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ご縁をいただいたお客様にお届けするニュースレター

『はた満』

今回は、ちゃんぽんの美味しいお店♪萩市にある『はた満』さんへ
行ってきました。独特の戸畑ちゃんぽんの麺は美味しい豚骨スープ
に良く合います！クセになりそうです (^ ^) 野菜もとれてお腹いっ
ぱい♪替え玉も 100 円でしてくれるそうですよ☆

↑写真はちゃんぽん  680 円

みなさんこんにちは。先日、約 10年振りに海外（台湾）に行ってきたのですが、その時に印
象に残った話をご紹介します。世界中どこの国に行っても、機内預入れの荷物は雑に扱われる
のが当たり前。でも、日本だけは違うという話でした。「誰かの大切な荷物かもしれない」と
いう気遣いができる国。日本人であることを誇りに思いました。私達は「日本一のアフターサ
ービス」を目指していますが、日本の歴史と強みを知ることで、未来を新たに描き直すことが
できました。気持ちも新たに頑張ります！それでは、エナジー通信 3,4 月号スタートです！

新人の渡邉  智子です Satoko  Watanabe
この度ご縁があり、 エボリューシュンの一員となりま

した、 渡邉 智子です。 営業事務を担当しております。

生まれも育ちも山口なので、 地元のお客様と密着した

会社で働けることを嬉しく思っています。 ディズニーの

世界観が大好きで、 関連のお仕事をしていた経験が

あります。 営業事務は初めてですが、 お客様の笑顔

に繋がるお仕事というところでは共通していると思って

います。 趣味は甘酒作りです。 お電話を受ける機会

が多いと思いますが、 お客様に安心していただけるよ

うな電話応対を心掛け、 元気一杯頑張ります！

[ 昼 ]11 ： 00 ～ 14 ： 00
[ 夜 ]17 ： 30 ～ 20 ： 00
萩市大字土原 552-1
0838-26-5151 （火曜日定休）Ｔ  Ｅ  Ｌ



李李 韓国ドラマ旅韓国ドラマ旅と楽しむと楽しむ
今回ご紹介するのは、前回より気軽に楽しめる、インターネ

ット小説が原作のロマンティック・ラブコメディードラマ、

『私の名前はキム・サムスン (2005 年 )』です。軽快なテン

ポで繰り広げられるストーリーと斬新なキャラクターが話

題を呼び、韓国では最高視聴率 50.5％を記録！日本でも、

2005 年から 2010 年までに 7回も放送され、熱狂的ファンを

多数生み出した作品です！ TSUTAYA でレンタルできます♪

★見どころ★

□どん底から這い上がるため努力する主人公と御曹司の

　ラブストーリー！

□男性俳優のイケメン対決。

お昼ごはんによくお世話になるカップ麺ですが、 お湯を

注いでフタをして５分。 ５分を待つ間にフタがめくれて

開いてしまうことってありませんか？そんなときは、 フタ

の上にお湯を沸かす時に使ったヤカンを 10 秒おくだけ

で解決します！お湯を沸かしたヤカンの底面は熱くなって

いて、 もともとフタについていたノリが熱を加えることに

より復活するので綺麗にフタが閉まります。 簡単にでき

るので是非試してみてください！

佐光 隆史の

情報局あれこれ

1 月下旬に京都へ行って来ました。

ちょうど寒波の襲来時で雪の京都観

光でした。 数十年前の夏に行った事

ある三千院へ行きましたが雪のせいか

観光客があまり多くなくゆっくりと拝観

できました !(^^)!。 夏とは違った景色

で良かったので、 今度は秋の紅葉シー

ズンに行きたいです。

京都・三千院への巻

『カップ麺のフタがめく

れないようにする方法』

↑こんな風にやかんを 10 秒置くだけで ↑何も置かなくてもフタがめくれません！

今回は

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！！
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「ちゃんとした工事なら、
  そう簡単には飛ばない」

　　 【前回号より】廣橋さんの転機となった出

会い、仕事をする上で大事にされていることを

中心に語っていただきました。

　　 【前回号より】廣橋さんの転機となった出

会い、仕事をする上で大事にされていることを

中心に語っていただきました。

　　　最後に、現在エナジー通信の読者は2000

件ぐらいいらっしゃるんですけど、みなさんにメ

ッセージをお願いします。

津田：

　　　　　風評被害で、瓦が重いからダメという

風に言われるんですけど、実際は違って、重くて

も軽くても、ダメなものはダメで、要は建物がし

っかりしてないとダメなんです。壁の量が少なか

廣橋さん：

　　　これからの目標を、会社として、個人とし

て、それぞれ教えていただけますか？

津田：

　　　楽しくって大事なことですよね。津田：

　　　　　会社の目標としては、やっぱりうちも

高齢化が進んでいるので、若い人が安心して勤め

られる会社にしていきたいなぁと。息子がいつ帰

ってきてもいいというような体制を作っておきた

いなぁと考えてますね。個人としては、これは矛

盾するかもしれないですけど、楽しく仕事をして

儲けられればいいなと思ってます。

廣橋さん：

　　　　　危険な仕事をしてるので、厳しい所は

厳しく、最低限の緊張感はもっとかないといけな

いんですけど、ピリピリした雰囲気で仕事するの

が好きじゃないんですね。自分ではそういう雰囲

気は作ってるつもりなんですけど。そして、社員

にもそれを心掛けてもらって、そうしたら、新し

く入ってきた人たちやお客さんにそれが伝わって、

いい会社だという印象を持ってくれればなぁと。

廣橋さん：

「ピリピリした雰囲気で仕事したくない」

　　　雰囲気って伝わりますもんね。何か雰囲気

作りで大切にされていることってありますか？

津田：

　　　僕たちも現場に行ったときに、上司が部下

に厳しく言ってたりしてて、真剣だからなんでし

ょうけど、やっぱり空気が悪くなっちゃって。そ

れでお客さんにも何か申し訳なくなっちゃうんで、

やっぱり雰囲気って大事ですよね。

津田：

　　　　　注意事項や要点を伝える時は、しっか

り真面目にきちんと伝えて、あとは、黙って黙々

と仕事をするというよりは、冗談言い合いながら、

和気あいあいとできるように努力してますね。

まあ本当にきつい仕事なので。

廣橋さん：

No.23

有限会社 広橋瓦工事店

代表取締役

Hirohashi　Manabu

廣橋  学



今年で4年目となるＪ2が、ついに開幕

しました。昨年はプレーオフ圏内まで

あと一歩でしたね。今年こそは、プレー

オフ圏内に入り、Ｊ1昇格を果たして

欲しい！昨年チームを大躍進させた、

霜田正浩監督の元、新しいメンバー

も13名加入！新生レノファ山口の飛躍に期待しましょう！写真は、今年度の新しい

ポスターです！熱いですね～(汗) 今年も一緒にレノファ山口を応援しましょう！

レノファ山口ＦＣ、飛躍の年。
プレーオフ圏内に入りＪ１へ！

2019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！！

今年度の新しいポスターが欲しい方は、返信用はがきに「レノファポスター希望」と書き、投函ください！

廣橋さん、貴重なお話の数々を
ありがとうございました！

ったり、構造がしっかりしてなかったりしてつぶ

れてるので。実際に軽い屋根でもつぶれてるので、

決して重いからダメというわけではないんですね。

逆にこの間の大阪の台風の時は、軽いものは全部

飛んじゃって。だから、それはしっかり認識した

上で判断しないといけないと思います。本当はど

うなんかなと。ちゃんとした工事なら、そう簡単

には飛ばないので、よく施工業者さんの話を聞い

てからやるのが大事だと思いますね。

有限会社 広橋瓦工事店

0836-31-3766

宇部市則貞 1 丁目 9 番 12 号

↓広橋瓦工事店さんの事務所にて事務担当の奥様と

この道 30 年以上の廣橋さんが、 ご自宅の
屋根を無料で診断いたします！
「エナジー通信を見た！」 と弊社までご連絡
ください。

■屋根工事、 瓦の施工
■新築、 葺き替え、 葺き直し
■雨漏りの補修、 補強工事

事業内容

屋根無料診断実施中！

20192019

新たな仲間も加わり、４年目のＪ２開幕！



3 月 ・ 4 月が誕生日のお客様

防府市

梯本様
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阿武様

橋本様

木原様

大嶋様

川添様

桑本様
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吉松様 吉本様
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砥上様

竹下様

中川様
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山田様 渡邊様

穴迫様
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権藤様

野代様
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村上様
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玉山様
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明石様

岩佐様 梅田様 大下様

麻野様

原田様中川様

竹永様

佐伯様 佐古様

岸本様 木下様

兼子様金子様河相様

伊藤様 伊森様

山口市

小野様

得冨様

勝知様

徳永様 戸田様

石津様

下瀬様

中村様

寺田様

佐伯様

椙山様

齊藤様

有吉様

谷様

西村様

平岡様

石田様

掛川様

久保田様

芝様

金子様

西川様

鈴木様

橋本様

波田地様

末永様

中山様

濱田様

田中様

杉谷様新垣様 菅原様

篠原様

兼坂様 烏田様

久保様

伊藤様 今井様 岩淵様

平田様

廣中様 弘永様 藤井様 藤津様

藤村様 藤本様 古川様 古木様

古谷様 芳西様 増田様 松島様

宮原様松原様 松村様 三浦様

棟安様 村田様 柳生様 安田様

安永様 山﨑様 山田様 山根様

山本様 與國様 吉岡様 芳田様

吉仲様 義永様 渡邉様

石川様

波多野様

上野様

林様

谷口様 津田様田畑様

上村様

田尾様

竹内様高松様 高柳様

柴崎様

岡本様

太田様

志賀様

岡村様

岡様

畑中様

西嶋様

澄川様

宇野様

木田様

中田様

野本様

神田様

北川様

宇部市

彌永様 磯村様

川村様

塩原様 白石様坂本様

友平様 縄田様 西山様

秦野様 平岡様 松本様

盛橋様

田中様末益様 津川様

國清様 蔵本様 再東様

岡村様

安藤様

木下様

長門市

宮本様 山本様山根様

山陽小野田市

安部様

大塚様

藤井様

井口様

倉重様

草園様

熊野様 白川様

田中様 橋本様

古田様 益山様

峯永様 村上様 安田様

山根様 横屋様 吉永様

鮎川様

梅本様

中坪様

萩市

有田様

貞光様木下様

柴田様 白石様 末益様

田中様 林様 松原様

山根様

大橋様

大神様秋守様

美祢市

伊藤様 豊嶋様

堀様 村上様

周南市

山崎様

柳井市

原中様

他県にお住いの方

大久保様 川光様 波田様

阿武郡

小野様



定休日のお知らせ

3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 )

4 月 1日 (月 )・8日 (月 )・9日 (火 )・15日 (月 )・16日 (火 )・22日 (月 )・23日 (火 )・30日 (火 )

エボリューシュン

さこう作

前回号

の答え ど り ょ く
えどばくふ キャッツ しりとり

リン ファイター
ウィンター

えきしょう バットマン
がまん

「プリンは光がお好き♪」の巻

ヨコ 9

ヨコ 10

ヨコ 8

ヨコ 6

タテ 4 タテ 5

ウ

月・火

9

タテ２タテ 1

タテ 3

1、新潟県産魚沼産で知られるお米の品種は？ ( ヒント：コ○ヒ○リ )

2、東京や大阪などの「都会」の反対語で、田んぼや畑など自然が多い場所
　  のことを何という？ (3 文字 )
3、考えや行動に影響を与えて、心を変化させることを「感化」と言いますが、
　  「感化」の読み方は？
4、爆弾を英語で書くと「BOMB」ですが、「BOMB」のカタカナの読み方は？

5、ダイエットに失敗して体重が元に戻ってしまうことを何という？
      ( ヒント：リバ○○○)

6、5/5 の子供の日が近づくと、空を泳ぐ魚の絵が描いてある布は？ ( ヒント：鯉 )
7、剣道で使用する武器は？ ( 漢字で書くと：竹刀 )

8、「light」を和訳すると？ ( ヒント：○○リ )

10、学校にある理科の実験をする教室は？ ( ヒント：理科○○)

9、物事に深い感銘を受けて強く心を動かされることを何という？
　  ( 使い方：名曲を聴いて○○○○した )

山口市天花 O 様より

いつ見ても矢野四コマシアターは癒されます。藤岡さん家のにゃんたもかわいいですね。

O 様へ お便りありがとうございます。癒されたとのこと、何よりです！

にゃんた君、かわいいですよね♪これからも癒される写真をお届けしていきます (^^)

最近あんまり遊んでくれ
なくなった、レーザー。

前はレーザーペン見せただけ
でも喜んでいたのに・・・

仕事道具で試してみた！

光が多くて大喜び！！まだ

しばらく遊んでくれそう。

ヨコ 7


