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発⾏⼈：株式会社 ⼤藪組

命

実は、仮称なのです、ニュースレター。素敵な名前が思い

☆あいたとこ★ひとこと☆ふたこと★

浮かびませんので、名前の募集をさせてください。

少し前から、アクリルエコたわしを愛用しています。

≪応募方法≫お名前・ご住所・TEL必記の上、はがきまたは、 キッチン他、水回りのもろもろが洗剤なしでピッカ
封書にて、左記まで。 〆切はH23年12⽉末⽇
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10⽉になり、次第に夜が⻑くなってきました。読書にアート、スポーツに⾷。思わず欲張り
になってしまうこのごろです。皆様、更けゆく静かな秋をいかがお過ごしでしょうか。
さてこの秋、⼤藪組は創業122年目に⼊りました。⼀年⼀年、諸先輩たちが積み重ねた年⽉。
その重みを胸に、新たなチャレンジ精神をもって、今の時代を駆け抜けて参ります！（大藪組
の歴史については、大藪組のHPに掲載しておりますので、ぜひご覧くださいませ。）
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ピカ☆少しの油よごれもへっちゃらです。

採用された方には、3,000円相当のお食事券を進呈します！ 何よりうれしいのは、お皿洗いの時間が短いっ！

！

命名、どうぞよろしくお願いいたします。

ご利用くださいな
利用くださいな

忙しいアナタ。エコロジーなアナタ。⼀度お試しを☆

〈⼤藪組施設利⽤ご案内〉

教室のお問い合わせ

≪施設使⽤料⾦≫

など、お気軽に！
Tel:

室 名

090-1366-6265

http://hanami.art.coocan.jp/top.html

11 12

３：文化の日
７：⽴冬
１５：七五三
１８：土木の日
２２：小雪

名して
下さい

ｄｅｃｅｍｂｅｒ

８：大雪
１０：世界人権デー
２２：冬至
２４：クリスマスイブ
３１：大晦日

★次号は平成24年1⽉10⽇頃発⾏の予定です。

〜⼯事の現場から〜

ﬁle＃1

： 高橋 陽一 さん
： ⼀般国道442号⼋⼥インター線

このニュースレターも第2号。前号に比べ、サイズと中身のボリュ
ームをUPしました。地域にとって、お客様にとって、また大藪組の
関連の方々にとって、身近でアットホームなおたよりを目指し、一
号づつ思いをカタチにしていけたらな、と思っています。
つきましては、読まれてのご感想やご意⾒などがありましたら、
ぜひ下記までお寄せくださいね。心待ちにしています。
〒833-0005 筑後市⻑浜2043-1

㈱⼤藪組 ニュースレター係

近い将来、国道４４２号線バイパスとつながる

工 事 名

予定です。現在、大藪組ではそのインターチェ

ている、樹脂粘土工芸『花実アート』さん。
筑後教室は、⼤藪組会議室で⽉2回⾏われています。

三潴郡大木町

飯塚様邸

⼤藪組がいつもお世話になっているお客様『⽇若
before

： Ｈ23年7⽉26⽇〜H24年1⽉24⽇
高橋さんより : みなさんが利⽤する道路を造る喜

工中。この日は、秋晴れのきれいな空。工事取

から夜の宴会、宅配お弁当や各種仕出しまで、多種

お宅訪問させていただきました。もともとは築

材⽇和です。具合良く、道路を⽀える擁壁の据

多彩なサービスで⼤藪組も利⽤させていただいてい

約20年の⼯場。お⽗様が⼤藪組協⼒業者として

付け工程の真っ只中でした。

ます。お昼のメニューもた〜くさん！

擁壁のサイズはびっくりサイズ。重さは、大

↑巨⼤な擁壁、⾼さは4〜5m！！

きいもので8.1トン（8,100kg）、背丈は5ｍ！
胸を張る。安全靴にヘルメット。

耐荷重50トンのクレーン⾞で吊り上げて、据付
支えとなるそうです。
擁壁を運ぶトラックも14台。⼀度に⼊れず、
入り口の空き地で何台も待機していました。
地元筑後市の中で、皆さんの⾜となる道路を

file＃2 今回は、4児の父、常務取締役の登場です！
お が わ
か い し ろ う
㈱大藪組

常務取締役

さん
昭和４４年 ６⽉ １２⽇⽣まれ（満４２歳）
旧）⼋⼥郡上陽町

●⼊社年

平成11年9⽉

●座右の銘

日々新面目あるべし

●尊敬する人

土方歳三…崩壊する幕府側に忠誠を尽くす、

房完備。省エネや節⽔設備も整えられ、ご家族

ごたつ式の座敷あり！くつ

皆様で太陽光発電量のチェックが毎⽇の楽しみ

ろいでのおしゃべりランチ

になっているそうです。

ＨP

大将自ら、元気にお迎えしてくれますよ！
大将と弊社の小川相談役（常連さん）です

小川相談役

リニューアル
しました。
please,
check it out!

日若屋大将

after
after

お父様の思いのある工場が、今やご家族みん

また鉢盛などのご相談もお気軽に！

ち
お
スん
スこ
メな
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す
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！

なの笑顔をつなぐ、幸せエネルギー発電所！
リフォームって、いいなぁ。しみじみと。

ＮＥＷＳ！ 住宅エコポイント復活？！

第3次補正予算案に注目！

エコ住宅・エコリフォームに対して、ポイントを発⾏し、地球温暖化対策と
してきた住宅エコポイント制度。この住宅エコポイントが追い風となり、住宅

業界全体では、着工棟数も順調に伸びているようです。
しかし、ポイント発⾏対象⼯事着⼯の〆切は 平成23年7⽉31⽇までで終了。
今後の動向が気になっていた⽮先、9⽉の初めに前⽥国⼟交通相は、2011年
度第3次補正予算案の中で住宅エコポイントに取り組みたい意向を述べました。
また、住宅⾦融⽀援機構の⻑期固定⾦利型住宅ローン『フラット35ｓ』の優
遇⾦利策についても、第3次補正予算の対象としたい意向のよう。

⼩話⾊々、blogも⾒てね。

滅びの美学が尊い。

には、テーブル席の他、堀

、

●⽣年⽉⽇
●出身

みんなの空間。オール電化・太陽光発電・床暖

広間もあります。これから

renewal!

お宅訪問記①

い天井。明るく開放的でゆったりとくつろげる

また嬉しいことに、店内

冬の宴会の時期、⼤⼈数での忘年会・新年会など、

これからも ご安全に！
社員紹介コーナー ”オーヤブジン”

⽞関とLDK部分は、前⾝⼯場の⾯影残る⾼〜

ゃ

oh-yabu 人

もの、カレーにうなぎもあ

2Fには、カラオケ付の大

安⼼安全第⼀を胸に、⼯事を遂⾏して参ります。
高さ、何ｍ？

場所を、ご家族みんなで過ごせるおすまいへ。

にぴったりです。

造る責任感と喜び。道路開通の⽇を⼼待ちにし、

上記は終⽇料⾦。半⽇利⽤も可。

お仕事をされていた場所です。その愛着のある

お魚、お肉に麺に寿司。丼

ります。

↓⼋⼥インター付近が変わります！

けること計19本。これで、全⻑40ｍの道路の

6,000円

宅。その後の様⼦を伺いに

⽻⽝塚駅の目の前には、⽇若屋さん。お昼ランチ

びを感じながら、毎日仕事をして
います。志、高く！

ー

築年数 約20年 延床⾯積 150㎡（45坪）

ンジへのアプローチ道路新設⼯事（⼀部）を施

期

ティホール

70 6,000円

劇的リフォームのお客様

屋』さんのご紹介です。

道路新設⼯事（3⼯区）
工

18 2,000円

会議室
コミュニ

本社施設のご利⽤希望は、随時お問い合わせください！

皆さんの熱心な制作活動風景

第二会議室
第一・二

会社の施設が地域活動のお役に⽴てるのは嬉しいこと。

使⽤料

45 4,000円

喜びがやりがいになっているそうです。また、身近にある
草花のつくりや色・かたちが自然と学べて、楽しいはず！

人数

第一会議室

皆さん、手を休めずに熱心な様子。出来上がりの達成感と

いってみよ！ 『⽇若屋』さん

筑後市の東端にある⼋⼥インターチェンジ。

現場代理⼈・主任技術者

小郡を拠点に、福岡各地で教室を開催され

収容

data ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

現在、住宅をご検討の皆様。これからの予算審議の動向に注目！です。

勝海⾈…気宇、構想の壮⼤さや肝がすわった江⼾っ⼦らしさに加え、妬みや気弱な⼀⾯も⾒せ

筑後市山ノ井１７６

る、人間らしいところに惹かれる。 （ご本人のお名前の由来ともなっているそうです→海）

定休⽇：不定休

⽀えともなるべき、予算案。総合的な⾒地から、早期の成⽴→実施を願うばか

●趣味・特技・自負

営業時間：

りです。

学生時代のラグビー、アメフトで鍛えたカラダ
●休日の過ごし方は？ 睡眠 子供と遊ぶ

→カラダ貯蓄が最近目減り中！

TEL（0942)53-3005

11：00〜14：00 17：00〜22：00

駐⾞場：完備（無料）

日替りランチ：\683

●将来（⽼後）の夢？ 盆栽を育てるように、毎日プラモデルを作って過ごしたい！！
●自己ＰＲ、どうぞ！ 公と私。仕事と家庭と自分。極端と中庸。悲と喜。なにごともバラン
スを⼤切にしたい！が…、最近仕事に偏りすぎ！！
う〜む。体育会系の印象が強いようで、達筆・活字中毒・歴史好き。そして、⼿先の器⽤さに太⿎判。
細やかさと男らしさを備えた、若きエースの素顔でした。次回は取締役⼯事部⻑権藤茂喜さんの登場です。
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復興⽀援、円⾼他、⽇本の抱える課題は⼤きいですが、被災者の住宅取得の

建築

土木

リフォーム

すまい

〒833-0005
おかげさまで 創業１２２年。お客様に感謝します。 筑後市⻑浜2043-1
TEL（0942)53-2151 FAX（0942)53-7031

E-Mail ohyabu＠oh-yabu.co.jp
ＵＲＬ http://www.oh-yabu.co.jp/

