
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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コンテンツ

●スタッフ通信♪

●特集！
【インプラスで快適生活】

●職人さん紹介
 【鉄工技術者 原野さん】

●施工現場レポート　
 【Y様邸マンションリノベーション】

●お料理レシピ　
　・レンジで簡単お月見団子

「夕焼け小焼け」

作詞：中村雨紅　作曲：草川信

夕焼け 小焼けで 日が暮れて
山のお寺の 鐘がなる
 おててつないで みなかえろう 
 からすと いっしょに かえりましょ

子供が かえった あとからは
 まるい大きな お月さま
小鳥が夢を 見るころは 
空には きらきら 金の星
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　お盆が過ぎてから暑さも和らぎ少しは過ごし易くなって参りましたね。
皆様に於かれましては、お盆はどのようにお過ごしになられましたでしょうか？
夏季休暇と言う事もあって、皆様は大変お忙しく過ごされたのではないかと
拝察いたします。 さて、私のお盆はお墓参りから始まって鹿児島県の鹿屋市に
ある元海軍特攻隊記念館と大刀洗町にある平和祈念館に行って参りました。

　鹿屋の記念館は、知覧の記念館と比較して訪問者は少なかったので、陳列し
てある手紙や遺品などをじっくりと見る事が出来ました。
中でも特に目を引いたのは、硫黄島の激戦で亡くなられた、市丸利之介少将と
言う方が、最後の突撃を前にして、当時のアメリカ大統領のルーズベルト宛て
に書いた『ルーズベルトに与うる書』と言う手紙を読みましたが、本当に素晴ら
しい内容でした。

市丸少将こそ世界のリーダーと言える程の内容が書かれていました。
市丸少将は、人間としても本当に立派な人格者だったのではないかと言うこと
が文章の中から伺えました。
また彼は、佐賀県唐津市出身という事もあって大変親近感を持ちました。
彼の手紙は現在、アメリカのノポリスにある海軍兵学校の記念館に展示して
あるそうです。

戦争当時、アメリカは、将校の遺体の持ち物を調べると言う事を知って、少将が
書いた手紙を部下の将校に持たせていた為に戦死した将校の体に巻き付けて
あった手紙が狙い通り発見されて、アメリカに持ち帰られ、マスメディアが内容
が大変素晴らしいと言う事とアメリカが目指す理想でもあったと言うことで
大々的に取り上げられ新聞、ラジオを通じてアメリカ中に知れ渡ることになっ
たそうです。

ただ残念なことに、本当に手紙を読んで欲しかった大統領は、硫黄島が玉砕し
て８日目に病気で他界していたので、ルーズベルト自身が市丸少将からの手紙
を読むことはなかったとの事でした。
硫黄島の戦いは、日本の守備隊 2 万名に対してアメリカは 11 万の大軍と
戦艦、戦車、重火器を持って攻撃した壮絶な戦いだったとの事です。
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熱いうちによくこねて、
　なめらかにすると
　　いいですよ♪ 

2015年9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

作り方

調理時間　約25分

レンジで簡単お月見団子

材料

10 本分

・上新粉 70ｇ 
・白玉粉 30ｇ 
・砂糖 50ｇ 
・水 150ｃｃ 

■ よもぎ団子  
☆上新粉 70ｇ 
☆白玉粉 30ｇ 
☆砂糖 50ｇ 
☆よもぎ粉 5ｇ 
☆水 150ｃｃ

■ かぼちゃ団子  
★上新粉 70ｇ 
★白玉粉 30ｇ 
★砂糖 40ｇ 
★かぼちゃ（柔らかくつぶしたもの）50ｇ 
★水 120ｃｃ 

①かぼちゃは小さく切り
　電子レンジ600ｗで
　2~３分加熱し、つぶして
　50ｇ用意します。

②★印の材料を耐熱ボウルに
　入れて混ぜ合わせ、よく溶か
　します。電子レンジ600ｗで
　３分加熱します。

③一度混ぜ合わせたら
　さらに電子レンジで
　3分加熱します。

④取り出したらよく混ぜ、
　ぬれ布巾でくるむよう
　にしながらなめらかに
　なるまでよくこねます。

⑤手に水をつけながら団子
　を１０等分に丸めます。

⑥白い団子もよもぎ団子
　も同様に作り丸めたら、
　串に刺して完成♪

2015年の中秋の名月は　　　　　　です。

お月見らしさを演出できるような
季節感のある飾りつけをしてみてはいかがでしょうか。

9月27日

窓なし浴室でも平気！
簡単だから習慣にしたい入浴直後の湿気対策

窓のない浴室はマンションなどだとそう珍しくないもの。カビの大好物は、石鹸カス
などの有機物、湿気、温度です。マンションでは気密性が高いため、一度カビが発生
した部屋はコマメな対策が欠かせなくなっています。

習慣にしたい防カビ行動
①入浴後は冷水で冷やす ②入浴後に　ささっと拭くと、なお良し

大事なのは浴室入口の通気口

換気中は扉を閉める

水滴がある程度落ちたら拭くと更に良いです。水分をとってから換気扇を回すと圧倒的に早く
乾きます。ただ、面倒な所が欠点なので、水シャワーだけでも実践するといいかもしれません♪

空気が正しく回ってこそ全体が乾燥でき換気効率は上がります。大事なのは浴室入口の通気口
です。通気口にカビがあると浴室内にカビの胞子をバラまくことになります。毎日水圧を強く
したシャワーで流したりして常に綺麗な状態を保つようにしましょう。

換気中は扉を閉めて、お風呂場スペースだけを集中して換気しましょう。換気を心掛けないと
浴室だけでなく、家じゅうにカビが発生する最悪な事態になってしまいます。
綺麗な浴室を保つことが家じゅうの綺麗に繋がるのです。

　いつもお世話になりまして、ありがとうございます。
初秋の気配を感じられる頃になりました。 皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。
  
今年のお盆は、ゆっくりした時を過ごせました。
終戦記念日も、戦後７０年の節目で何かと感じる事もありました。
私がこの世に居られるのも、先の大戦で生き残った先祖のお蔭です。
日本が今、平和であることは、大義のために命を捧げられた方々のお蔭であり、
その大和魂を継承されながら、生き抜いて来られた方々に感謝の念です。
  
たまたまでしたが「寺子屋モデル」代表山口秀範氏の講演会に参加しました。 内容が
「親も持ちたい生き方のお手本～家訓のススメ」でした。 昔は、名家だけでなく『家訓』は
あったのではないかなぁ・・・どこで切られてしまったんだろう！？と改めて思いました。
①自分の父母、祖父母、曾祖父母のファミリーツリーを書き出す。
②先祖から受け継いだ言葉、影響を受けた人からの心に留める言葉を書きだす。
③名家の家訓で出会った言葉、本書の中で印象に残った言葉を書きだす。
④我が家だけの「オリジナル家訓」を日付け入りで清書する。
親の役割として、次世代にメッセージを残しませんか。 というお話が残りました。
子育てには間に合いませんでしたが、孫育てに関わって行きたいなぁと思います。
 
季節の変わり目、夏のお疲れが出ません様に、どうかご自愛下さいませ。



＊アルマスタッフ通信＊

岩橋です

8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。

愛宕浜　Ａ様　レンジフード取替

警　固　Ｏ様　壁開口工事

百　道　Ｋ様　脱衣場床補修工事

西　新　Ｎ様　洗面所改装工事

室　見　Ｎ様　換気扇カバー

拾六町　Ｆ様　照明器具

藤　崎　Ｍ様　トイレタンク漏水修理

今宿東　Ｋ様　屋根瓦塗装工事

姪浜駅南 Ｋ様   浴室排水詰り除去

南　庄　Ｓ様　マンション全面リフォーム工事

舞　鶴　Ｕ様　和室を洋間に改装

西　新　Ｂ様　網戸張替

舞　鶴　Ｕ様　壁収納家具工事

〃　 　　〃　   洗面化粧台修理工事

藤　崎　Ｔ様　ブロック塀補修工事

　原　　Ｉ様　階段手摺り取付工事

高　取　Ｇ様　キッチン水栓金具取替

愛宕浜　Ｉ様　屋根・外壁塗装工事

弥　生　Ｎ様　便器取替工事　

 

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。

皆様こんにちは9月になりました。
その後いかがお過ごしでしょうか？
私は何とか夏バテもせず毎日頑張っております。

今年のお盆休みは家族で嫁の実家の庭でテントを張ってキャンプをしました。
最近、私は暇を見つけてはキャンプに行っています。
まさか私に趣味が出来るとは自分でもビックリです。
と、申しましても2カ月に一回程度でしょうか
我が家は男の子2人ですのでアウトドアが大好きでよく遊びます。
大自然の中、家族でテントを張り寝袋で寝るのは何だかかけがえのない
時間のような気がしますし、仕事を頑張る原点に返れるような気がします。　
いつもはキャンプ仲間のご家族と大勢で行っているのですが、今回はお盆の
里帰りの為、家族だけでしたので、また新鮮で楽しいお盆休みでした。
先日、台風が来ましたがまだまだ台風のシーズンになりますのでご注意下さい。
台風の備えの項目を載せておきます。

　台風対策10の項目
　雨戸のガタツキをチェック
　ベランダの片付け
　窓ガラス補強
　非常時の備蓄確認
　浸水への備え（屋内）
　雨どいの掃除 
　浸水への備え（屋外）
　屋根のチェック
　外壁補強

今月もまた頑張りますどうぞよろしくお願い致します。

室　見　F様　給水工事

百　道　K様　空調機取替工事

室　見　T様　屋根替え工事

松　山　T様　オーニング取り付け

愛宕浜　K様　塗装工事

百　道　S様　畳工事

高　取　I様　防水工事他

豊　浜　N様　建具工事

梅光園　H様　建具工事

三　苫　M様　空調機取替工事

藤　崎　M様　排水工事

昭　代　T様　空調機取替工事

昭　代　F様　建具工事

早　良　H様　カーポート工事

藤　崎　U様　障子貼替工事

愛　宕　O様　ガーデン灯工事

室　見　K様　ハウスクリーニング

藤　崎　T様　網戸工事

高　取　I様　床下収納造作工事

室　見　T様　便器取替・内装工事

日 田 市 様 　植栽剪定工事

スコーレ高宮管理組合様　ベランダシート他工事

西　新　A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　   ■

名　前　：原野さん

職　業　：鉄工技術者

職人歴　：22年

モットー:丁寧で誠実な仕事をする

今月は鉄工工事担当の原野さんです。小さな仕事でも嫌な顔ひとつせずいつも
快く引き受けてくれ、丁寧で誠実な仕事をしてくれます。原野さんは、以前は別の
仕事をしていましたが、今は亡きお父さんの築いてきた鉄工所を守り、サポート
するために、その仕事を辞めて今の職に就いた方です。

マンションリノベーション工事　和室から洋間へ
Ｙ様邸

中古マンションのリノベーション工事をさせて頂きました。
和室二間をフローリングに張り替えています。
和室の間にあった収納を取り壊したので、一室は８帖の
広さになりました。リビングとして活躍しそうです。
間仕切りには横引きの連結パネルを採用。採光窓なので
ＤＫまで光を届けてくれます。６帖の洋間には布団なども
片づけられる大容量のクローゼットが出来ました。

before after

樹脂はアルミに比べて熱伝導率が1／1000程度と、断熱効果に優れた素材です。
さらに今ある窓との間に生まれる空気層が室内の熱を外に伝えにくくし、断熱効果を
発揮します。外気温の影響を受けにくい快適な室内環境を実現します。

※設置場所の状況によりお値段と施工時間は異なります。くわしくは営業までご相談ください。

ぐっと、暖かく 省エネ 熱を逃さず、抜群の断熱効果。

音を入れない、漏らさない双方向の遮音性。

結露を抑えて、カビ・ダニの発生を予防。

窓１枚あたり約１時間のスピード施工

樹脂製サッシと空気層で、冷暖房効率UP!

空気の層が音を遮り、外の騒音が室内に入り難く、室内の音を外に漏れづらくします。
小さなお子様やご高齢の方がいるご家庭、趣味の音楽を楽しまれる方に嬉しい性能です。

結露を抑えて、カビ・ダニの発生を予防。お掃除ラクラク！！
既存の窓と内窓、さらにその間に生まれる新しい空気層が室外と室内を隔てる構造に。
大きな断熱効果で外気温の影響を受けにくくし、結露の発生を抑えます。

今お使いの窓枠を利用して内側にフレ－ムを取り付けるだけ。
大がかりな工事は不要です。
時間もかからず、壁や窓を壊すこともないので、
戸建だけでなくマンションにもオススメです。

結露
発生

窓の
結露発生
プロセス

室内で
水蒸気
が発生

冷たい外気が
窓の表面温度
を下げる

水蒸気を含んだ
室内の空気が
窓に触れる

ぐっと、静かに 居住性UP!

お掃除ラクラク 快適生活

ぱっと、手早く スピード施工

今ある窓に            　するだけプラス

インプラスで快適生活
今ある窓に、プラスするだけ。

室内室外
生
ま
れ
る
空
気
層

インプラス既存の窓
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