
今年3月4日にOPEN した、 萩 ・

明倫学舎に行ってきました。

日本最大の木造校舎だそうで、 本

館 (無料 ) と 2号館 （有料） と見

る事ができます。 復元された教室

や展示品に、 とても懐かしさを感じ

ました。 また、 長州ファイブと記念

写真も撮れますよ♪

2017. 5 ・ 6 41月号

山口市

嶋本様へ

嶋本 陽向様より
いつもエナクロを楽しみにしています。 私の１番好きなコーナーなので、 これからも続けてください！

よろしくお願いします。

お便りありがとうございます。エナクロ楽しみにしていただいて嬉しいです！

これからもスタッフみんなで頭をひねって作っていきますので、よろしくお願いします。

『ひまわり食堂』

今回ご紹介するのは宇部市にある
「ひまわり食堂」さんです。大きい道
路から少し入った所で隠れ家のよう
なお店です♪おふくろの味で値段は
リーズナブル‼日替わりは健康的♪
焼きそばまた食べたいです (⌒0⌒)
お持ち帰りもできますヨ～☆

11:00 ～ 17:00
0836-32-5836
宇部市野原1-5-10-6
日曜・祝日焼きそば300円 ・お昼ごはん540円 (日替わり )

みなさんこんにちは。先日、妻と喧嘩してしまった後に、誰かに電話でそのことを話しているのを
聞いてしまった津田龍春です。絶対許さん！（笑）　家族が増えてだんだん余裕がなくなっている
自分に気付かされます。家庭でも日々成長し続けます ^^;　さて５月といえば五月晴れ。ドライブ
が気持ち良い季節です。うっかりスピード出しすぎて・・・なんてならないよう気をつけてくださ
いね ^^;　それではエナジー通信５、６月号スタートです !

ご縁をいただいたお客様にお届けするニュースレター

この度は急な事で申し訳ございません。エボリュー
シュンで工事もしていくなかで、溶接への夢が膨ら
み転職を決意しました。ご挨拶に伺えなかったお客
様も多く申し訳ない気持ちでいっぱいです。今後も
山口を離れませんので、もしどこかで見かけたら気
軽にお声を掛けて下さい。短い間でしたが本当にあ
りがとうございました。 掛川 祐樹 代表取締役　津田 龍春

いつも元気な掛川君。元気さ明るさに癒されたという
お客様続出！と思ったら今回退職となり本当に本当に
残念です。したいことをとことんやりましょう！初心
忘れず頑張ってね！お客様へはエボリューシュンのス
タッフ全員でサポートしていきますのでご安心くださ
い。

萩・明倫学舎！の巻



『好きな曲は？』『好きな曲は？』み んなへ の質問 コ ナー ー

『主よ人の望みの喜びよ』
バッハの

『瞳をとじて』
平井堅の

『野に咲く花のように』
ダ ・ カーポの

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
先日、宇部地域をエコキュートのアフターメンテナンスで

周っていた日のことです。その日は生憎の雨でした。

お客様のお宅では、エコキュートの網の清掃などを行いま

した。メンテナンスを終え帰社途中、ハッキリとした虹が！

これはみなさんにお見せしたいと思い、写真を撮りました。

1日の最後に虹を見て、とても晴れ晴れとした気分になりま

した (^ ^)

先日、防府天満宮で催された「梅まつり」に妻と参加して
来ました。「みんなで着物でまちあるき」というイベント
にエントリーして着物を着て防府天満宮周辺をぶらぶらし
て来ました。同じ着物を着た女性二人組に写真をお願いし
たところ、ベトナムからいらっしゃったということで驚き
ました。とても着物がお似合いでした。なかなか普段の生
活で着ることの少なくなった着物ですが、男の私でも着て
いるだけで何となく楽しいですし、どこか神妙な気持ちに
なります。

[ 津田  龍春 ]
[ 松井  浩紀 ]

[ 矢野  雄二 ]

[ 大久保  崇 ][ 三宝  美貴 ]

[ 松本  優作 ] [ 松原  明子 ]

[ 掛川  祐樹 ]

『TRUE LOVE』
藤井フミヤの

『ロビンソン』

スピッツの

『悲しみなんて笑い飛ばせ』
FUNKY MONKEY BABYS の

『未来は僕らの手の中』
ザ ・ ブルーハーツの

『最後の雨』
中西保志の

before

after
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津田：

小川社長：

　　　人間なんで気持ちの浮き沈みがあっ
て、そこに良くないことが重なったりとか
あると思うんですけど、そこから具体的に
はどのように立ち上がられてるんですか？

　　 【前回号より】平家工房グループの
特徴、そして苦しい時期を乗り越えてきた
原動力について語ってもらいました。

　　 【前回号より】平家工房グループの
特徴、そして苦しい時期を乗り越えてきた
原動力について語ってもらいました。

津田：　　　私の場合はなんですけど、１１年前
にこの仕事に出会うまでは、2年ぐらい自
分がやりたい仕事を見つけるために色々仕
事を探していました。その期間は一生懸命
何かをしたいんだけど見つからない、とい
う苦しさがありました。この仕事に出会っ
てからは、ちょっときつい時でも、「昔の
したいことが見つからなかった苦しみを考
えたら、やりたいことがやれてるからいい
じゃないか」と考えて、頑張れるようにな
りました。

津田：　　　その時には案外気づかないですよね。

津田：　　　そうやって自分の核を作られている
んですね！

津田：　　　そこから一緒に平家工房グループで
やろうということになったんですね。

津田：　　　転機となった出会いや出来事はあり
ますか？

津田：　　　同じグループでやっていくのを決断
するまでにどのくらいかかりましたか？

　　　　　そうですね～、う～ん・・・。

小川社長：　　　　　私の場合、苦しかったのは端的
に言えば仕事がなかった時です。そんな時、
以前は頭で考えることはやめて、体を動か
して、仕事をしたような気になっていた。
でも今思えば、頭で汗をかくというか、考
える、そこが一番大切かなと思いますね。

小川社長：　　　　　気づかなかったですね。それは
やっぱり体を動かすことが、一生懸命働く
ということなんだと思っていたから。でも
実はそうじゃなかったと、回り道したけど
気づけました。回り道していた時の苦しさ
は今でも記憶に残っていて、それが原動力
にもなっているかなと。あと、家を建てる
仕事なので、競合に負けることもあるんで
す。その時はその案件を机の前に貼ってる
んです。それを読んで悔しかった時のこと
を忘れないように思い返したりもしてます
ね。いいなと思ったフレーズや言葉なんか
も机の前に貼っています。

　　　　　１４年前に平家工房を最初に立
ち上げた『みともの桧垣さん』と出会った
のは１つの転機ですね。

小川社長：

　　　　　そうですね、１４年前からずっ
と繋がってて、そういうお話がありました。
小川社長：

　　　　　１年ぐらいかかりました。お話
をもらうまではずっと２階建ての家も建て
ていたので。

小川社長：

「物事を変える時は１８０度
　　　考え方を変えないと前に進めない」

津田：　　　やはり決断にはかなり勇気がいりま
したか？

代表取締役 http://www.sumest.co.jp/

スメストTakahiro Ogawa
小川  孝弘

山口市小郡新町5丁目5-1
TEL：083-972-8600



津田：　　　すごい切り替えですね。そのお話し
はみともの桧垣さんからいただいた話だか
ら、というのもあると思うんですけど、桧
垣さんとの初めての出会いのことを聞かせ
てもらえますか？

津田：　　　縁を大事に、というのを実践されて
たんですね。繋がりを持っていたのは桧垣
さんのお人柄もやはりあったんですか？

小川社長：　　　　　初めての出会いは、１４年前に
うちが平家を建てた時の、土地を仲介する
不動産屋が桧垣さんだったんです。そこで
ご縁があった時に、桧垣さんが平家のいろ
んな資料を持っていて、すごいなと、面白
いことやってるなというのが印象に残りま
した。僕は下松出身で、桧垣さんの不動産
屋も下松にあったので、実家に帰った時な
んかに「仕事好調ですか？」という感じで
顔を出していました。それでずっと繋がり
を持っていたんです。

小川社長：　　　　　そうですね。ただ、物事を変え
る時は１８０度考え方を変えないと前に進
めないので。今までの考え方を一回捨てて、
平家という考え方にシフトしましたね。 小川社長：　　　　　そうですね。桧垣さんは自分の

ノウハウをすべて出してくれるんですよ。
だから、去年の5月に平家工房 防府ができ
ましたけど、僕はその人に損得なしに、自
分が桧垣さんからしてもらったことを全部
してあげてるんですよ。普通、会社が違え
ば、利益の絡みなどあると思うんですけど
そういうのは一切ないですね。

小川社長との対談はいよいよ
次号が最終回！お楽しみに！！

「自分のノウハウをすべて出してくれる」

レノファ山口ＦＣ、飛躍の年。
Ｊ１目指して、さらなる高みへ！

3月19日のVS東京ヴェルディ戦の応援に

行ってきました！快晴で気温も暖かく、観

戦には最高の天候でした(^O^)結果は、

東京ヴェルディの堅い守りもあって、残念

ながら０対２で敗戦でした。しかし！選手

もサポーターも最後まで諦めてはいませ

んでした。そして、次戦のVSカマタマーレ讃岐戦では見事勝利！諦めない姿勢が

勝利を呼び込んだのでしょう。これから、怒涛の快進撃を見せてくれると期待し

ています。今年もみんなでレノファ山口を応援しましょう！

次回のホームゲームは、5月13日（土） １３：００～維新百年記念公園陸上競技場でキックオフ！
相手は京都サンガF.C . (現在21位)！みんなで応援しましょう！

諦めない姿勢が道を切り開く！



防府市

石田様

藤本様

山田様

槇谷様

椎木様

木村様

宇田村様

橋本様 柴田様

道下様 西濱様

西村様 嶋津様

松田様 伊藤様

植中様 武居様

加藤様 酒井様

下関市

弘中様 末田様

溝部様

安井様

村田様

新田様 岸様
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村上様

天野様

上野様

三田村様

立石様

村上様

野代様 植村様

久保田様

岡本様

小林様

竹永様蘇様

國友様

福島様熊澤様坂本様

脇坂様 濱田様

矢野様 松山様

小泉様

田中様

川﨑様 藤野様

山口市

石田様

中村様

重冨様

松本様

山本様

安達様 森川様

太田様

西村様

野口様

杉谷様

徳田様

松永様

西川様

與國様

増田様

田中様

奥田様

新垣様

佐々木様久保井様

佐久間様

浜田様 飛田様 岡様

魚永様 山岡様 神田様

篠原様 山田様 石川様

廣田様 山邉様 木田様

岡村様

小林様

石田様 別府様

貞永様 伊藤様

保井様

松田様

宮本様 安藤様山本様 善岡様

岡崎様

蔵成様三浦様

小室様

中岡様城甲様

徳光様

岡本様

藤村様

来栖様 伊藤様

松原様 川野様

藤松様 大長様

宇部市

河村様

加納様

丸山様

重長様

藤村様久重様

山﨑様

山田様

玉木様

丸山様

竹内様

江見様 岩本様

田中様

小田様

彌永様

本村様

長門市

宮本様

山根様

福永様

松田様

藤永様

内山様

山陽小野田市

峯永様

梅本様

辻野様

中坪様

藤岡様

大橋様

井口様 重桝様

品川様 沖本様

伊東様

笹原様

熊野様 中野様

草園様 元村様

入屋様

萩市

秋守様

熊谷様

貞光様

梶山様

５月 ・ ６月が誕生日のお客様

素敵な１年でありますように♪

美祢市

豊嶋様

阿武郡

池田様

大阪府豊中市

古川様

長野様

島根県浜田市

長見様

三宅様

光市

島根県益田市

佐々木様



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
現在、ホームページでは様々な節約方法を公開中！

■「切れかけた蛍光灯をぎりぎりまで使うのは節約？」

■「麦茶を自分で作ったらどれくらいの節約になる？」

■「エアコンのフィルター掃除でいくら節約できる？」

などなど、この他にも内容盛りだくさん！

ぜひ「エボリューシュン」で検索してご覧ください！

定休日のお知らせ
5月 3日 (水 )・4日 (木 )・5( 金 )

8日 (月 )・15日 (月 )・16日 (火 )
22日 (月 )・29日 (月 )・30日 (火 )

6 月

お急ぎの方は 0120-857-361 まで！

5日 (月 )・6日 (火 )・12( 月 )
13 日 ( 火 )・19日 (月 )・20日 (火 )
26日 (月 )・27日 (火 )

エボリューシュン

エボリューシュン

1、郵便局に設けておく、個人・団体・会社専用の郵便箱
2、歌うことを職業とする人 (3 文字 )
3、  ○○は小粒でもぴりりと辛い

4、くつを英語でいうと？ (4 文字 )
5、「甜瓜」何と読む？
6、夜遅くまで起きていること (4 文字 )
7、ジャガイモの別名
8、日本プロ野球で 5～ 6月頃にかけて行われる試合を「セ・パ○○戦」

まつい作

3・4 月

答え な の は な
ひらがな なんか ママ

らんまんはら
がか

じいん
ドジ はくい のら12

ひなまつり
つんどく

「ふわふわプリン」の巻

プリン！また汚い
とこ降りて(｀□´)

泣き叫んで嫌がる
プリンを洗いました。

ストーブがある季節で
よかったねー！

ふわふわになりました。

お風呂では嫌がってたけど

気持ちよさそうなプリンでした☆

タテ１

ヨコ４

ヨコ 5

ヨコ 6

ヨコ 7

ヨコ 8

タテ２

タテ 3

チョコ好きにはたまらない “ガトーショコラ”
久しぶりにガトーショコラを焼いてみま

した。チョコレート好きの私にはぴった

りなケーキです(*^_^*)板チョコが３枚

も入ってるんですよ！ブラックチョコレ

ートを使っているので甘すぎず、でも濃

厚で大人っぽい味に仕上がります。カロリー高めですが、気に

せずお菓子作り楽しんでます♪

お宝


