
年明け三が日を避けて、 何年ぶりかに母と初詣

に行って来ました。 人込みを避けてゆっくりと

お参りが出来ました。

この一年の健康と ・ ・ ・ ・ ・ （内緒） をお願い

しました。 梅のつぼみが膨らんでたので、 花が

咲くころにまた足を運んでみたいです (*^-^*)

一口サイズの “チーズケーキ”

久しぶりのお菓子作りです。ミニカップでチー

ズケーキを焼きました。コレ直径 5cm ほどの

一口サイズなんです♪1ホール作ると食べ過ぎ

ちゃうので小さめで作ったんですが、食べやす

くて次から次へと頬ばちゃって…(>_<)

結局食べ過ぎちゃうっ

てオチです。でも一晩

寝かすとしっとりして

とっても美味しく出来

ました (*^-^*)

2017. 3 ・ 4 40月号

久しぶりの防府天満宮！の巻

宇部市

Ｋ様へ

Ｋ様より
先日御社の掛川さんが来家し、 新年の挨拶と給湯器のメンテをしていただきました。 有難うございました。

掛川さんが御社のエースとなって活躍されんことを願っております。 ガンバレ、 ３児のパパ！！

K 様お便りありがとうございます。掛川もお便りを読んで大変喜んでいました。

当社のエースとなるべく、より一層頑張っています！今後とも末永くよろしくお願いいたします。

瀬戸内

ラーメン
防府店『大島』

今回ご紹介するのは防府市田島にある
「瀬戸内ラーメン大島 防府店」さんです。
最近私がハマっている魚介系！澄み切っ
たスープ、いりこダシの香りが食欲をそ
そります (^ ^) 焼飯も美味ですヨ～♪

昼 11:00 ～ 15:00
夜 18:00 ～ 21:00

0835-23-3665
防府市新田横入川1619-5
火曜日・第2月曜日

写真はいりこラーメン580円 (焼飯セット＋300円 )

※売り切れ次第終了

みなさんこんにちは。もうすぐ震災から 6年が経ちますね。私自身振り返ると、震災を期に変わっ
たこと、変わっていないこと、変わっていたけど結局元に戻ろうとしていること・・・、なかでも
感謝していたことが当たり前になってきているのに気がつきました。また震災が私自身の創業時に
次ぐ原点になっていることにも。改めてこれからも感謝を忘れず、未来を選びとっていこうと決意
しました。それでは、1.5 倍 ( 当社比 ) になったエナジー通信 3,4 月号スタートです！



『あなたの夢は？』『あなたの夢は？』み んなへ の質問 コ ナー ー
イチロー選手と
握手します！

世界一周旅行と山口県
初の自社 ZEB( ゼロエネ
ルギービル ) を建てる

洋裁教室
を開く

ちょっとした事でも
家族と一緒に過ごせ
る幸せを感じられる
人になる

家族でユニバーサル
スタジオジャパンに
旅行で行く

世界一周旅行
に行きます

ハイブリッドカー
を購入する

自分が死ぬ事を
受け入れることが
出来る心境に達する

電話一本、笑顔で参上！！

損保のことならお任せください！！
タカシの
大久保

保険担当

エボリュ–シュン

大久保 崇
TAKASHI   OHKUBO

［有限会社オフィス・ツーワン］

掛川のアフター日記
今回のお話は当社で太陽光を設置していただいた方の発電量

の確認でお伺いした時の出来事です。発電は順調で良かった

なぁと思い帰ろうとした時、子猫ちゃんが飼い主を探してお

りました。ずっと目が合い可愛くて僕も飼いたいと思いまし

た！！その日のうちにすぐ自宅で家族会議！

結果、、、ダックスを飼っているので却下されました >_<

残念 T_T

こんにちは。最近パン作りの楽しさと手作りパンの美味しさ
に気が付いてしまいました。こちらはリンゴの皮で起こした
天然酵母で発酵させたパンです。ストレート法というパン生
地を作る過程で直接酵母液を混ぜ込んで作る方法で作りまし
た。リンゴの爽やかで甘い香りと天然酵母特有のもちもちし
た食感と味わい深い旨味がある美味しいパンが出来ました。パンを作り出して思った
のですが、パン作りはサイエンスの側面が多いです。実際に得られた結果を元に積み
上げてゆく楽しみが男性の論理的思考にも合う気がします。パン好きな男性の皆様、
ぜひパンを焼いてみて下さい。とても楽しいですよ。

[ 津田  龍春 ] [ 松井  浩紀 ] [ 矢野  雄二 ]

[ 大久保  崇 ][ 三宝  美貴 ]

[ 掛川  香織 ]
[ 松本  優作 ]

[ 松原  明子 ]

[ 掛川  祐樹 ]

自分の部屋
を持つ
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スメストTakahiro Ogawa
小川  孝弘

津田：

小川社長：

　　　早速ですが改めてスメストさんのコ

ンセプトと特徴を教えていただけますか？

津田：　　　平家工房グループを最初に立ち上げ

られたのは、山口県の方なんですか？

津田：　　　そうだったんですね。それは存じ上

げませんでした。

津田：　　　それもまた、一つの縁ですね。

津田：　　　そうなんですね！すごく信頼関係の

あるグループなんですね。

　　　　　そうですね、コンセプトは「地

域密着型の平家専門店」です。特徴は、山

口市、防府市、周南市、岩国市と平家工房

グループのそれぞれの会社が山口県内で地

域展開していることでしょうか。

小川社長：　　　　　そうですね、最初に立ち上げた

のは、周南の「平家工房　みとも」の桧垣

(ひがき)さんです。桧垣さんに初めてお会

いしたのが１４年前、私が会社を立ち上げ

て１年か２年ぐらいの頃でした。そして、

私が平家工房グループとして、平家専門店

をやり始めたのが５年ぐらい前からです。

平家工房グループになる前は、２階建ての

家も扱っていました。

小川社長：　　　　　桧垣さんが平家専門店をやりは

じめたのは１０年ぐらい前ですね。桧垣さ

んとは１４年前に会って繋がりはずっと持

っていました。

小川社長：　　　　　そうですね。また、地域密着型

でやるということは、例えば、私のように

山口市の会社が、防府市に家を建てに行く

ということはなく、山口市のお客様だけを

フォローしていくということなんです。だ

から、防府で建てたいというお客様がいら

っしゃれば、同グループの防府の会社にお

願いしていますし、防府の会社に山口市で

建てたいというお客様がいらっしゃれば、

私の所にお願いしています。これは、平家

工房グループのルールとしています。ブラ

ンド力を上げるというのは、共通の目標と

して持っているので、多くの家を建てるこ

とによって、メーカーに共同仕入れの交渉

を行ったりはしています。

小川社長：　　　　　ちょっと脱線しますが、私が建

築業界に入ったのが大学を出て２５年前。

当時はインターネットも普及してなくて、

情報がないから、ＴＶコマーシャルに出て

いるハウスメーカーさんで建てるのが普通

でした。私が最初に入社したのは、宇部で

年間１２０棟建てるぐらいの会社でしたが

奥さん同士が会話の中で、「そこで建てる

の大丈夫？」と言ったりしてるぐらいで。

でも今は時代が変わって、インターネット

で色々調べられるようになったじゃないで

「２５年前にはできなかった
　　　　　　　だろうと思います」

山口市小郡新町5丁目5-1
TEL：083-972-8600



津田：　　　今の時代だからできる、ということ

ですね。

津田：　　　現在創業から１５年になり、今まで

色々困難なこともあったと思いますが、原

動力になっているものを教えていただけま

すか？

津田：　　　人との繋がりは波があって、きつい

時期というのは、ついつい新しいほうに目

がいきがちだと思うんですけど、そうなら

ずにやってこれたのは、縁を大事にという

のがあったからなんでしょうね。

すか。そこでうちのような小さな会社の家

造りのことをお客様が知って、来るように

なった。そんな今の時代だからこそ、平家

工房グループという同じ目的を持った小さ

な会社が集まって仕事ができる、そう感じ

ています。２５年前にはできなかっただろ

うと思います。

小川社長：　　　　　物品とか土地とかマンションと

かは物があって価格が決まるじゃないです

か。それに対して、建物を建てるとか、リ

フォームするというのは、ゼロから物を生

み出して対価をいただくから、人との絡み

がとても強いんですね。なので、この仕事

の原動力というのは、ご縁があったお客様

小川社長：　　　　　当然苦しい時期もあったんです

けど、そんな時にも縁があったお客様に対

して、何かあった時に力になってあげる、

そういう立場でいられる、そこですね。

に対してきちんと面倒を見てあげる、とい

う思い、そこしかないですね。

盛り上がった小川社長との対談は
次号に続きます！お楽しみに！！

レノファ山口ＦＣ、飛躍の年。
Ｊ１目指して、さらなる高みへ！

今年は２年目となるＪ２で、さらなる高
みを目指すレノファ山口。新たに12名の
選手が加入し、新体制でのスタート！
中でも注目は、徳島ヴォルティスのＪ１
昇格に貢献した福元洋平選手、Jリーグ
アンダー22選抜実績のある前貴之選手
あたりでしょうか。もちろん、他にも期待
できる選手ばかり！2017年は必ず飛躍してくれるでしょう。そして、今年の
新しいポスターも届きました。かっこいい～(^O^) ポスターが欲しいとい
う方は、ご連絡ください。今年も一緒にレノファ山口を応援しましょう！
次回のホームゲームは、３月５日（日） １５：００～維新百年記念公園陸上競技場でキックオフ！
相手は昨年天皇杯でＰＫ戦の末、勝利したアビスパ福岡（ふくおか）！みんなで応援しましょう！

「ご縁があったお客様に対して
　　　　きちんと面倒を見てあげる」

新たな仲間も加わり、２年目のＪ２開幕！



防府市

加納様

木村様

豊嶋様

山地様

吉松様

河内山様

西迫様

小松様

桑本様 吉安様

櫃本様

濱崎様 藤井様

野田様 松井様

田中様 松田様

村元様 湯原様

三吉様 梯本様

下関市

中島様 小熊様

皆本様

河野様

加島様

佐古様 中野様

村上様島戸様

谷口様

倉橋様

山下様

宮川様

自見様

山本様

田中様

嶋田様三谷様

小川様

崎里様 本田様

久保様

河相様

水上様

国弘様 牛島様

藤永様 三河内様

稲垣様

渡邊様 澤村様

中村様

内田様

大下様

浜崎様穴迫様

伊森様中村様

池田様

西村様稲村様弘中様

浦様

石井様 遠野様

村岡様 田口様

山田様

河添様

井町様 藤本様

山口市

岡村様

橋本様

伊藤様

木村様

村田様

池田様 澄川様

波田様

古川様

中川様

吉富様

勝知様

家本様

鈴木様

高柳様

吉仲様

堀山様

城一様

楢崎様

波多野様

山本様

末永様

竹内様

津田様 吉光様

平岡様

田畑様 西村様 北村様 岡村様

佐伯様

野村様

國重様

三浦様 弘永様

松浦様 下﨑様

得冨様 中田様

山根様 江藤様 大塚様

上村様 古屋様 岡村様

有吉様 原田様 池田様

芳田様 末永様 村上様

中山様

畑中様

掛川様 津田様

篠崎様 藤井様

戸田様

上野様

岡本様

西嶋様 下瀬様木田様 河井様

浜崎様

布谷様水木様

蔵増様

好宮様藤津様

森田様

中岡様

原様

末岡様

角田様 上村様

安田様 属様

中村様 平田様

宇部市

田中様

山本様

永冨様

金本様

上野様末益様

再東様

松井様

西山様

國清様 星田様

佐々木様

中村様

笠井様

松村様

長門市

大谷様

静間様

中嶋様

好永様

井上様

嶋谷様

案野様

美祢市

兼重様

張本様

京都府木津川市

今井様

東京都府中市

畑中様

山崎様

川光様

島根県浜田市

吉山様

原様

波田様

山陽小野田市

古田様

村上様

横屋様

安重様

鮎川様

岡田様

山根様 秀浦様 藤川様

江原様

松永様 岩本様

河村様

萩市

林様

波田野様

新井様

白石様

阿部様

柴田様

篠原様

佐々木様

村木様

神﨑様

末益様

３月 ・ ４月が誕生日のお客様

周南市

素敵な１年でありますように♪



松本の松本の 更新情報更新情報ホームページホームページ
新しいコーナーとして、 ホームページの更新情報
をこちらでお知らせしていきます。 よろしくお願
いします。 現在、 太陽光発電を設置していただ
いたお客様のインタビューを多数掲載しており
ます。 設置後のご感想や導入への決め手などを
お答えいただきました。
ぜひ 「エボリューシュン」 で検索してご覧くだ
さい！

プ レゼ ン ト の お知らせ
同封の「エナジー通信編集部 行」のはがきを送っていただいた方

から抽選で 10 名様に、今回はプレゼントをご用意しております。

プレゼントは山口市吉田の「石川石材店」さんにご協力いただき

作っていただきました。プレゼントの引換券をお

送りしますので、「石川石材店」さんへご持参く

ださい。プレゼントの中身はチケットが届いてか

らのお楽しみ♪

残念ながら石ではありませんが、きっと喜んでい

ただけると思います (^ ^)

定休日のお知らせ
3月 6日 (月 )・7日 (火 )・13( 月 )

14 日 ( 火 )・21 日 ( 月 )・22日 (火 )
27日 (月 )・28日 (火 )

4 月

お急ぎの方は 0120-857-361 まで！

3日 (月 )・4日 (火 )・10( 月 )
11 日 ( 火 )・17日 (月 )・18日 (火 )
24日 (月 )・25日 (火 )

エボリューシュン

1、小学校で最初に習う文字は？
2、南へ向かって進むことを何という？
3、おとうさん、おかあさん。パパ、○○
4、本を買っても積み重ねておくだけで読まないことを何という？
5、おへそがある場所は？
6、仏教のお寺のことを別の呼び方で何という？

7、人形を飾り、女の子の健やかな成長を祈る行事は？
8、子供のように天真○○○○な人
9、プロの絵描きさんのことを何という？
10、間の抜けた失敗をすることを何という？
11、医師、化学者などが着るものは？
12、飼い主のいない動物。○○いぬ、○○ねこ

やの作

1・2 月

答え ふ じ さ ん
ななくさ くじら びわこ

じほういなり
びす

めん
くきわかめ さいころ

ふくわらい
うす

タテ６

ヨコ12

「矢野家の休日」

プリンはストーブの守


