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みなさんこんにちは。寒波が落ち着いたと思ったらすぐに春がきてしまって、今年はお
花見ができませんでした。忙しくて花見もできないなんて・・・わが社も働き方改革が
必要なのでは！？と思ってしまいました。来年こそはお花見できるよう、仲間を増やし
ます。皆さんの周りで良い方が有りましたら、ご紹介ください。詳しくは弊社ホームペ
ージへ！（求人宣伝すみません）　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

大好きなお菓子の一つ『フロランタン』を作りました。

自己流なので、“アーモンド倍増＆チョコがけ“と、

正統派のフロランタンとはかけ離れてます^_^;

カロリーもヤバい事になってますが、美味しくて至福

のおやつタイムとなりました。

お宝
青山学院大学陸上競技部監督 原晋さんの講演会に友達

が申し込んで、「当選したから一緒にどう!?」と誘いを

受け3月下旬行ってきました。箱根駅伝四連覇された

のだからと、とても興味深く楽しみに聴きました。

色々感心させられました。自分自身よりチームの為に

メンバーの交代を申し出た選手！中々できる事ではな

いと感じました。こんな素晴らしい選手を育てている

青学陸上競技部、これからの活躍も楽しみです(*^-^*)

写真撮影禁止だったため、

今回は写真がありません。

ごめんなさいm(_ _)m

青学陸上部監督 原晋さんの講演会！の巻
カロリーヤバめ？の “フロランタン”

ちょっとした物の長さを測りたいときに、 物差しがなくて困ったなんて

ことはありませんか？そんなときに便利なのが、 1000 円札と１円玉

です (^-^) 1000 円札は横の長さが 15cm、 １円玉は直径 2cm な

んです！ 物差しをよく紛失してしまう私ですが、 お金は失くさないの

でいざというときに知っておくと便利です！

佐光 隆史の

生活で使えるちょっとしたお役立ち情報をお届けします！！

情報局あれこれ
直径がちょうど2cm

横の長さが15cmです！



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
定期的に更新中のスタッフブログの中から

選りすぐりの写真をご紹介します。

■勝手口横に設置した手すり施工写真 (左 )

■インターホン交換の施工写真 (右 )

お家の事なら何でもお任せください (^ ^)

この他にも、スタッフブログには施工写真

が盛りだくさん！ぜひご覧ください！

エボリューシュン

↓設置した手すりの写真

↓インターホン交換の写真

『米 蔵』

今回は防府市 K様よりつけ麺が美味しいよ、とご紹介いただいた山口市にある『米蔵』

さんへ行ってきました♬  腰のある麺は食べ応えがあり、スープとの相性バッチリでし

た‼今度は中華そばも食べてみたい (^ ^)  K 様ありがとうございました！

↑手打ちつけそば 中 700 円（小は 600 円） ↑中華そば、ワンタン麺も食べてみたい♪ ↑自衛隊駐屯地の歩道橋から入った所にあります

11:00 ～ 15:00
※材料がなくなり次第終了
山口市平野1-3-14
火曜日

よねぞう

よ  ね　　ぞ  う

『好きな色は？』『好きな色は？』み んなへ の質問 コ ナー ー

[ 津田  龍春 ] [ 松井  浩紀 ]

[ 矢野  雄二 ] [ 松本  優作 ]

[ 大久保  崇 ]
有限会社オフィス・ツーワン

[ 三宝  美貴 ]

[ 佐光  隆史 ]

[ 松原  明子 ]

青

茶色 落ちつくから緑 リラックスできるから

 青空が大好きだから

紺色直感で好きだから 赤元気になれるから 緑大好きな植物の色だから

青 心が落ち着くから オレンジ色
みかんが好きだから
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Tomokazu   Shiba

芝  友和

　　　人の役に立つ、喜ばせる仕事っていうと、

お掃除の仕事じゃなくても、例えば便利屋とかも

あるんじゃないかと思うんですけど、そこでお掃

除の仕事を選ばれたのなぜしょうか？

津田：

　　　今の会社を立ち上げたきっかけ、経緯を教

えてください。

津田：

　　　私も今はそういう心境になっているんです

けど、私の場合そうなったのは、自分自身の欲が

満たされてきたり、不安が解消できたからなんで

すけど、芝さんの場合は、そうなったきっかけと

かあるんですか？

津田：

「お客さん＝自分の家族」

「お客さんのピンチに役に立てる人間に
　なって、それがビジネスになればいいなと」

　　 【前回号より】芝さんの仕事をする上での

こだわりやスタンス、過去の経験を活かしたご自

身の強みなどを語っていただきました。

　　 【前回号より】芝さんの仕事をする上での

こだわりやスタンス、過去の経験を活かしたご自

身の強みなどを語っていただきました。

　　　　大学出て２５(歳)から仕事始めて色々と

やってみたんですが、一通り仕事を覚えてできる

ようになったら、お客さん相手じゃないとなんと

なく飽きちゃって。３０代前半ぐらいには、お客

さんと密接に関わる、人の役に立つ仕事がしたい

な～と。

芝さん：

　　　　やりたいことはいっぱいあったんですけ

ど、やっぱり人と密接につながることがやりたか

ったんですね。まあ引っ越しでも人と密接につな

がりますけど、引っ越し作業して終わりなんです。

掃除っていうのは、やってもやらなくてもいいわ

けじゃないですか。だけどあえて僕に頼んでくれ

て、それがずっとお客様との繋がりになって。ま

あ介護福祉とかそういうのはもっといいんでしょ

うけど、そういうノウハウって吸収するのも大変

でしょうし、やっぱり僕は現場の仕事が好きだっ

芝さん：

　　　　そうですね～、単純にきっかけっていう

と、仕事とは関係ないんですけど、引っ越しの仕

事をしている時に、たまたま近くで火事があった

んですよ。その時にみんなで消しに行って、すご

芝さん：

く助かったよと言ってもらって、「こういう仕事

もありなのかな」と思いました。その時は本気で

消防士になろうとは思ってなかったですが(現在

は消防団に在籍)、こういうお客さんのピンチに

役に立てる人間になって、それがビジネスになれ

ばいいなと思ったきっかけになりました。それが

２５ぐらいの時ですね。いいなとは思ったんです

けど、３０代になるまでなかなか動けなかったで

すね。きっかけってそういうとこじゃないかなと。



　　　う～ん、そうですよね、(掃除)したいけど

できないし、どこに頼んでいいかも分からないっ

てありますもんね。喜ばれますよね！では、最後

にエナジー通信の読者にメッセージをお願いしま

す。

津田：

　　　すばらしいお話をありがとうございまし

た！これからもよろしくお願いします。

(湯田温泉 ホテルかめ福にて)

津田：

たんで、何しようかとなった時に、お掃除に。そ

れと、今から高齢化社会になっていくわけじゃな

いですか。掃除をしながら、現場でいろいろ感じ

たことなんですけど、核家族、お年寄りのお母さ

んだけが家に一人でいらっしゃるような家庭が、

結構あるんですよ。そんな方の役にも立てると思

ったんで、これかなと。立ち上げ時は、漠然と掃

除がお客さんの役に立つって勢いで始めたんです

けど、今はお年寄りの方を助けたいという気持ち

が強くなり、役に立ててるのかなとすごく感じ

てます。

LOVEで、自分のお客さん＝家族みたいな付合

いができればいいなと思ってます。

ピンチの時には、エボリューシュンさんで対応

できないことでもすぐに行ってやりますので！

素晴らしいお話がたくさん聞けました。
芝さんありがとうございました！

次回は、解体業の「株式会社 厚母組」

取締役の岡田 智伸さんです。お楽しみに！

　　　　掃除で気になる事があったら、細々した

小さなことから大きなことまでやりますので、ぜ

ひお声掛けください。訪問無料、見積もり無料、

アドバイスも無料です！うちはとにかくお客さん

芝さん：

今季のレノファ山口は開幕から絶好調

ですね♪4/7のVS大宮アルディージャ

戦の応援に行って来ました。寒さと雨

の影響で観客数は5,353人とやや少

なめでしたが、結果は２対１と快勝！

小野瀬選手のゴールすみへの決勝点

は本当にすごかったです(^o^)今年のレノファ山口は一味も二味も違いますね。

このまま上位キープできるよう、みんなで応援しましょう！(現在の順位は2位)

開幕から絶好調！今年のレノファは一味違う！

レノファ山口ＦＣ、逆襲の年。
昨年の雪辱を晴らし、Ｊ１へ！

2018年も株式会社エボリューシュンはレノファ山口ＦＣスポンサー企業として全力で応援します！！

次回のホームゲームは、５月１２日（土） １５：００～維新みらいふスタジアムでキックオフ！
相手は東京ヴェルディ(現在5位)！みんなで応援しましょう！



5 月 ・ 6 月が誕生日のお客様

防府市

内田様

西村様

加藤様

石田様

柴田様

伊内様

佐伯様

長﨑様

山木戸様

植中様

田中様

西本様 槇谷様

道下様

野村様

森河様

松田様

織田村様

豊嶋様

下関市

厚東様

福田様

西田様

柏木様

山崎様

小佐々様 先本様

高林様 田口様

中島様 西林様

市河様

脇坂様

豊田様田中様

村上様

濱崎様

和田様

村岡様

鬼塚様

三宅様松井様

江田様

熊澤様

山田様

石川様

沖村様 川口様 工藤様

石森様

山本様

安森様

浜崎様 平井様

田村様 徳永様

蘇様杉様崎里様

江原様 岡本様

山口市

神谷様

松本様

飛田様

三浦様 村上様

石田様

徳光様

山根様

松原様

末永様

野村様

嶋津様

青木様

藤松様

善岡様

池田様

神田様

柴﨑様

田中様

木田様

山本様

長谷川様

和田様

永久様

山邉様

藤井様

西村様中島様 西川様

髙橋様

北村様 木村様

篠原様

伊藤様 入屋様 岡様

秋友様

岡崎様

前原様 松田様松浦様

岡村様

浜田様

弘永様原様 廣田様

谷口様

兼頭様

奥田様

杉谷様

金子様

折居様

吉岡様

波多野様

沖田様

佐々木様

森川様

吉村様

久保井様

佐々野様

宇部市

秋本様 上野様

江本様

田中様 戸田様竹内様

藤村様 丸山様 三町様

安平様 山本様

中村様中岡様 久重様

加納様 河野様 河村様

江見様

岩本様

小田様

長門市

内山様 伊達様嶋谷様

山陽小野田市

伊東様

白澤様

安重様

重桝様

二歩様

垰村様

田村様 橋本様

畑谷様 元村様

熊井様

品川様

牧野様

萩市

梶山様

佐世様神﨑様

高屋様 谷様 原様

舟木様 吉本様

熊谷様

国光様新井様

素敵な１年でありますように♪

美祢市

張本様

周南市

中野様

阿武郡

池田様 花田様

他県にお住いの方

塩野谷様 古川様

下松市

伊藤様

若林様



定休日のお知らせ

5月

6月 4日 (月 )・5日 (火 )・11 日 ( 月 )・12日 (火 )・18日 (月 )・19日 (火 )・25日 (月 )・26日 (火 )

3日 (木 )～ 7日 (月 )・14日 (月 )・15日 (火 )・21 日 ( 月 )・28日 (月 )

エボリューシュン

1、指で押すと気持ちいいところを何という？ ( 背中の○○)
2、機械を動かすもとになる力。
3、  動物などを捕らえること。
4、日本最古の歴史書は？「○事記」
5、貸し付け。貸付金。「住宅○○○」。
6、目を動かさずに見ることのできる範囲。

7、頭にひっかけ、両耳にあてて使う小型のスピーカー。
8、火災の発生や延焼を防ぐこと。
9、陸上の道。陸上の交通機関を使うこと。
10、分からない言葉を調べるためのものは？
11、映画や劇などのセリフや舞台の様子を書いたもの。

さこう作

3・4 月

答え き り ん
ひつまぶし やしゅ まねきん

つくね

めかぶ

やきめしりっしゅん ひなまつり

つばめ

「プリンのおやつベスト３」の巻

タテ１

タテ 6

ヨコ 7

ヨコ 11

ヨコ 10

タテ 3

タテ 4 タテ 5

ウ

山陽小野田市 Ｗ様より
おそうじサポート山口さんとの対談、 お願いできる内容と業者さんの紹介も兼ねてて、 いざという時に

お願いしたいと思い、 大変参考になりました。

Ｗ様へ お便りありがとうございます。おそうじサポート山口の芝さんは、絶対的に信頼できる方です！

いざという時はぜひ頼りにしてください！

月・火

9 しゅんぶん10

Ｐ10台駐車可

と
り

タテ 2

ヨコ 8

ヨコ 9

今回はプリンのおやつ

ベスト3を紹介

第三位、ふりかけ！

中のいりこの頭は残します

第二位、プチ！固いとこが

あるので食べずらそう？ 

第一位、ちゅーる！袋を押して食べ

させます。かなりかわいいです！

Ｄ


