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住まいの瓦版

昨年11月、
南小学校2年生の児童たちが、
焼き芋を作るとかで燃料となる材木の切れ端を
集めにやってきました。
（以前ブログでも紹介させていただきました）
この日は、
わりと暖か
く、
学校から歩いてくるにはちょうどいいお天気でした。
元気な声が聞こえてきたので、
作
業場へ。
先生の話を聞いた後、
それぞれ材木を選びます。
全員の手に材木が渡り、
大工さんか
ら一言、
「おいしい焼き芋つくってね〜！」
…後日、
なんと、
焼き芋を届けてくれたのです…燃
料がよかったのか、
おいもがよかったのか、
それとも焼き方がよかったのかな!? ほんと、
甘くて美味しかったです。
ごちそうさまでした〜♪…その一週間後には、
1年生も予定して
いたのですが、
こちらはあいにくの悪天候で、
先生が材木を取りに来てくれました。
今年は
会えるかな？
昨年12月、
南小学校で
「総合学習」
の一環として、
「建築士になるには」
というテーマでお
話させていただきました。
（様々な職業の方から直接お話を聞くというシリーズでした。
）
6
年生ということもあり、
質問の内容もかなり鋭く!?、
こちらがタジタジになる場面も・
・
・テレ
ビでも耐震強度偽装など、
住宅に関わるニュースはあまりいい話を聞きませんが、
当社の建
築物件のパネルや、
好きなタイプの家など、
とても興味深そうに見入っていました。
最後に
先生が
「将来、
建築士になりたい人〜？」
と聞いたところ、
3人の児童が手を挙げてくれまし
た。
とても頼もしいことです。
建築士についてきちんと説明できたか、
不安な面もあります
が、
貴重な機会を頂きまして、
本当にありがとうございました。
焼き芋の燃料にしろ、
総合学習でお声を掛けていただいたことにしろ、
いずれにしても、
ありがたいことだと感謝しております。
これからも家を建てるだけでなく、
地域のみなさま
にとって身近な存在でありたいと思っております。
今後も何かありましたら、
お気軽にお声
掛けください。

総務 . 小田
（真）

おもち

簡単レシピ

紹介

座りっぱなし、立ちっぱなしなどで、足の疲れ
がひどい時には、寝る前にアルミホイルでくるぶ
しまでくるんで靴下をはいて寝てみて下さい。１

んか？ちょっとした工夫で、新たな味を発見！お
試しください。
・豆もち

お茶漬け

豆もちを少し焦げ目がつくく

晩たてば、疲れ・むくみもすっきりします。また、

らいに焼きます。お椀に入れたら

足が冷えて眠れないときにも、オススメ！ラップ

塩を一振り、そのあとお茶を注いで出来上がり！

と違ってむれたりすることがありません。

・かんたん

■アルミ鍋のコゲを落とす■

おもちスイーツ

もちを濡らしてレンジをかけます。
（べチャっと

アルミ鍋を使っていると、中性洗剤で洗ってもなかなか落

広がっても大丈夫）濡らした手またはスプーンで

ちない黒ずみができませんか？そんな時は、りんごをむいた

餅を取り、食べやすい大きさに丸めます。きな粉や

後の皮と、それがかぶるくらいの水をいれ、

ごまにまぶしたり、あんこをつけたりしていただ

皮がクタクタになるまでグツグツ煮つめま

きます！

す。りんごの酸が溶け出して、黒ずみを薄く

お茶漬け、スイーツともに、味はお好みで。意外
といけますよ！

今年は、干支初年の子（鼠）年です。常に〝初心忘れるべからず〟の精神で、今年も〝憩いつくり〟
のお手伝いをさせていただきます。
因みに、子年とは、『すぐに子ねずみが増え成長することから、子孫繁栄の意味がある』そうです。

渋谷工務店
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最近、なにかと物騒な世の中ですよね・・・明日はわが身、自分で出
来るところからはじめてみませんか？

■防犯

①セキュリティにも使えるインターホン

最新のインターホンは多くの機能を備えています。
来訪者と会話する以外にも、
室内のモニ
ター画面で玄関回りの様子を点検、
録画機能を使えば留守中の来訪者の様子なども、
帰宅後確
認できたりと、
使い方次第で重宝しそうです。

②庭の通路に防犯砂利
一戸建て住宅なら、
門扉回りの防犯対策が必要ですが、
ガードするというよりは、
建物への
侵入が周囲から見えるような対策のほうが効果的です。
植木が生い茂っていたらカットしたり、
2階への足場になるよう
な物は置かないなど工夫してみてはいかがでしょうか。
また外回りの通路に防犯砂利を敷くこともオススメ。
歩くと大
きな音がするので、
侵入者があるとすぐわかりますし、
おまけに雑草も生えにくくなります。

■防火

①火災報知器と消火器

火災報知器があれば、
大きな火事になる前にくいとめることが出来ます。
種類は煙感知型と
熱感知型があります。
煙感知型はタバコや煮炊きの煙でも感知し警報を出すこともあるので、
台所や喫煙場所には熱感知型を設置します。
消火器は、
小型のスプレー缶タイプのものを台所
の出入口付近に置くと、
いざというとき便利です。
使用後は必ず窓を開けましょう。

専務 . 斎藤

②燃えにくくする工夫
家の中には必ず電化製品がありますよね。
コンセントは差しっぱなしですか？コンセント
にほこりが溜まるとトラッキング現象が起こりやすくなり、
火災へつながります。
コンセント
の口は、
いつもキレイにしておきましょう。
周囲に燃えるものがなければ、
火は広がりません。
特に冬場はストーブ、
ファ
ンヒーターなど使用していますから、
より注意が必要です。
整理整頓も大事ですが、
カーテン、
じゅうたん等購入の際に
は、
防炎マークのある製品を選ぶこともひとつです。
また、
うたた寝による火災事故も多いようです。
眠くなったら先に火
の始末を！
インターホン、
防犯砂利、
火災報知器、
消火器などは、
近くのホームセンターでも入手できます。
わからないこと、
ご相談
などございましたら、
いつでもお声掛けください。

以前掲載していたコーナー、「がんばれ ! 大工さん」が
帰ってきました !
普段現場では仕事一本の真面目な大工さん達ですが、
実は意外な一面を持っているかもしれません…! そこでいくつか質問をして普段見られない大工さんの意
外な ?! 一面をのぞいてみましょう。今回は、大ベテランの伊藤恒雄さんです。

きた
帰って

Ｑ1
Ｑ2
Ｑ3
Ｑ4
Ｑ5
Ｑ6
Ｑ7

大工生活で一番印象に残っていることは？ …………
仕事が終わってからの楽しみは？ ……………………
休日は何をして過ごしていますか？ …………………
好きな芸能人は？ ………………………………………
その芸能人のどんな所が好き？ ………………………
幸せだな〜と思うのはどんな時？ ……………………
これだけは誰にも負けない！という所は？ …………

Ｑ8
Ｑ9
Ｑ10
Ｑ11
Ｑ12
Ｑ13
Ｑ14
Ｑ15
Ｑ16

あなたのチャームポイントは？ ………………………
毎日これはかかさない！と日課にしている事は？ …
自分を有名人に例えると？ …………………………
最近で一番嬉しかった事は？ ………………………
地球最後の日、何をしますか？ ………………………
好きなＴＶ番組は？ …………………………………
今まで生きてきた中で一番嬉しかった事は？ ……
宝物はなんですか？ …………………………………
最後に何でもいいので一言どうぞ！！ ……………

弟子の頃、出稼ぎで大きな仕事をした時の経験
晩酌！
テレビ鑑賞
泉ピン子
明るくて庶民的なところ
家族とのだんらん
仕事に対して「どんなことでもやってやる〜！」と
いう気持ち
天然パーマ
お酒！
加藤 茶
孫から誕生日プレゼントをもらったこと
家族で、美味しい物を食べる
『田舎に泊まろう』
顧客に仕事上、喜ばれたこと
家族
大工になって、本当によかった〜

次回は誰にこの質問バトンを渡しますか？（大工さんで）→長谷川

信さんです。

お客様のあらゆるニーズにお応えし、理想の『夢』を『か・た・ち』にかえるお手伝いを誠心
誠意させていただきます。昨年以上に本年もよろしくお願いいたします。

大 工 に な っ て 早 年 以 上 の︑ 大 ベ テ ラ ン で
す︒ベテランとはいえ︑〝技〟も〝気持ち〟も︑
まだまだ若い人には負けてませんよ〜︒おう
ちでは優しいおじいちゃん︑晩酌はかかさな
い︑楽しい伊藤さんです oo
︵ ^0^
︶ ♪
/

数多くの工務店の中から当社を択んで頂き︑誠に
ありがとうございます︒今後も信頼関係を築く〝憩
いのアフター〟を心がけ︑その後の安心を提供い
たします︒

■足の疲れをとる■

常務 . 渋谷

株式会社
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設計 . 石黒

総務 . 小田
（葉）
いつもお声がけ頂き︑ありがとうございます︒今年
も瓦板や内覧会を通して︑みなさまに〝憩いつくり〟
のご提案や︑ご紹介をさせて頂きたいと思います︒

お正月も終わり、残っているおもちはありませ

してくれます。

特定建設業

憩いつくりにふさわしい現場環境を目指し︑現場
マナーの向上に努め︑工事期間中も安全で清潔な
現場をつくります︒

新築・増改築・リフォーム等︑規模に関わらずお気軽にご相談ください︒

日頃大変お世話になっております︒日々︑様々な場所・場面でお客様と多く

の出会いを重ねさせていただいております︒このひとつひとつの出会いに感

謝しながら︑全ての〝憩いつくり〟に自社の社員が心を込めて︑誠心誠意取

り組んでいく所存です︒本年もよろしくお願い申し上げます︒

〜地域とのつながり〜
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オアシス・ハウス̶憩いの住まい
『貴方の 憩い をお聞かせ下さい』
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