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平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
先日弊社に新しい仲間が加わりました。社員一同、気持ちも新たに業務に励んでまいります。
小さな修理から大規模改修まで、お住まいについてのお悩みや疑問などがありましたら、
アサミハウジングまでお気軽にお問い合わせください。

スタッフインタビュー！

世界平和をお祈りしてきました

（担当・田代）

こんにちは。アサミハウジングの佐々木です。
今、世の中では新しい生活スタイルと言われており、三密回避の為距離をとり生活するよう
になっていますが、何だか人と人の心の距離まで離れていっている気がしています。
私は『感謝の気持ちを忘れずに』という言葉を大事にしています。
このような時だからこそ、相手を思いやる心を忘れずに過ごしていきたいものですね。

ゴミのうち、特定の20種類のゴミのこと。廃プラスチック・木くず・金属くずなど

（担当・佐々木）

登頂成功！帰りは温泉に
入って疲れをとりました♪

（担当・江口）

娘の誕生日
です

分厚いテキスト２冊！
要点をおさえて勉強しました↓

見事合格です♪

材料４人分
●ﾎﾜｲﾄぶなしめじ 1ﾊﾟｯｸ
●まいたけ
1ﾊﾟｯｸ
●ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
8個
●長芋
200ｇ
●しょうゆ
大匙 1

●水
●あおさ
●揚げ油
●塩
●ﾚﾓﾝ

150ｍｌ～
2ｇ
適量
適量
1/2個

[Ａ］
■てんぷら粉 1ｶｯﾌﾟ
■ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ 小匙2
■塩
少々

「秋の日は釣瓶落とし」
と言いますが、
すっかり日も短くなり
淋しさが募る季節・・・
因みに6月生まれですｗ

秋と言えば・・・
おさつスナックが
発売するころです。
（担当・工藤）

秋と言えばさんま！
落ち着いたら
さんまを食べに
行きます！！

焼き芋です！
甘くてねっとりしてる
安納芋が好きです
（担当・大久保）

（担当・Ｓ）

（担当・田牧）

（担当・傳田）

読書といいたいです
が・・・。海外ドラマに
ハマってます。
おすすめは
『ゲームオブスローンズ』

「秋」といえば・・・
自分！！名前が
「秋人」なんで！
因みに9月生まれですｗ
（担当・井野）

温泉で、風情を目で
確認することです。

ススキとか秋桜
外での作業が
楽になる
（担当・柏木）

（担当・井上）

佐々木 貴光
携帯電話 090-4455-7314
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ takamitsu-s@asami-housing.com

先日弊社社長の佐々木が、産業廃棄物（※）の収集運搬業許可更新のため、
講習を受けました！産廃は最終処分する業者は勿論、収集運搬をするにも許可が
必要で、５年毎に更新講習があります。（最後は試験も有り）
仕事の合間を縫って分厚～いテキストを読んだりｗｅｂ講義を受けた佐々木。
試験結果は・・・晴れて１発合格！！これで収集運搬許可の更新ができます♪
これからもルールを守り、産廃の収集・運搬をおこなっていきますよ～！
※産業廃棄物（産廃）とは・・・企業や自治体などが事業活動によって排出した

運動会です。
最近は春のことも
多いみたいですが
・・・。小学生の頃
楽しみにしていました。

キリン「秋味」
秋刀魚・鰹・鯵
刺身・焼き・揚げ
どれも美味！！

さて、新しい生活スタイルの夏休みの話です。
今年は父の七回忌・祖母の三回忌の為、お盆を実家で過ごす予定でしたが、
県を大幅にまたぐ大移動となってしまうので、早くから予定していた飛行機の
チケットをキャンセルし、帰省はしませんでした。
代わりに近くで過ごす時間ができたので、運動不足解消も兼ねて高尾山に登ってきました。
登山コースは整備された１号路ではなく、滝や川もあり、足元も自然のままの６号路に挑戦。
登山初心者の私にはちょうど良いコースで、木々の緑も小川の水もたっぷりと感じながら、
約２時間かけて頂上を目指しました。
山頂についた頃は少し疲れましたが、やはり外で体を動かすのは気持ちが良く
緑と水のマイナスイオンでリフレッシュできました。
登山の様子の写真を弊社ブログにも載せてありますので、ご興味のある方はご覧ください。
それ以外では子供とクワガタやカブトを採りに行ったりと、相模原・八王子を満喫した夏休みでした。
ソーシャルディスタンスを保ちながらの生活はまだまだ続きそうです。
皆が自粛警察になって人の粗を指摘しあうのではなく、人に寄り添う
気持ちを大事にしていきたいですね。
今後とも宜しくお願い申し上げます。

少年時代の
運動会・体育祭
かな・・・。そして
今は紅葉観賞の
旅かな！！

今回のテーマ 「秋」で思い浮かべることは？？

（担当・原）

新入社員です。よろしくお願いします！

きょうの晩ごはん
～きのこと⾧芋の磯辺フリッター～
【 1 】ホワイトぶなしめじ、まいたけは小房に分け、マッシュルームは
濡れ布巾で汚れを拭いておく。
長芋は皮をむいて拍子切りに。それぞれしょうゆに潜らせておく。
【 2 】水とあおさを合わせ、【Ａ】を加えて混ぜる。
【 3 】【 1 】に【 2 】の衣をつけて 180 ℃の揚げ油でカリッと
揚げ、熱いうちに塩を振る。
【 4 】皿に盛り付けてレモンを添えたら完成！
●料理作成：チーム服部
●参考資料：「服部幸應の健康レシピ」（学研教育出版）

あおさの風味が口にひろがり、
ビールのおつまみにピッタリ♪

アサミ会インタビュー！！
①浴室換気扇交換
古くなった浴室の換気扇 を交換し ました。
換気扇は使用状 況にもよりますが 、だいたい
10 年が交換目安と言わ れています。
異音がしたり、吸い込み が悪 くなったりなど
経年劣化が進むと 、最後 には 動かなく なること も。
古いものだと部品が製 造中 止となっていて、
修理では対応できないことも あり ます。
新しい換気扇で、快適 なバスタ イムを♪

アサミハウジング協力業者様で構成される
【アサミ会】。このコーナーでは、いつも
お世話になっているアサミ会の皆さんを
ご紹介します!

有限会社カイト美装
楢山 智勝 さん
カイト美装のみなさん（一番左が楢山社長です）

①交換前

②取り外し

③交換後

■仕事のこだわり・やりがいなどを教えてください。

②トイレ交換・エコカラット施工
ＴＯＴＯのネオレスト へ交換 しました。
タンクレスなので見た目 がスッキリしていて、
トイレ空間を広 く使 えます 。掃除が しやすい
のもいいです ね ♪
壁には、消臭・ 調 湿機能のあるエコカラット の
【デザインパネ ルキ ット】 を施 工しました 。
既存壁の上から簡単に施 工できるこ のパ ネル 、
白い壁に幾 何学 模様 の 柄が映 えますね（ ＾＾）
こちらのパネルについては 弊 社ブログにも 載せ て
いますので、ぜひ ご覧 くださ い♪
ブログ➡ https://asam i-housin g.jp /wp _blo g/

今回は、前号と同じく建物の塗装工事でお世話になっている
(有)カイト美装の楢山智勝さんにお話を伺いました！

今までの経験を活かし、適した塗装方法や新製品などの知識も
取り入れたベストな塗料の見極めができる様、心がけています。
そしてお客様のご要望にしっかり応えられる様に努力しています。
やりがいはお客様の「ありがとう」の一言に尽きますね！！
①交換前

②取り外し

③交換後

■お休みの日は何をしていますか？？趣味など教えてください。

バイクでツーリングをして、リフレッシュをしています。
行った先々でキャンプをして自然を楽しんだり、美味しいお店を
探索しに行きます。

①施工前

②下地パネル
取付

③施工後

■では最後に、お客様（施主様）へ一言お願いします！
お客様にご満足頂ける様、期待以上の仕上がりを目指し、
従業員一同、精いっぱい対応させて頂きます！！
カイト美装さん、有難うございました！今後とも宜しくお願いします！

どうも、田代です。町田の鎌倉街道 今井谷戸交差点近くに４月にオープンした『薬師池公園四季彩の杜
ウェルカムゲート』、先日行ってみたところとても良かったので、こちらで紹介させていただきます（＾＾）！
ウェルカムゲートには、地場の農産物直売所や町田産の食材を使ったカフェ・レストラン、体験工房や
休憩所、イベントなども開催される芝生広場など様々な施設があります。
レストランでは通常メニューの他、ピクニックセットやＢＢＱメニューも提供していました。
手ぶらで気軽にＢＢＱなどを楽しめるのも魅力ですね。
大自然に囲まれた園内は、階段の他スロープも整備されており、
のんびりと散策もオススメです。（１１月３日まで隣のダリア園が開園）
子どもも大人も家族皆が楽しめるウェルカムゲート、過ごしやすい
気候になってきたので、ぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。

←町田産の牛乳を
使ったソフトクリームは
バニラ・ブルーベリー・
ミックスの３種類。
わたしはバニラ派です！

株式会社アサミハウジング
↑見晴らしのいい広場は
とても気持ちいいですね

東京都町田市森野1-9-20 第二矢沢ビル2F
Tel.０４２-７２９-８８１７ Fax.０４２-７２９-８８１８
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://asami-housing.jp/
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

a.reform@asami-housing.com

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
先日弊社に新しい仲間が加わりました。社員一同、気持ちも新たに業務に励んでまいります。
小さな修理から大規模改修まで、お住まいについてのお悩みや疑問などがありましたら、
アサミハウジングまでお気軽にお問い合わせください。

皆さん！！新しい生活スタイルには馴染んできましたか？？
ｗｉｔｈコロナ生活に馴染んでき始めた今日この頃ですが、まだまだです。
社会もビジネスもそして気候も大きく変化している時代に対応していか
ないと駄目ですが、私の年代になりますとやはりキツイものがあります。
そんな中、今私は時間がある時には家族とのドライブを楽しみ、やすらぎ
を感じているところです。
熱海へ向かう道中、富士山も

その一コマをご紹介します。
毎年恒例の熱海の花火大会を堪能してきました。
わずか「１５分間」でしたが、素晴らしい美しい光景でした。
そして大勢の見物客のマナーの良さも。マスクをし、ソーシャル
ディスタンスをとりながら大声を出さず観賞していました。
改めて、日本人の真面目さ・国民性を感じた次第です。

迫力ある打ち上げ花火をみることができました

また とある日、運転中目の前のトラックの背中に書かれたことばに惹き込まれ、思わず信号待ち停車中に
メモってしまいました。ご紹介します。山本五十六の『男の修行』というタイトルの格言です。

苦しいこともあるだろう
言いたいこともあるだろう
不満なこともあるだろう

腹の立つこともあるだろう
泣きたいこともあるだろう

これらをじっとこらえてゆくのが男の修行である

山本五十六
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