
 

コンテンツ

 

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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駐車場完備

●スタッフ通信♪

●特集！
【トイレトピックス】

●職人さん紹介
 【左官職人　七石さん】

●施工現場レポート　
 【Ｔ様邸　クロス張替え工事】

●お料理レシピ
　・おにぎらず
　・いちごジュース
　

コンテンツ

朧月夜 
作曲　岡野貞一
作詞　高野辰之

菜の花畠に　入り日薄れ

見わたす山の端　霞ふかし

春風そよふく　空を見れば

夕月かかりて　におい淡し

里わの火影も　森の色も

田中の小路を　たどる人も

蛙のなくねも　かねの音も

さながら霞める　朧月夜　

ばたけ

は かすみ

ゆうづき あわ

ほかげ

こみち

かわず

かす おぼろづきよ

おぼろづきよ

青空に薄桃色の桜の花がとてもきれいな春真っ盛りの中を親御さんに連れられてランドセルが
歩いているようなピッカピカの1年生の顔が輝いています。
仕事の途中に登下校時の子供達の姿をよく見かけますが、何を話しているのかは分かりませんが
みんな楽しそうです。

私の年齢になると子供達を見るとそれだけで無条件に『希望』を感じますし、子供は純真無垢なので、
私達大人がつくる環境と教育によってどのようにでも育てることが出来ると思います。
勿論子供達それぞれに違った人生はあるのでしょうが、みんな立派な人に成長して誰もが未来に希望
を持てるような国にして欲しいと切に思います。

今毎日のように全国何処かで悲惨な事件が起こり、子供やお年寄り、若者たちが犠牲になっています。
これは他人事ではなく自分の事として捉え、何故このようなこ事が起こるのかを真剣に考え行動して
いかなければならない時に既に来ています。

私達大人が現在の子供達をしっかり守り育てていく事が、将来誰もが住みやすい安心できる世の中を
作っていくことに繋がるのではないでしょうか。

さて、私が２月３日に脊柱管狭窄症で緊急入院を余儀なくされ、３月１１日まで３６日間の長きに
亘って車椅子生活を経験いたしました。
私の入院についてこの通信に記載していたこともあり、沢山のお客様よりお見舞いやお電話・お声かけを
頂きました。本当に有難うございました。この紙面をお借り致しまして心より御礼を申し上げます。

お医者さんによりますと、この病気は有る年齢になると誰でも罹りやすくなるそうです。３月２０日現在
痛みは多少は残るものの毎週リハビリに通いながら仕事にも復帰し、今まで通り、朝は７時頃から夜は
８時前位まで頑張っています。
当たり前の事ですが、健康を失ってから初めて健康の有難さが分かるようではいけないのですが、この
ような
病気にならない為にも常日頃から正しい姿勢を保つように心がけることは非常に大切だと思います。



2015年4月スタッフから お客様へ＊　今月のおすすめレシピ　＊

いちごジュース

いちご・・・・・・・・・10個
バナナ・・・・・・・・・・1本
牛乳・・・・・・・・150ml～200ml
砂糖（練乳、はちみつでもOK）
　　　・・・・・・・・大さじ1～２

調理時間　約5分
材料 2 人分

作り方
① いちごは洗ってヘタを取ります。バナナは皮をむいて
　 適当な大きさに切ります。
② 材料をすべてミキサーで混ぜ合わせたら出来上がり。

ヨーグルトやお好きな
フルーツを入れて
アレンジしても ＯＫ !!

おにぎらず

１個分材　料

作り方 調理時間　約5分

今話題のおにぎらず!! 簡単にできて春の運動会シーズンにも
ぴったりです。にぎるおにぎりもいいけれど、おにぎらずは具が
大きいまま使えるから便利！サンドイッチみたいで楽しいですよ。

①ラップの上に
　焼海苔を広げる。

②半分の量のご飯を
　のせる

③具材をかさねて
のせていく。（今回は
薄焼き卵と胡瓜の
ぬか漬け）ハムや
チーズをあわせて
もＯＫ！

④残り半分の
ご飯をのせる

⑤対角を折る ⑥さらに対角を折る
軽く押さえるとご飯が
四角に落ち着きます

⑦そのままラップにくるめば持ち運べます。
　半分に切ると 切り口が見えてきれいです。

焼海苔・・・・・・・全形１枚
ご飯・・・・・・・・・茶碗1.5杯
薄焼き玉子・・・・・１個分
胡瓜ぬか漬け・・・・・適量

● フラワーピクニック2015　     期間・・・　～５/６
　　　　　　　　　　　　                  場所・・・海の中道海浜公園（福岡市東区西戸崎）
● 第58回久留米つつじまつり　 期間・・・４/５～５/５
　　　　　　　　　　　　                  場所・・・久留米百年公園（久留米市合川町）
● のおがたチューリプフェア　     期間・・・４月初旬～５月上旬
　　　　　　　　　　　　　                場所・・・リバーパーク（直方市役所前遠賀川河川敷）
● スプリングフェスタ2015　　   期間・・・　～５/５
　　　　　　　　　　　　　                場所・・・響灘緑地グリーンパーク（北九州市若松区）

さわやかな風とあたたかな日差しを受けて咲き誇る
色とりどりの花々に春の喜びを実感しましょう！

いつも大変お世話になっております。
桜の花のたよりが聞かれる頃となりましたが、
皆様お元気でお過ごしでしょうか。
 
最近TLS健康事業のｱﾌﾀｰで、佐賀県の有田・伊万里方面に行く機会があります。
仕事ですのでゆっくりと見物が出来ないのを、いつも残念に思っています。
４月末週からは陶器市がありますが、母が元気な頃はよく行ってました。
とても魅力を感じていて、お祭りの様に毎年の行事にしていました。
 
４００周年の伊万里焼「十五代酒井田柿右衛門さん」のコラムを
読んだ事を思い出しました・・・
「『きれい』と『美しい』は別物だということを知りなさい。」が先代の口癖だったそうです。
「きれいは、上辺だけのごまかしも利くけれど、美しいは、内面から滲み出てくるもの。
それを取り違えてはいけないよ。」と・・・
「伝統を踏まえながら、新たな時代を切り拓く。」「美しいものは必ず受け継がれる。」
「見る者、手に取る者、使う者に愛される。」と書いてありました。
今年こそは、そのような伝統ある美しい心で拝見したいものです。
 
花冷えの日が続いております。どうかくれぐれもご自愛下さいませ。

佐伯です



＊アルマスタッフ通信＊

岩橋です

 4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。

　

5月になりました。皆様その後いかがお過ごしでしょうか？アルマでは5月より37期にな
ります。36期は消費税の反動の一年だったような気がします。
毎日いつも通りタバタした一年だったのですが　売り上げの数字が少し落ちた年に
なりました。それでも　今年も焦らず・驕らず・諦めず　の精神で後悔のない一年にし
たいと思っております。
人間万事塞翁が馬です。
中国の故事で、人生の吉凶は予測できない、長い時間の中で初めてわかるものである
・・
中国の塞翁の馬がとなりの国に 逃げていき困り果てていました↓。が　その馬は後に
子を産んで駿馬を連れて戻ってきました↑。 塞翁一家は大喜びし　その駿馬に息子が
乗り　やがて落馬して大けがをしてしまいました↓。　しかしその怪我のおかげでとな
りの国との戦争が起きた時に出征しないですみ　無事に安楽に暮らすことができた↑
というお話です・・

先日以前からずっとお世話になっておりますお客様の改装工事をさせて頂いた時　
その方が　商売は儲けより繁盛だ・・　と仰っていました。私もそう思います。この通信
のお陰で沢山のお客様にお声を掛けて頂き　毎日バタバタした一日の中で　お客様
から色んなお話を聞かせて頂くのが私の楽しみの一つです。間違いなく人生の先輩で
あり尊敬出来る方々との会話は大袈裟かも知れませんが私の人生の道標になってい
ることに間違いありません。

     　　　　　　　　　　       先日何か月振りのお休みを頂き　実家の竹の子掘りに
　　　　　　　　　　　　   行ってきました。久し振りのお休みでしたので子供達が
　　　　　　　　　　　　   凄く楽しんでいる姿がとても嬉しく思うのと同時にいつ   
                                                      も母親にベッタリの2人の子供達なのですその日は私に   
                                                      パパ・パパと言う回数が凄く多くなっているのを感じ少し
                                                      不憫な気持ちになったり・・・
　
それでも私は自分の毎日一生懸命な姿を見せるのが　一番の子育てだと信じて　
誠心誠意で仕事に頑張っていきたいと思います。

そういえば今　スタッフさんに派遣の女性の方に来てもらって居ます。
社員さんになってもらえるのか　又本採用出来るのかはわかりませんが
お電話で新しいスッタフが対応させていただく事もあると思いますので
どうぞよろしくお願い致します。

私も今年で46歳になります。仕事人生余命19年と思い　
一日一日を悔いのないよう頑張りますので5月もどうぞ
よろしくお願い致します。

愛宕浜　A様　シャワー工事
高取　I様　畳工事
大手門　Y様　浴室改装・内装工事
西新　Y様　UB水栓工事
室見　K様　太陽熱温水器工事
百道　A様　カーテン工事
室見　K様　アンテナ工事
藤崎　Y様　シリコン工事
祖原　K様　換気扇工事
高取　I様　食洗器工事
干隈　R様　物干し工事
百道　M様　屋根補正工事
高取　Y様　照明器具他工事
原　　O様　内装工事
百道浜　M様　カーポート補正工事
愛宕浜　K様　内装工事
愛宕　O様　塗装工事
室見　I様　勝手口交換工事・内装工事
荒江　N様　ビルトイレ改装工事
高取　K様　空調機造作工事
百道　O様　カーテン工事
百道　K様　改築工事・内装工事
愛宕浜　F様　カーポート・フローリング工事
室見　K様　カーペット工事
愛宕浜　日田領事館　看板工事
百道　U様　ガラス工事他
豊浜　S様　ブロック塀工事
松山　T様　排水工事
室見　O様　キッチン工事
片江　Y様　サッシ補正工事
高宮マンション様　改装工事
鳥飼　N様　インターホーン工事
高取　F様　照明工事
今津　S様　キッチンパネル工事
室見　G様　電気温水器工事
片江　Y様　サッシ工事他
百道　N様　カーテン工事
百道　I 様　ロールスクリーン工事他

西新　　スコーレ西新様　屋上防水工事
藤崎　　O様　網戸張替え工事
愛宕浜　K様　雨戸修理工事
藤崎　　G様　ピクチャーレール取付工事
南庄　　O様　ﾄｲﾚ換気扇取替工事
下山門　高崎小児科様　白蟻工事
南庄　　W様　ベランダ防水工事
弥生　　Ｈ様　白蟻工事
飯倉　　Ｔ様　白蟻工事
小戸　　Ｋ様　白蟻工事
豊浜　　Ｓ様　白蟻工事
愛宕浜　Ｍ様　白蟻工事
寺塚　　Ｔ様　白蟻工事
藤崎　　南日本放送様　ｷｯﾁﾝ水栓取替工事
荒江　　Ｙ様　内装工事
藤崎　　Ｔ様　ﾄｲﾚ修理工事
百道　　Ｈ様　樹木伐採
今津　　Ｙ様　伸縮門扉撤去
小戸　　Ａ様　屋根修理工事
原　　　Ｍ様　脱衣場天井換気扇取替工事
高取　　Ｍ様　ﾄｲﾚ改装工事・駐車場工事
原　　　Ｔ様　ﾄｲﾚﾀﾝｸ漏水修理工事他
今泉　　Ｎ様　外壁補修工事
原　　　Ｅ様　内装工事



      
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

 

  

＊＊＊ 　 　 職人さん紹介　＊＊＊アルマのアルマの

■　   プロフィール　   ■

北側に面する部屋の壁に、結露が原因でカビが発生していました。
入り隅は特にひどく真黒になっており、ジョイントの部分からクロスがはがれ始めて
います。お施主様からは、クロスをキレイに貼り替えると同時に、カビを発生しにくく
してほしいとご依頼を頂きましたので、クロスを貼る際ののりに防カビ剤を混ぜて
施工しました。さらに、結露対策として今話題の『簡単後付けインナーサッシ』を
お薦めして、内側にもう一枚サッシを取り付けました。

T様邸
クロス張替え工事

施工前

日本各地には個性的なトイレがたくさんあります。今回は思わず

びっくりしてしまうユニークなトイレをご紹介します。

「肝試しの」 の公衆トイレ！！透明ガラス→スモークへ

トイレのお話

大分市中心部の商店街に、透明ガラス張りの公衆トイレ
が登場。普段は便器など内部が外から丸見えだが人が中
に入るとセンサーが感知してガラスがスモーク状に変わ
り見えなくなる仕掛け。設置したのは大分市中央町の市
若草通り商店街協同組合。商店街にかつてのにぎわいを
取り戻そうと話題作りを狙って作った。室内には洋式の
温水洗浄便座付きの便器があり、男女共用。バリアフリ
ー機能やおむつを替える台もある。毎日午前７時から
午後 10 時まで使用可能。一歩入ると一瞬で人影も見え
なくなり、用を足して外に出ると、35 秒後に再びガラ
スが透明になるという。

千葉にある 『世界一広い公衆トイレ』 は まるで楽園！

千葉県市原市にある小湊鉄道の飯給（いたぶ）駅には広さが 200 平方メートルも
ある『世界一広い公衆トイレ』があります。電車が１時間半～２時間に１本しか
来ないこの駅の町おこしのために造られたそうです。この世界一広い公衆トイレ
は女性用なので、残念ながら男性は横にある多目的トイレを使うしかありません。
柵の中の色とりどりの花畑の真ん中に、ガラス張りのトイレ小屋が立っており、
純白のカーテンで後部を隠すことが出来るので覗かれる心配はありません。
梅や桜の木もあり、春にはより一層花が咲き乱れて美しいのだとか。花畑の中で
用を足す究極の体験が出来るこのトイレ、夜にはライトアップされ、特に都会の
雑踏に揉まれてお疲れの方にはおススメなのだそうです。

トイレ ートピックスー

特集

大分発

千葉発

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☆

名前：七石さん

好きな食べ物：魚料理

趣味：魚釣り

施工後


	表紙+[更新済み]
	表紙中+[更新済み]
	中面外+[更新済み]（こっちが4月）
	中面中+[更新済み]

