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暑中お見舞い
申し上げます

こんにちは、⼤藪組です。今年は梅⾬も、梅⾬明けも例年より早めにやってきました。夏好きの⼀個⼈
としては、夏⾵情を満喫していたいところ。夏休みやお盆前は何かと仕事も⽴て込みますが、気分転換。
仕事も早めに切り上げて、外へ飲みにいくも良し。家族と夜を楽しむも良し。⾃然に気分開放の季節。
暑い毎⽇のなかにも、季節の楽しみを取り⼊れていきたいものです。
⼤藪組の社員⼀同、⼯事部も営業部もこんがりと⽇に焼け、夏らしい雰囲気。
クールビズに加えて季節らしさ、また、なにより現場の⼤変さも伝わります。暑さに
消耗してしまわぬよう、体調管理に気をつけて参ります。
先⽇安全パトロール班は星野村へ。去年の災害の⽖跡がまだ癒えぬ状況
でした。梅⾬の間、⼯事現場では毎⽇⾬の様⼦が⼼配だったことと思います。
去年ほどの⼤きな災害は無かった今年の梅⾬でしたが、近頃⾬の降り⽅が激
しい時が多々あり、災害は⾝近なものだと認識しています。⼯事が無事に終わ
星野村災害復旧
工事現場
ると、⼀層安⼼な姿の星野村へ。また⾃然や観光⾯でも賑わいを取り戻して
もらえれば、と思います。夏休みは満天の星を⾒に⾏こうかな。 株式会社⼤藪組 ニュースレター係

〜⼯事の現場から〜
● 監理技術者
1級建築⼠
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⽊村 ⼀光

さん

夏空直下のグラウンドには、元気に⾶び交う部活動ボイス！現場で若さと元気を頂こう！！
弊社にもたくさんのＯＢさんがいます。嗚呼⻘春、あの頃を思い出し…

●現場代理⼈
1級建築施⼯管理技⼠

佐藤 憲幸 さん

●担当技術者

⽥ 清彦

さん
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⼋⼥⼯業⾼等学校体育館改築⼯事
男⼦3⼈、協⼒し合ってます！
平成25年３⽉５⽇ ~
平成26年2⽉14⽇
● ⼯事場所
筑後市⼤字⽻⽝塚
●発 注 者
福岡県建築都市部
⼋⼥⼯業⾼校のグラウンドの⼀⾓で、ただいま⼤きな⼯事
が⾏われています。体育館の改築（新築）⼯事です。
鉄筋コンクリート+鉄⾻造 地上3階建。卓球場、柔道場、
体育館、部室などの配置となっています。ただいま杭打ちが
現場全景。校舎⻄端に建ってます。
完了し、1F躯体⼯事を⾏っています。
当社としては、筑後広域公園体育館新築⼯事（JV)より約９年ぶりの体育館新築⼯事。 今回は約1年弱の⼯期ですが、新たな
⼯法や取り組みなどが満載で難しさもあり、かつ現場では職⼈さんの不⾜があったりで、総合的な現場運営は難航している様⼦です。
しかし、学校側の先⽣、⽣徒さん、またその保護者さんたちは⼯事にとても協⼒的でいてもらっているとのこと。⾞輌の通⾏、騒⾳、粉塵
等、多々ご迷惑のかかることでしょう。また安全にも気がけていかねばなりませんね。
来年春先の⼯事の完成をお楽しみに、これからも⾒守っていてください。

熱中症対策万全！ご安全に。

⻑期優良住宅 完成！
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ゼロエネハウス 上棟！

おすまいニュース
⾼断熱
耐震等級２
コンパクトに
優しく住まう

今年の７⽉完成しました、弊社の⻑期優良住宅モデルハウス。

９⽉末
完成予定！
光熱費
実質ゼロ

●スキップルーフと吹き抜けにより、⾃然に深呼吸する住宅
●収納上⼿！⼩屋裏広々ロフト有り。

太陽光発電
システム
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照明

●樹脂サッシとLow-E複層ガラスによる省エネ性
●発電量をパソコン・スマホで簡単確認！エネルギー⾒える化

その他、コンパクトながらにアイデアたっぷりのすまいです。
秋⼝までモデルハウスとしてじっくりご覧いただけますよ。

複層ガラス

昨年、⼤盛況だったビアホール。

summer music

高性能
断熱材
エアコン

国も進めるゼロエネ住宅
⽻⽝塚分譲地に
ＩＨクッキング
建ちあがります
ヒーター

現場⾒学随時可能！完成後、販売予定。先着予約受付中です！

今年も当社屋で開催決定！
深町⾳楽院さんの毎年恒例
ビアホールをコミュニティホールにて。

⽣演奏と⽣ビールの５⽇間♪
当社のコミュニティホールが、
緑あふれるお楽しみの空間に
⼤変⾝！サックスやピアノの
⾳⾊で気持ちも踊る。
ソフトドリンクもあるので、
お⼦様連れでもどうぞ。
⽼若男⼥が⼀つになれる
素敵なひとときいかがですか？
普段のコミュニティホールとはガラッと印象の違う空間に
びっくりしますよ。お気軽にお⽴ち寄りくださいね！
暑い夏はビールがおいしい♪
● 場所
株式会社⼤藪組 ２Fコミュニティホール
● ⽇時
平成25年７⽉31⽇(⽔)〜8⽉４⽇(⽇)の５⽇間
17：00 〜 21：00
● 演奏
①18時 ②19時 ③20時
● お問い合わせ 深町⾳楽院 TEL 0942-53-8285

この夏 おすすめの商品

ｒｅｃｏmｅｎｄ！

お部屋を、もっと快適に

「ＬＩＸＩＬ スタイルシェード」
○涼しく暮らす
○簡単スピード施⼯
○外観になじむ⽣地カラー

夏の⽇差しはつらいもの。快適に
過ごせるように、窓の外側で⽇差し
を遮り、お部屋の温度上昇を抑え
る、オシャレでお求めやすい商品が
新発売。
施⼯もメンテナンスも簡単で
⾊々な窓に対応できる柔軟性。
お値段もお求めやすいのでおすすめ
です。
⾊味もグリーン、シルバー、ベージュ
のベーシックなラインナップ。
ご相談・お⾒積
お気軽にお申し付けください。

★バスツアーのお誘い☆
H25/9/21（⼟）
ﾏﾘﾝﾒｯｾ福岡
（予定）

住まいの耐震博覧会
毎年恒例の⽊材・建材・設備機器の総合展⽰会。昨年もお客様を
お連れし、バスツアーを開催しました。地震を体感できるバス、⾊々な⽊
材と触れあうコーナー、すまいに関する最新商品の展⽰等など、⾒ていて
ワクワクする楽しい展⽰会となっていました。
今年もバスツアーを開催しますよ。会場にはお楽しみコーナーなどの催し
もあり、ご家族皆様でゆっくりお楽しみいただけるようになっています。
参加は無料。是⾮当社ですまいの新築、またはリフォームなどをご検討
して頂ければ幸いです。
期⽇が近づきましたらまた詳しいご案内を差し上げます。ご興味がおあ
りの⽅は、すまいの営業部までお問い合わせくだいませ。
（担当；すまいの営業部 ⼤村・⾺場・江﨑）

建築

⼟⽊

リフォーム

すまい

おかげさまで

マイデスクで素敵な笑顔！今回は
積算担当部⻑の登場です！
*愛称*
か ず の り
かずのっちゃん
さん
かずちゃん
昭和32年8⽉23⽇（満55歳）
昭和60年3⽉
真実⼀路
旧）⼋⼥郡⽴花町北⼭
１級建築⼠
両親
たま〜にするゴルフ。年に３回程度かな。
ゴルフの番組を観ながら、冷た〜いビールを
飲むのが楽しみ！
● 愛⾞
プリウスメタリックグレー
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● ⽣年⽉⽇
● ⼊社年
● 座右の銘
● 出⾝
● 資格
● 尊敬する⼈
● 趣味・特技
● 休⽇は？

● ⾃⼰PRどうぞ！
ごく普通の、どこにでも
いるようなサラリーマンです。
⼈に迷惑をかけないような
⽣き⽅をしたいと思います。
コメントからもにじみ出る真⾯⽬さ。堅実な仕事ぶりが定評です。
積算は、細かな図⾯やPC画⾯との戦い！いつの間にやら眉間に
しわがより、にらめっこ状態。⽬を細めながら、お⽗さんがんばってます！

いってみよ！

『 茶房 星⽔庵 』

さん

緑豊かで澄んだ空気と⽔が
おいしい癒しの地、星野村。
1930年創業のお茶屋さん
をご紹介。数⼗種のお茶を
はじめ、星野茶を原料とした
⽺羹やアイス、果ては、⼋⼥
抹茶ラーメン!!なるものまで
販売されています。ゆったり広い店内では、⾃慢のお茶を試す
ことも。奥には素敵な喫茶房！お抹茶と、ロールケーキや団⼦
などスイーツが楽しめます。「ずっと座っていても疲れないんです」
と、代表の⽊屋さん。そんな落ち着いた
雰囲気の、癒しの空間。ぜひ体感頂き
たい！と思えるおすすめのお店です。
昨年の北部九州豪⾬。
⼤きな被害を受けた
星野村。復旧のため、
たくさんのボランティアの⽅々が作業に参加。
「我々も⾃分たちなりのやり⽅で⽀援を」と、
オリジナルデザインパッケージのお菓⼦を販売し、
収益の⼀部を義援⾦にと動かれています。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ｄ ａｔ ａ● ● ● ● ● ● ● ● ●
株式会社⽊屋芳友園
茶房 星⽔庵
住所：⼋⼥市星野村4529-1 TEL：0943-52-2124
営業時間：販売 9：00〜17：00
喫茶 11：00〜17：00（OS16：30）
店休⽇：不定休【喫茶のみ⽔曜⽇定休】

創業１２３年。お客様に感謝します。

〒833-0005

筑後市⻑浜2043番地の1

TEL（0942)53-2151 FAX（0942)53-7031

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

