
 

 

 

 

 

      
       

【営業】 冷水 圭吾 

『ベッキー』 

いつも明るく元気なので 

友達になりたいヽ(^o^)丿 

【常務】 遠藤 祐司 

プロゴルファー『有村智恵』 

かわいいから 

『マツコデラックス』 

おおきいから 

【営業部長】 鳥羽 克夫 

韓国アーティスト 

『少女時代』 

可愛いです 

 

【工事】 野口 武志 
『小森純＆ 

バナナマン日村』 
とにかく面白い♪ 

【工事】 西城 孝信 

『湘南乃風』歌が好き♪ 

ボーカル若旦那は 

生きざまがカッコイイ 

 今月の一問一答 

 

 【営業】 田中 和幸 

お笑い番組あらびき団の 

『キュートン』 

キュートン甲子園も開催 

今や大人気です！ 

【経理事務】 渡部 雅美 

『EXILEのATSUSHI（あつし）』 

イカツイ感じに甘い声」が 

ちょータイプ☆ 

【工事】 石川 善和 

『ボン・ジョヴィ』 

昔から聞き続けています♪ 

お笑いの『Ｕ字工事』 

同郷なので親近感がわきます 

【プランナー】  

菅原 光友希 
『大泉洋』 

テレビ埼玉の番組 
“水曜どーでしょう”に 

家族揃ってハマってます 

工事、イベント、ニュースレターに関する皆さんの率直なご意

見、ご感想、ご近所の話題、知りたいこと…どんなことでも結

構です。緑色のアンケートはがきに書いて送ってくださいね！ 

美味しいものを抽選でプレゼントさせていただきます♪ 

お便りどしどしお待ちしておりまーす！！ 

【営業】 伴野 詠司 

『高田純次』 

あんなオジサンになりたい！ 

ホントは『ＡＫＢ48』も好き♡ 

【工事副部長】 本間 勝慶 

NHKの“みいつけた”に出てくる 

『オフロスキー』娘が好きなので♪ 

【プランナー】 

 廣瀬 雅子 

『黒木瞳』 

いつまでも 

若々しくてキレイ☆ 

ご当選おめでとうございます♪ 

【ショールーム】  

 清水 久恵 

娘の影響で『ＫＡＲＡ』 

ホントは『嵐』 
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【社長】 北川 拓 

『宇多田ヒカル』 

毎朝、通勤時に聞くと

活力が湧いてきます！

曲・歌唱力共に良くて

飽きません 

アンケートハガキのご返信ありがとうございました！！ 

【工事部長】  

野平 博之 

『吉高由里子』 

天然な感じがイイ 
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【工事】 高橋 清 

『織田裕二』 

新人の頃から大物に 

なりそうな気がしてました！ 【営業】 竹浪 智美 

『玉木宏』 

声も顔（ルックス）も

大好きヽ(^o^)丿 

【ニュースレター・広報担当】  

 鈴木 多佳子 

『桑田佳祐』 

復帰おめでとう！ 

『竹野内豊』 

柔らかい雰囲気がホッとするので 

 今月のプレゼントは 

北海道『無着色明太子＆たらこ詰め合わせ』 
各180g、原産地：アメリカ、消費期間：冷蔵で10日 

【営業】 高橋 拓人 

アンケートハガキをお送りくださった方の中から 

毎月抽選で５名様に お い し い 品 を プ レ ゼ ン ト ♪        

先月のプレゼント[瀬戸内手にぎり竹輪揚げ天］をお送りさせていただきました 
 ご当選者5名様↓ 
 北馬込 Ｓ様  大森北 Ｓ様  中馬込 Ｆ様 
 南馬込 Ｋ様  山王 Ｕ様      

 このコーナーは社員から社員へ質問をするコーナーです！皆様からの質問も大募集中です！！ 

新年最初のお題は私、営業の高橋から『現在、好きな（気になっている）芸能人は誰ですか？』です。 

私は“Perfume（パフューム）“です。複雑なダンスがスゴイ！曲もＹＭＯ世代の私にはたまりません♪ 

 

 

この町の皆様が、安心・快適・しあわせに暮らすために 
私たちキタセツはガンバリます。 

平成２３年４～５月 発行第７３号  

  今 月 の 話題 
・今月のご挨拶『卒業式に参列して来ました♪』 
・イベント報告!!『お習字体験教室』 
・リフォーム現場中継!水廻りのお悩み一気に解決！ 
 『タカラのホーローでお手入れラクラク♪』 
・『笑顔のくらし応援フェア』ご報告！ 
・使う頻度に合わせて出し入れしやすく整頓 
・今月の一問一答『今、好きな芸能人は誰ですか？』

 現在四ヶ所
でお教室を開
いておりま
す。書道の面
白さと可能性
に挑戦すべく、「楽し
く」「想いを乗せて」
「季節感」「ご縁」を
大切に、生活の中の書
をお伝えしていきたい
と思っております。普
段、書道とご縁のない
方も是非チャレンジし
てみてください。書道
の楽しさを体感してい
ただけると思います。 
展覧会にもいらしてく
ださいね。  
     山浦玲泉 

3月31日開催の第一回カルチャー教室展覧会のご案内状や看板の文
字を山浦先生に書いて頂いたんです。スリにあってしまい、動揺さ
れている日に申し訳ないお願いをしてしまったなぁ…
と思っておりましたが、そんなハプニングは何のそ
の！流石プロ！心温まる素晴らしい文字を書いてくだ
さいました！ 

キタセツへ向かう電

車内でお財布をすら

れてしまい、やむな

く途中下車で警察

へ…皆さんも気を 

つけてくださいね！    

by山浦 

先生にハプニング

があり、30分遅れて

の到着になりまし

たが、いつも参加さ

れている生徒さん

を中心に定時にお

稽古をスタート。皆

さん流石！のひと言

につきます！     清水 

 こんにちは！ショールーム担当の清水です。杉村から引き継ぎ

現在ショールーム業務に悪戦苦闘中ですが、皆様が立ち寄りやす

く過ごしやすいショールームにしていけるよう頑張りますので、

宜しくお願い致します。初レポートさせていただくのは山浦玲泉

先生のお習字体験教室です。山浦先生の習字教室は堅苦しいもの

ではなく、日常生活に取り入れやすい親しみのあるお習字なんで

すよ♪皆様も是非、体験しにいらしてくださいね！ 

～２月の作品～ 
お世話になっている方
へ贈るバレンタイン
カード・お雛様メッ
セージカードを書きま
した。お一人お一人の
個性のある文字に温か
みを感じます♡ 

～過去の作品～ 
毎月、様々な作品をお作り
いただけます！ 

 
 こんにちは、今年の冬は、春が近づいて来たかなぁ～と思えば、真冬の寒さに逆戻りで、雪が
降ったりと体調管理も工事管理も大変でしたが、皆様は体調を崩されませんでしたか？ 
春と言えば卒業・入学シーズンですね。先日、町田デザイン専門学校の卒業式に参列してきまし
た！職業上、色々な式に参列することは特別珍しくはないのですが、卒業式は数十年ぶり。しか

も人様の人生の大切な節目に立合うということで、とても緊張してしまいました^^; 古い話です
が 私も学生最後の卒業式は思い出深く、これから社会人になるという期待に胸を膨らませたあの頃…を
懐かしく思い出しました♪ 町田デザイン専門学校は先日までショールーム担当だった杉村の母校で、毎年夏
には体験実習の生徒さんも数名受け入れているんです。同校から4月には初々しい女性新入社員も迎えます。キ
タセツは女性が強い会社なので（笑）益々盛り上げていってくれるのではないかとワクワクしています♪ 
では、今月の『しあわせ色』スタートです！ 



 

 

～営業       伴野より～         
完成後、奥様から「念願が叶ったわぁ～☆    ！工事して良かっ
た♪」とのお言葉をいただき、本当に嬉しく思います。 
この言葉は私達にとって何よりのご褒美です！ 
これからも、このご褒美を沢山いただけるように精一杯
頑張ります！ 

  ～工事    石川より～ 
    外壁に亀裂が入っていて、室内に水漏れしていましたが、
今回の工事で早期発見、修繕できて良かったです！今回工事
しなかった箇所の水漏れも心配なので、お早めに外壁など
も修繕されることをお勧めします。 
喜んでいただけて本当に良かったです！ 

 こんにちは、「息子のお風呂は僕の楽しみ♪」ｂｙ伴野＆「休日は子供達と温水プールで 

 大ハシャギ」ｂｙ石川のイクメン（育児に積極的な男性のこと）コンビが担当させて 

いただいた、築22年の大田区中央の戸建にお住まいのＫ様邸をご紹介します！ 

Ｋ様は、水廻りは生活の基本なので是非キレイにしたいとのお考えから、タカラさんのショールームに

ご来店され、キタセツを知り、キッチン・浴室・洗面台交換工事をされました。 

～Ｋ様のお悩み・ご要望～                                  
・キッチン、浴室のタイル、蛇口取付部の汚れや傷みが 

 目立ってきた。 

・水廻りを使いやすく、お手入れしやすくしたい。 

・洗面所の床の汚れがひどい。どこからか水漏れしている。     

ホームページでは、さらに

わかりやすい各種施工事例

や、しあわせ色バックナン

バーがご覧いただけ

ます！！ 

 プチッ 

いよいよ今年の７月で現在のアナログテレビが終了

します。終了間際になるとアンテナ工事が混み合うこ

とが予想されます。まだ地デジへの移行がお済みで

ない方はお気軽にご相談くださいね！ 

ちなみにテレビの販売も承っております！ 

 タイルだと目地の汚れや傷みは時間と共に 

 どうしても目立ってきてしまう 

 

タイルを使用していた所はタカラのホーロー 

パネルをはりました。ホーローは傷がつきに 

くく丈夫。目地が無いのでお掃除も楽々です♪ 

☆以前よりも浴室が温かくなったと 

感動されていらっしゃいました☆ 

外壁からの 

漏水発見!! 

下地板も腐って

しまっています。 

 

漏
水
箇
所
も
修
復
。 

床
も
見
違
え
る
ほ
ど
キ
レ
イ
に

な
っ
た
と
大
絶
賛
の
Ｋ
様
☆ 

      ～Ｋ様のご感想～ 
キッチン・浴室・洗面をタカラの
ホーロー製品で色も統一したお陰
でお部屋が広々と見えます！キッ
チンの解体時、壁の亀裂が見つかり、雨が降ると
水漏れしていた原因が分かり、すぐに補修してい
ただけました。他にも木枠のペンキ塗り等、細か
い所まで気を使って作業してくださり、伴野さ
ん、石川さんには大変お世話になりました。 

リフォーム現場中継！水廻りのお悩み一気に解決！ 

『タカラのホーローでお手入れラクラク♪』 

Ｂeｆｏｒe Ｂeｆｏｒe Ｂeｆｏｒe 

Ａｆｔｅｒ 

Ａｆｔｅｒ 

Ａｆｔｅｒ 

水ハネが多い 
腰壁にもホー
ローパネルを
はりました。 

「念願だったホーローキッチンになり、お手入れ

が簡単！コンパクトで使い勝手が良く明るくキレ

イで気に入りました♡」と言って頂きました！ 

 

 

 

 

こんにちは、営業の竹浪＆広報担当の鈴木です！ 

２月１９日にタカラのショールームで開催された“笑顔のくらし応援

フェア”を企画＆準備に携わった私達がリポートさせていただきます！ 

出来るだけ多くの方に、ご来場いただきたく、初の試みで“似顔絵コー

ナー”や“親子お菓子作り教室”を盛り込みました♪ 

沢 山 の 方 に ご 来 場

い た だ け な か っ た

ら ど う し よ う…と

当日までハラハラド

キドキ…意外と小心者なん

です^_^;                                                鈴木 

力仕事は私におまか

せ ～！前 日 の 設 営 も

バッチリ！ 

当日も皆さんとお会

い出来て楽しかったです♪

竹浪 

前日準備から当日まで、ショー
ルームには甘ーい香りが漂い温
かい雰囲気に包まれました♡ 

お子様連れの方はほとんどの

方が描いてもらっていた似顔

絵コーナー♪ 

渋谷にある日本デザイナー学

院の卒業生さんにご協力いた

だきました！ スポンジケーキはIHクッキングヒーターを使うと短時間で

手軽に焼けるんです！飾りのお雛様とお内裏様の人形はマ

ジパンでお子様達に作ってもらいました！みんな、楽しそ

うにコネコネ♪とても可愛く出来ました♡お子様が作った

カワイイおひな様ケーキをご家族にも見ていただきたいの

でお持ち帰りに。完成後は、IHクッキングヒーターで溶か

したをチョコレートをイチゴやマシュマロ、バナナにつけ

てチョコフォンデュをいただきました！ 

たくさんの方にご参加いただき、可愛い笑顔に出会えて嬉

しかったです♡ 

エプロン姿が良く似合う

タカラの営業 勇さん！ 

こんなに楽しそうな勇さ

んは初めて見ました(笑） 

料理はまったく…という勇さん。

男性は料理が出来るとモテる…

と聞いて、これを機に頑張ろ

う！って思ったかな??? 

ご来場いただき、本当にありがとうございました！ 

高橋先生のお

菓子作り教室

はキタセツで

も大人気！ 

今回は1日３回各３組様。 

お子様対象の為、当日の

キャンセルがあり、ご来場

いただいたお子様連れの方

にもご参加いただくことが

でき、喜んでいただけまし

た♡ 

予約でお断りしてしまった

皆さん本当にごめんなさい

ショールームの商品も興味深くご

覧頂いていました。特にホーロー

の強度や傷がつきにくい所をお

見せする体験には皆さん驚いて

いらっしゃるご様子でした！ ホーローだから傷にも

熱にも強いんです！ 

●使う頻度に合わせて出し入れしやすく整頓● 
 物が多く散らかりやすいキッチンは、機能的かつおしゃれに収納したいもの。

“使う頻度”と“どう使うか”を考えながら収納することがポイントです。よく使う

ものはオープン収納に。①調理器具はすぐに手に取れるよう突っ張り棒とＳ字フック

などで吊るすか、空き容器にまとめて立てて調理台の上に置く。②鍋やフライパンも

壁面などに吊るしたり、オープン棚に並べます。“見せる収納”は質感や色を統一す

ると見栄えも良くなります。③調味料は、ひと目で見渡せてさっと使えるようにガス

台の近くの棚などに横一列に並べます。④食器は重ねすぎないように注意。食器棚に

しまう場合、奥行きのある棚には同じ器を手前から奥へ縦一列に並べると出し入れが

ラクです。高さがある棚には皿を立てて収納したり、コの字ラックで２段収納に。⑤

小鉢や小皿などの小さな食器、フォークやお箸、ふきん等の小物はカゴにまとめて収納。 

当たり前のようなことばかりですが、見直してみてはいかがですか？より一層使いやすくなるかもしれませんね☆ 

 先生と鈴木さんが見て

な い 間 に 摘 み 食 い し

ちゃおうかなぁ～竹浪 

 

ＩＨクッキングヒーター試食コーナーも大好評！ 

ＩＨで手軽に出来るオススメクッキングのパンや 

チョコフォンデュ等、いろいろご試食いただきました♪ 


