室見　　Ｋ様邸　　改装工事
藤崎　　Ｓ様邸　　トイレ改装工事
百道　　Ｔ様邸　　内装工事
愛宕南　Ｓ様邸　　水栓工事・
　　　　    　　システムバス取替え工事
室見　　Ｇ様邸　　庇工事
室見　　Ｋ様邸　　クロス工事
西新　　Ｍ様邸　　手摺工事
百道浜　Ｍ様邸　　床工事
室見　　Ｉ様邸　　左官工事
西の丘　Ｔ様邸　　樋工事
高取　　Ｍ様邸　　鍵工事
野方　　Ｋ様邸　　キッチンパネル工事
笹岡　　Ｈ様邸　　キッチンパネル工事
高取　　Ｔ様邸　　システムバス工事
豊浜　　Ｔ様邸　　クリーニング工事・
　　　　       　　　　　　　　　棚工事
室見　　Ｋ様邸　　クリーニング工事
豊浜　　Ｙ様邸　　コーキング工事
百道　　Ｋ様邸　　エアコン工事
百道　　Ｔ様邸　　アコーディオン工事
藤崎　　Ｋ様邸　　バルコニー床工事
高取　　Ｋ様邸　　駐車場土間工事



 

 

      
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

お　部　屋　改　装

 

M様邸
施工期間  　1ケ月
施工金額　 約415万円
　（その他工事含む）

  

＊＊＊ 　 　 職人さん紹介　＊＊＊アルマのアルマの

■　   プロフィール　   ■
名前：大山弘美さん

職業：クロス職人

職歴：37年

モットー:来た時よりも美しく

好物：まんじゅう

フ
ァ
イ
ル
２

フ
ァ
イ
ル
58

実直に仕事に取り組む姿は見習わなければならないと思わされます。もちろん職人としての
腕はピカイチです。仕上がりに厳しく、常にお客様目線で細かい所にまで気を配って作業を
するので、安心して現場を任せられます。モットーは 「来た時よりも美しく」と言うだけあって
工事後の片付けにも定評があり、信頼できるイチオシの職人さんです。

土間の木材が老朽化し、表面がボロ

ボロになっていました。下駄箱は簡

易的なもので、外見や容量など機能

的に十分とは言えないものでした。 天井・壁のクロスと土間のＣＦシートを貼替え、床にはフ

ローリングを施工しました。新調したシューズクローゼッ

トは、履物だけでなく傘やゴルフバッグなど背の高い物ま

で収納できます。また1面が鏡張りになっているので、外

出前の身だしなみチェックもでき重宝します。玄関ドアの

内側には剥離可能な木目のシートを張り、空間をナチュラ

ルモダンなイメージでまとめました。

家の顔として見劣りす

ることのないよう、内

装・建具・収納に至る

までトータルで空間を

コーディネートしまし

た。

これからは住宅を長持ちさせる時代
日本人の住宅への意識は
30年前後で老朽化してしまい、建て替えるもの」というイメージが根強く

「どうせ建て替えるのだから、あまりリフォームにお金をかけてももったいない」
そのような意識があるように感じられます。
長い間、住宅のスクラップ＆ビルド（建てては壊す）を繰り返してきた日本ですが、
中古住宅（既存の住宅）を、所有者が賢くメンテナンスし、リフォームしたりして、
長く住める住宅としていく時代になることでしょう。

マンションリフォームのチェックポイント

マンションには共有部分と専有部分がありリフォームできる部分は
『専有部分』となります。また、管理規約や構造的な制約もあるので事前確認が必要です。
ご不安な事がございましたら営業になんなりとご相談してください！

○・・・リフォームできる
△・・リフォームできない場合あり
×・・リフォームできない

×玄関ドアの交換

○内装の変更

△換気扇の移設

○コンセントの増設

△IHクッキング
   ヒーターに交換

×パイプスペース
       の移設

△排水管の移動
○水まわり設備の交換

○床暖房を設置

△バリアフリー工事

△ガーデニング

△フローリングに張替

△エアコンの増設

×窓側ガラス・サッシの交換

○玄関ドア内側の塗装
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