う ござ いま す。 ２０ １４
年 、皆 様の ご健 康と ご多
幸を祈念しています。
休 刊し てお りま した 「わ
く わく 通信 」復 刊第 一号
をお届けします。

新 年あ けま して おめ でと
に関 する タイ ムリ ー な内
容は 勿論 のこ と、 従 来以
上に 、皆 様の お役 に 立て
る情 報を お届 けし て いき
たい と思 いま す。 さ て、
今回 のテ ーマ は「 ま るご

今後 は、 住宅 リフ ォ ーム

取り 替え ても 、金 額的 な
差が 無い こと がわ かり 、
ご契約に至りました。
店舗併設住宅だったため、

わず 、当 社に 相談 があ り
まし た。 見積 をし たと こ
ろ、 サッ シ類 を断 熱サ ッ
シに 全て 交換 し、 可能 な
限り 断熱 材を 入替 え、 給
排水 、電 気配 線を すべ て

た。 しか し、 ご予 算と 希
望の 仕様 がど うし ても 合

手全 面リ フォ ーム 専門 会
社で リフ ォー ムす る事 を
決め 、仮 契約 をさ れま し

後も 新築 を含 め検 討さ れ
てい た結 果、 新築 の場 合
は、 ご予 算的 に坪 数が 小
さく なり 、希 望の 間取 り
が取 れな いこ とか ら、 大

思います。今回の事例は、
既存の建物（写真下）が、
しっか りし た良 い大 工 の
手によ るも ので 、構 造 材

住みな がら のリ フォ ー ム
であり、顧客様も大変だっ
たと思 いま すが 、職 人 の
仕事振 りが 毎日 見ら れ 、
完成（ 写真 上） の喜 び も
また格 別な もの だっ た と

震性に優れた金属サイディ
ング仕様にしました。

耐震補 強も 行い まし た 。
屋根は 瓦か ら葺 替え 、 外
壁は断 熱性 ・遮 音性 ・ 耐

店舗を解体し駐車場にし、
玄関や 階段 の位 置を 変 更
し、キ ッチ ンの 位置 も Ｌ
ＤＫに する ため 変更 し 、
内部は全て下地から替え、

て いま す。 新築 をご 検討
の場合は、どうかリフォー
ム もお 考え 下さ い。 限り
ある地球資源のために。

震災後、新築件数が増え、
見 慣れ た住 宅が 解体 され
ている現場を多く見ます。
そ のた びに 少し 悲し さを
覚 えま す。 木材 は本 来二
百 年以 上の 耐久 性を 持っ

合 につ いて は新 築を お勧
めすることがあります。

４や 軽量 鉄骨 等、 構造
上 壁の 撤去 が難 しく 、希
望 の間 取り が取 れな い場

の 腐食 が無 かっ た事 で、
顧客様の希望通りのリフォー
ム が出 来ま した が、 調査
に より 基礎 や土 台等 に障
害 が大 きい 場合 、ま た２

10
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発行人

かす直前に清掃するよう
に変えることが、凍結予
防として非常に有効です。
また、外部の配管には通
常、凍結防止ヒータが巻
かれていますが、電源コ
ンセントが抜けたままに
なっていないか確認して
下さい。旅行等で留守に
する場合は、念のため、
浴槽に水が張られたまま
の状態で、お出かけ下さ
い。

るようです。お風呂を沸

×

安保隆
代表取締役

太白区長町3-3-11-101

TEL022(247)8851

FAX022(247)8853

リフォームこぼれ話（
まるごとリフォーム編）

転して、追い焚き配管に
微量のお湯を供給し、凍
結を防止する凍結予防機
能がついていますが、浴
槽内に（循環口の上部
ｃｍ程度）水が張られて
いないと作動しません。
凍結は、朝に浴槽を清掃
し、水を落とした状態で、
日中の気温が氷点下前後
になる場合に多く発生す

とリフォーム」です。
古く から の顧 客様 か ら、
お子様が世帯を持っても、
同居 して 暮ら せる よ うに
リフ ォー ムし たい 。 との
依頼 を受 けた のは 年前
の夏 の事 でし た。 そ の時
は諸 事情 で、 ご契 約 には
至り ませ んで した 。 その

寒い日が続きます。この
時期はガス給湯器、電気
温水器、エコキュート等、
給湯機器の凍結に注意が
必要です。最高気温が氷
点下付近の日が要注意で
す。お風呂を沸かそうと
したら、お湯が出てこな
い。困りますよね。
最近の給湯機器には、外
気温が下がると、自動運

震 災後 の忙 しさ で、 約三
千 部の 配布 作業 が不 可能
な 状況 が続 きま した が、
昨 年秋 頃か ら少 し落 ち着
い てき た事 と、 年末 の挨
拶 訪問 で復 刊を 待望 され
る 顧客 様の 声が 予想 以上
に多く、再開のエネルギー
になりました。
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迎えました。
震災直 後の 電気 も水 道 も
止まっ た寒 い自 室で 、 携

あの震災 から２ 年 ヶ 月
が過ぎ 、三 回目 の新 年 を

必 ずし も十 分な 対応 が出
来 なか った 事に つい ては

震 災後 暫く の間 、資 材や
職 人の 絶対 数が 不足 し、
最 善は 尽く しま した が、

な がら 、被 害調 査や 応急
処 置、 屋根 のブ ルー シー
ト 養生 に駆 け回 った 日日
が 、昨 日の こと のよ うに
思い出されます。

での 避難 生活 を余 儀 なく
され てい る人 々が 万８

お隣 の福 島県 の状 況 は、
更に 過酷 で、 福島 第 一原
発爆 発事 故に より 、 県外

住宅 で、 不便 な生 活 を強
いら れて いる 方々 が 大勢
おら れま す。 復興 は 遅々
とし て進 んで いな い よう
に思えます。

され るな どき な臭 いも の
ばか りに 思え るの は私 だ

行使 」… 次の 国会 では 戦
前の 「治 安維 持法 」に よ
く似 た「 共謀 罪」 が上 程

など と言 いま すが 、熱 心
にや って いる 事と いえ ば
「特 定秘 密法 案」 の創 設
や「 武器 輸出 三原 則」 の
見直 し、 「集 団的 自衛 権

あれば良いのですが。
戦争ほ ど非 人間 的・ 非 人

今は、 戦争 の足 音が 聞 こ
えてく るよ うな 気が し て
なりま せん 。私 の杞 憂 で

おられ る方 が沢 山い た の
でしょ う。 そう いう 方 々
がだん だん 少な くな り 、
「抑止 力」 が少 なく な っ
てきた ので しょ うか 、 昨

ス トウ ッド 氏は 、こ のよ
うな言葉を残しています。

いう奴らが。
米 国の 俳優 であ り映 画監
督でもあるクリント・イー

で いき 、自 分た ちの 金儲
け に利 用す る人 達。 責任
を 一切 負わ ずに 、逃 げ回
る人達。最低ですよね。
今 もい ます けど も。 そう

編集長の独り言

帯ラジ オか ら流 れて き た
津波被 害を 聞い た時 の 衝

め、多くの方々が家屋の
被害に 遭わ れま した 。 携
帯電話 が繋 がっ た直 後 か
ら、続 々Ｓ ＯＳ が寄 せ ら
れ、ガ ソリ ンの 心配 を し

撃は忘 れる こと が出 来 ま
せん。 当社 の顧 客様 の 中
にも、 基礎 部分 だけ を 残
して跡 形も なく 流さ れ て
しまっ た方 や、 床上 浸 水
の被害 にあ った 方を は じ

げ仕事を させていただい
ております。
二級建 築士である社長
自ら現場調査、工事管理、
アフター を行い、また、
熟達した プロの専門職人
により、 間違いのない、
高精度の 工事をお約束い
たします。
《営業種目》
住宅リフ ォーム工事（設
計・施工）
マンショ ンリフォーム工

千人 。首 相が 「完 全 にコ
ント ロー ルさ れて い る」
と世界に宣言したはずの、
福島 原発 では 、メ ル トダ
ウン した 核燃 料の 状 況が
未だ つか めず 、放 射 能汚

ムか ら、小工事、修理ま
で、 住宅の事ならなんで
もご相談ください。
◎平成 年 月創業
◎資本金１０００万円
◎宮城県知事許可
（般 ）第１９４４１号
◎見積無料で作成します。
電話（２４７）８８５１
お気軽にご連絡ください
◎事 務所所在地・仙台市
太白区長町３丁目３‐
オアシスエイト１０１号

けでしょうか。
私が まだ 小さ い頃 、街 角
には 軍服 を着 た、 ハー モ
ニカ をを 吹く 片足 の無 い
傷痍 軍人 の姿 があ り、 友
だち には 、南 方戦 線か ら

し、彼 らの 命の 犠牲 を 彼
らの望 まな い方 向へ 運 ん

事が中心となりましたが、 染水 の流 失が 止ま ら ない の帰 還兵 の祖 父が いて 、 しか考 えて いな いよ う に
一方、津波被害地域の寒々 状況にあり、解決方法や、 悲惨 な戦 争の 話を 聴い た 思えま す。 大西 瀧治 郎 中
と した 情景 は未 だ変 わり 廃炉 の工 程も 決ま っ てい ものです。戦争を体験し、 将は「 二千 万人 ほど 死 ね
が 無い よう に見 えま す。 ないのが現状です。
「も う、 そん な世 の中 に ば日本 は負 けま せん 」 と
当 社事 務所 周辺 にも 仮設 政治 家は 「復 興最 優 先」 はし たく ない 」と 考え て 本土決 戦を 説い てま わ り
ました 。当 時の 人口 が ７
千万人 です から 、国 民 の
約３０ ％を 殺す 気だ っ た
のです 。も し、 これ が 実
行され たの なら 、私 も 皆
様もこ こに いな かっ た か
もしれません。
幸いな 事に 本土 決戦 は 免
れたの です が、 この 思 考
は今も 受け 継が れて い る
ように思えます。
特攻隊 を美 化し 、美 談 に

お詫びしたいと思います。
当 社に おい ては 、震 災後
の 復旧 工事 につ いて は、
一 昨年 で、 ほぼ 目処 が立
ち 、昨 年か らは 震災 とは
関 係が ない リフ ォー ム工

事（設計・施工）
風呂・キッチン・ トイレ
等水回りリフォー ム工事
バリアフリー工事 （費用
補助申請代行いたします）
塗装工事 、屋根・外壁・
雨樋工事、内装工事
左官工事、舗装工事
ガス給湯器・エコ キュー
ト・電気温水器設 置工事
サンルーム・テラス・フェ
ンス・エクステリア工事
等、まるごと全面リフォー

道的なものはありません。
先の戦 争で 、日 本人 は 軍
人、非 戦闘 員を 含め 約 三
百万人 が犠 牲に なり ま し
た。当時の支配者階級は、
国民を 使い 捨て の奴 隷 と

名言だと思います。
正 月早 々、 重い テー マで
申 し訳 あり ませ んが 、書
か ずに はい られ ませ んで
した。
さて、大事な連絡ですが、
事 務所 を長 町に 開設 し、
電 話番 号も 変更 にな りま
したのでお知らせします。
◎ 住所 ・仙 台市 太白 区長
町３ 丁目 ３‐ オ アシス
エイト１０１号
◎ 電話 ０２ ２（ ２４ ７）
８８５１
２ ０１ ４年 、平 和で 明る
い 年に した いも ので す。
皆 様の ご健 康と ご多 幸を

「 戦争 を美 しく 語る 者を
信用するな。彼らは決まっ
て 戦場 にい なか った 者な
のだから。ずっと前から、
そ して 今も 、人 々は 政治
家のために殺されている。」
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( 2 )
2014年（平成26年）１月１日
株式会社ホーム＆ヒュー
マン・ナビは住宅・マ ン
ションリフォーム専門 店
です。
『お客様の最も大事な 生
活基盤である「家」作 り
のお手伝いをさせてい た
だくことを通じて、笑顔・
健康・安らぎ・幸福を 発
信する』を基本理念に 掲
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祈 念し てい ます 。今 年も
よろしくお願いします。
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