
2017. 7 ・ 8 42月号

『六助』

今回ご紹介するのは山陽小野田市にあ
るラーメン屋『六助』さんです。地元
の方のオススメで伺ってきました☆
店内はほぼ満員‼スープはアッサリで
美味しくいただきました♪特にチャー
シューは好みの味でした (^o^)

11:00 ～ 15:00
0836-83-5421
山陽小野田市中央 3-5-18
 火曜 ・ 金曜

写真はラーメン 600 円、 チャーシュー 750 円
おにぎり 1 コ 80 円、 2 個 150 円

みなさんこんにちは。サッカーのレノファ山口の順位が気になって仕方がない津田龍春です。応援
します！！！　さて７月と言えば、暑さで冷たいものが美味しくなる季節ですね。ついつい食べ過
ぎて「お腹の調子が・・・」なんてならないように気をつけてくださいね。それでは、この暑さも
楽しんでいきましょう (^-^; ！　エナジー通信 7,8 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

スタジオジブリレイアウト展！の巻

活動　報告
アースデイ山口に参加しました

4月 20日から6月18日まで山口県立美術館で開催されて

いた「スタジオジブリレイアウト展」に行ってきました。

みなさん行かれましたか？

日曜日、開館時間少し前に行くともう行列ができてました。

見たことのあるレイアウト図が沢山あり、場面を思い出し

ながら見て回りました(^o^)！！。

4 月 22 日に亀山公園で開催されたアースデイ山口に、

去年に引き続き参加。会場には 2000 人もの方が来場

し、大賑わいでした！！私たちは去年と同じ、参加型

もちつきを行いました。小さいお子さんを中心にたく

さんの人がご参加くださり、大変にぎやかで楽しい

時間に (^ ^) また、最後の MOOMIN さんのライブは

最高に盛り上がっていました！

参加料はすべて熊本地震義援金に寄付します (^ ^)

来年も参加して、地球に感謝し、行動する 1 日とし

て頑張ります！

次世代へ受け継がれていきますように。



『今 「エコ」、 何してますか？』『今 「エコ」、 何してますか？』み んなへ の質問 コ ナー ー

お風呂のシャワーヘッドを節水

タイプに変えて使用しています。

ゴーヤカーテン

で節電です。

野菜を長期保存できるように

必ず湿らせたキッチンペーパーで

包んでジップロックで保存する。

[ 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 ]

嫁になるべく弁当を

作ってもらってます。
毎日麦茶を作り、 水筒に

入れて持参しています。

深夜電力の時間帯にタイマーを使って

洗濯しています。 干すのは僕です。

●具だくさんの和風パスタ！お宝

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、スタッフブログを

ほぼ毎日更新中！

■お得な補助金・助成金の最新情報

■最新の施工事例・お客様からのお便り紹介

■スタッフの日常・食事会の様子

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！

エボリューシュン ↑お疲れ様会の様子

↓お花見の様子

今回は和風パスタのご紹介です。独身の頃から作り続けている

大好きなパスタです。具は山菜･ほうれん草･茄子･玉葱･かいわ

れ･大葉･ベーコン･にんにくと、かなりボリュームがあるので、

主人と息子に好評です(*^_^*)

色々アレンジできるので、その日の気分で具材を変えています。

すりおろした山芋を添えていただくのもおススメです。

太陽光発電＋オール電化

＋EV （電気自動車） で CO2 を

出さない生活をしています。
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小川社長：

　　 【前回より】津田と小川社長が苦

しい時をどう乗り越えたか、そして平家工

房グループを創業した桧垣氏との出会い、

人柄、そして平屋専門に方向転換するまで

のことを語っていただきました。

　　 【前回より】津田と小川社長が苦

しい時をどう乗り越えたか、そして平家工

房グループを創業した桧垣氏との出会い、

人柄、そして平屋専門に方向転換するまで

のことを語っていただきました。

津田：　　　無理をしないって大事ですね。それ

を掲げたのには何か理由があるんですか？

津田：　　　続けられないと意味がないですもん

ね、そのための家ですし。次にお仕事をす

る上で大切にされていることを教えてくだ

さい。

津田：　　　そうですね、お客様も別にすごく良

くしてほしいというよりは、真摯に受け止

めてほしいという方が大きいですもんね。

次に、今後の事業展開なんですけれども、

山口市もしくは山口市以外で何かお考えで

すか？

津田：　　　それは面白い取組みですね！

津田：　　　これからの夢と目標を会社と個人と

してと、両方お聞かせいただけますか？

津田：　　　今回ご多忙の中、この対談のために

お時間を取っていただいた理由を教えてい

ただけますか？

津田：　　　ありがとうございます！(笑)平屋を

購入されたお客様というのは、新築・中古

問わず、みなさん本当に満足していらっし

ゃいますね。「本当に平屋で良かった」と

いう声をたくさんお聞きします。そこでま

た好循環しますね。

　　　　　うちの特徴として平屋専門店と

いうことの次に同格であるのが、無理をし

ない家造りっていうのがあるんですよ。お

客様に無理をさせないということ。

小川社長：　　　　　家をうちで建てられた方が、ロ

ーンを払えなくなって、家を売却したんで

すが、その時の家が大きな２階建てだった

んです。無理してローンを組むと払えなく

なる。小さな平屋なら無理をしなくてすむ。

だから平家にしたほうがいいなとその時に

思いました。

小川社長：　　　　　何か問題があった時に真摯に対

応するということですね。ありきたりなん

ですけど、何かあった時にその人の本性が

見えるので。そこですね。

小川社長：　　　　　現在宇部市でも建築させてもら

っているので、宇部市に店舗を出したいで

すね。あと、事業展開じゃないですけど、

新築を建てられたＯＢの方を集めて食事会

を開いたことがあって、これからもしてい

きたいと考えています。

小川社長：　　　　　それはもうずばり、平屋の良さ

が少しでも伝えられればと。そこです。そ

れと津田さんに頼まれたことだから、断れ

ませんよ(笑)

小川社長：　　　　　これから１0年後、２０年後と

お客様から愛される会社でいることです。

「平屋の良さが少しでも伝えられればと」

「仕事と遊びと、バランスが大切」

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



レノファ山口ＦＣ、飛躍の年。
Ｊ１目指して、さらなる高みへ！

6月11日のVSファジアーノ岡山戦の応援

に行ってきました。来場者数は6,061人と

かなりの数で、競技場はすごい熱気でし

た！結果は、残念ながら０対１で敗戦。

引き分けを挟んで8連敗(>_<)

しかし！まだまだ戦いはこれからです！

ここで踏ん張れば、必ず道は開けます。暗く長いトンネルで必死にあがけば、必ず

光は刺す！サポーターの我々も、あきらめず応援していきましょう。

選手のみなさん、ここから怒涛の快進撃が始まることを期待し、応援していきます！

次回のホームゲームは、7月9日（日） １８：００～維新百年記念公園陸上競技場でキックオフ！
相手はモンテディオ山形(現在８位)！みんなで応援しましょう！

津田：　　　マラソンは以前からですか？

津田：　　　そう考えると、とても貴重な時間で

すね。

津田：　　　最後になりますが、読者の方へのメ

ッセージをお願いします。

津田：　　　仕事と遊び両方やると、何かの時の

引き出しも増えますね。そして、魅力的に

もなって、提案力にも繋がってきますね。小川社長：　　　　　いえ、昔はマラソンの良さなん

て分からなかった。マラソンってお金をか

けて苦しい思いをするじゃないですか。で

も、自分が仕事を結構集中してやり始めた

時にマラソンにはなかなか仕事では得られ

ない体験、達成感があると思いました。男

とか女とか、地位とか年齢とか関係なしに

スタートラインにたって、ゴールするでし

ょう？それって裸一貫の勝負じゃないです

か。そういうのって他にはなかなかない。

そして、ゴールした時の達成感は大きい。

それでやってますね。

小川社長：　　　　　それとですね、やっぱり仕事ば

っかりではないじゃないですか。仕事だけ

でも人間良くないから、やっぱり仕事と遊

びと、バランスが大切なんじゃないか。そ

の方が人に対しての魅力も出てくるんじゃ

個人としては、２０年後でもフルマラソン

で完走できる体力を持っていることですね。

ないかなと思います。

小川社長：　　　　　平屋をご希望の方はぜひ、ご相

談にのりますのでよろしくお願いします。

小川社長：　　　　　ええ、そうですね。

素晴らしいお話がたくさん聞けました。
小川社長ありがとうございました！

次回は山口市葵に6月OPENした山口ちゃんぽんの店

『初代 山ちゃん』の店主、安永 英史さんです。

ここが踏ん張り時！本当の闘いはこれからだ！



防府市

塩見様

福永様

濱崎様

落合様

田村様

河内山様原様

藤本様 渡邉様

砂田様 安村様

藤澤様 大庭様

松下様 禅院様

多田様 長尾様

下関市

青山様

丸永様 和田様 三田村様

勝谷様
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安井様
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田中様

塩塚様久保様

田尻様

西田様 西永様

藤野様

根本様

細石様 増本様 山岡様

野上様

酒井様

中村様

窪中様木田様

山本様 伊藤様

藤田様 古谷様

豊田様

宮崎様

西本様

井原様 岡崎様

山田様

山口市

岡村様

山田様

門田様

石川様

城一様

松本様 渡邊様

中村様

岡本様

倉重様

作村様

津島様

中野様

藤本様

松村様 原様

松田様

畑様

大草様

長谷川様垰様

林様森様

松浦様 山根様 西村様

原田様 樋口様 廣海様

問田様 富永様 中川様

重宗様

中岡様

杉山様 高橋様

藏成様 小林様

久保様

野口様

安黒様 木村様淺村様 岡本様

好宮様

松﨑様藤永様

三吉様

益本様古田様

末森様

佐伯様

大嶋様

桝本様 村田様

山本様 江藤様

濱﨑様 古谷様
宇部市

河島様

末益様

宮内様

大塚様

松井様前田様

大和田様

河田様

藤永様

山本様

河村様

吉永様 出原様

若林様

松岡様

西村様

金子様

長門市

上田様

品川様

西原様

種田様

好永様

河口様 岩田様

大谷様

高田様

山陽小野田市

入江様

縄田様

松田様

寺村様

伯野様

竹内様

川地様 國川様 流様

社家間様

三川様 山田様

原田様

萩市

玉井様 島田様

播様

佐波様 藤本様藤原様

貞光様

佐々並様

7 月 ・ 8 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

荷宮様

廣田様

浅上様

中山様

阿武郡

西村様

福岡県北九州市

桑原様

島根県益田市

福場様



定休日のお知らせ

7月 3日 (月 )・10日 (月 )・11 日 ( 火 )・18日 (火 )・19日 (水 )・24日 (月 )・25日 (火 )・31 日 ( 月 )

8 月 7日 (月 )・12日 (土 )～ 16日 (水 )・21 日 ( 月 )・28日 (月 )・29日 (火 )

エボリューシュン

1、街や会社の今日までの歴史の事をなんという？ (4 文字 )
2、好きな人に気持ちを伝えるために渡す手紙
3、  山梨県の甲州弁で、やたら・おもいきり、という意味の方言は？

4、福岡で有名な食べ物といえば、「とんこつ○○○○」
5、脳を英語でいうと？
6、年間の日付・曜日が書いてあるもの
7、とても疲れている状態のことを、ク○ク○。
8、野球で王貞治氏が世界記録を持っているのは？

まつもと作

5・6 月

答え レ ン ズ
ししょばこ かしゅ さんしょう

こうりゅう
メロン よふかし

ばれいしょ
シューズ

「ピッピの水浴び」の巻

タテ１

ヨコ４

ヨコ 5

ヨコ 6

ヨコ 7

ヨコ 8

タテ２

タテ 3

ウ

島根県浜田市 髙橋 文子様より
エナジー通信いつもありがとうございます。 浜田での出会いは短いものでしたが、 通信を通して津田君の

活躍本当に嬉しく思ってます。 私の所もエコキュートにして 9 年になります。 元は取れましたね (^ ^) 
大事に使っていますよ！また機会があれば寄ってください。 お身体を大切に！

ピッピ水浴び
しようか～

気持ちよさそうやね～

水をはじくんで
濡れないんですよ！

後ろで視線が・・・！

髙橋様へ いつもエナジー通信を読んでいただきありがとうございます。エコキュート大事に使っていただ

いて嬉しいです！もし何か困ったことがあれば、いつでもご連絡くださいね。私もまた寄ります！

上級編


