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『ありがとうございます』
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文化の日
FM にいつ 再放送
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1 資金計画勉強会
○
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3 設計相談会
○
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13：30～16：00

FM にいつ 再放送
『ありがとうございます』
19：00～19：30
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予約完成見学会
限定 4 組
10：00～20：00

定休日

勤労感謝の日
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定休日
FM にいつ 再放送
『ありがとうございます』
19：00～19：30
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定休日
FM にいつ 再放送
『ありがとうございます』
19：00～19：30

ここまでやるか！
づくり
上棟式での祝詞のあと、大工の
U 棟梁がお施主様
へひと言挨拶されました。
「私は他の建築会社の仕事
もしていますが、諸橋工務店のように〝ここまでや
るか！〟と思うほど手厚くしてくれる会社はありま
せん。だからどうぞ、安心してください」
。
〝ばか〟が付くほど丁寧にやってきました。そんな
現場づくりの姿勢をずっと見ていてくれたのだな
と、U 棟梁の言葉にこちらも感動をもらいました。

正直に報告してくれる仕組み！

ha！
工事中に協力業者さん（下請け業者さん）がミスをした場合、一般的には自己責任で費用も負担し直して
もらうようです。
弊社は協力業者さんをお守りするため、工事保険金を負担していますし、保険対象にならない場合に備え
協力業者さん等への発注金額のうち何％と定めた協力金を、いざというときの資金として預かっています。
これにより多いときには何十万、何百万円という費用が生じる直しも、協力業者さんの負担になりません。
すると、どんなメリットがあるでしょう。業者さんがミスを隠したり誰がミスをしたかと犯人捜しをしなく
てよいので、不信感が募りません。
協力業者さんをお守りすることはもちろん、何よりお客様にとって大きなメリットになるのです。

えちてん電気さんも応援しています！

ha！

越後天然ガスさんが電気事業を始めました。
先義後利と地域への貢献
地元、この地域の為に様々な地域貢献活動をされている素晴らしい会社だと思います。
、
この度も地域を元気に！と料金が安くなる場合はその浮いたお金をこの地域で使って頂き、更に越後天然
ガスさんが得た利益を地域に
還元する為のようです。
「電気ご使用量のお知らせ」
があれば料金シミュレーション
は無料で出来ます！
多少高くなってもそんな会社を
応援させて頂きたいですね(^^)☺
ご理解頂ける皆様、宜しくお願い致します！

2022 年のカレンダーご希望の方、ご連絡をお願いします
今年もまた来年のカレンダーをお届けする時期がまいります。
予定を記入でき、食べる元気と題した「あの」カレンダーが欲しい方、
「卓上カレンダーがあるといいなぁ」のご要望もあり、卓上カレンダーも
少しだけご用意させて頂きました(^o^)
ご希望の方は１１月３０日（火）までにご連絡をお願いいたします。
尚、昨年届いている方へは連絡が無くてもお届けさせていただきます(^o^)

ご不便をお掛けし申し訳ありません！

ha！
１１月中旬から会社内部のリフォームを始めます。
２～３ケ月の間ご不便をお掛けしますが営業は通常通り行います。
増築も考えましたが自己資金で行える範囲にとどめることにしました(^O^)
家づくりは「物づくり」が原点です！
今後も「良い物」を作る為に職場の環境も良くし、お客様から喜ばれることを中心にコツコツと仕事をさせ
て頂きます(^^)☺
よろしくお願い致します。

快適な室内空気環境を保つために！

ha！
弊社ではシックハウス症候群等を防ぐために建物内部の室内空気環境を良くする努力をしています。
使用資材の選定はもちろんのこと石コウボードは化学物質のホルムアルデヒドを吸収・分解するハイクリー
ンボードを使用しています。
また、居室のクロスは原則天然の素材で通気性の良いコットンクロスを使用し化学物質の軽減やハイクリ
ーンボードの効果を高めています。
クリーンで快適な空間をお届けしています！
尚、住まいの完成時には化学物質特定７物質の測定検査を行いお引き渡しさせて頂いています。

あなたの為のオリジナル曲をプレゼント
番組の感想を添え、オリジナル曲希望と書いて番組までお寄せください。
毎月抽選で１名様に地元新潟市秋葉区出身のシンガーソングライター小林楓さんの作るあなたの為の
オリジナル曲をプレゼントさせていただきます。
「自分への応援歌」
「ご家族への感謝」
「奥様やご主人への想い」そんな身近で大切な方へのプレゼントは
いかがですか！世界に１つだけのオリジナル曲です。当選した方々からはとても喜んでいただいています。
送り先

【ＦＡＸ】0250-23-5100

【メール】mail@chat761.com

お待ちしています！！

コミュニティースタジオに収録の応援に来てください(^O^)
FM にいつ 「ありがとうございます」 放送予定
【ゲストの紹介】
放送 １１月 ８日（月） １２：００～１２：３０
「越後天然ガス取締役営業部長」 米田信様
（収録日！１１月 ２日（火）１４：００～１４：３０）
放送 １１月１５日（月） １２：００～１２：３０
「雑貨 SHOP Aimer（エメ）
」 吉村恵美様
（収録日！１１月 ２日（火）１４：３５～１５：０５
放送 １１月２２日（月） １２：００～１２：３０
「三富農園」 三富泰斗様
（収録日！１１月１６日（火）１４：００～１４：３０）
放送 １１月２９日（月） １２：００～１２：３０
「山田インテリア」 山田和宏様
「新栄町町内会長」 小松茂夫様
（収録日！１１月１６日（火）１４：３５～１５：０５）
放送 １２月 ６日（月） １２：００～１２：３０
１０月分オリジナル曲当選者様
（収録日！１１月３０日（火）１４：００～１４：３０）

身近なお役立ち情報
や楽しいお話が聞け
ると思います。

社長の念い

≪チームモロハシの皆様へありがとう （令和 ３年１０月分）≫

チームモロハシの皆様、今月もご協力いただきありがとうございました。
毎月行っている業者勉強会を今月からズーム（zoom）で開催をしてみました。
今までの設問表を FAX で返信するやり取りですと思いが伝わりにくく一方通行のように感じる為、顔が見え、声
が聞こえるオンラインの方が皆さんと意思疎通が出来ると思い第 1 回目を行いました。
やってみた感想ですが、やはり皆さんの発表をじかに聞くことで考え方や、思いが伝わりとても良かったです。
今回の参加者は(株)井浦たたみ工業の神尾さん、(有)坂爪畳店の坂爪さん、(株)サンウッドビーピーの小松さ
ん、(株)ジオック技研の栗原さん、(株)双建の山崎さん、タカヒロの岡田さん、(株)別所材木店の深井さんと杉
崎さん、三村瓦店の三村さん、山田インテリアの山田さんの 10 名でした。参加いただいた方々ありがとうござい
ました。
始まったばかりなので今後は徐々に参加者を増やしていければと思っています。
今後ともよろしくお願いいたします。

≪スタッフの皆様へありがとう （令和 ３年１０月分）≫
スタッフの皆さん今月もありがとうございました。
コロナ禍で社員の皆様にも色々な我慢をしていただいています。社員旅行、毎月の社内お楽しみイベント、た
まに行く飲みにケーション、地域イベントの参加、県外出張等々。逆に自粛生活のお陰で飲みに行く回数が減り
健康になったという方もいますが・・・
（笑）
社内のコロナ禍におけるルールを皆さんから守っていただいているお陰で、今のところ感染もなく無事に営業
できています。最近ではワクチン接種を受けるなどリスク回避にも意識をしていただいており有り難いです。
今月は「あきはなびまつり」がありました。現地には行けませんでしたが、FM 新津のラジオを聴きながら会
社の窓から観たり、YouTube で観たりしておとなしく楽しみました。
もうしばらく我慢が続くと思いますがご協力よろしくお願いします。

会長の念い

≪会長から業者さんへのメッセージ （令和 ３年１０月分）≫

皆様今月もありがとうございました。
皆様から頑張って頂いてるお陰でお褒め頂くことや感激される方が増えて来ていると感じています。
新築を検討されている方の親御様が工事中の K 様邸をご覧になった際、こんなにキレイに整理されている
建築現場は見たことがないと感激されていたと報告を受けました。
また別件でも現場をご覧になったご家族からとても丁寧な仕事をしているとお褒め頂きました。
他にも「諸橋工務店さんは評判がいいからね！」と言って頂ける事が増えていると実感しています。
今後も気を引き締め、家づくりのプロとして一緒に精進出来ることを願っています。
感謝しています！今後共宜しくお願い致します！
≪会長から社員さんへのメッセージ （令和 ３年１０月分）≫
皆様今月もありがとうございました。
最近思うことがあります。
以前は建築の勉強会等でお金を頂かないとプランや資金計画はしないという会社様はすごいと思っていたこ
とを思い出しますし、そんな会社様に憧れのようなことを抱いていました。
現在はお客様に尽くすことを決めたらとことん関わりご満足頂けるまでプランや資金計画を何度も提出し
ています。
ご納得頂いてから仮契約の後、詳細な設計に入りますが、お客様から喜んで頂けることを第一に考えて対
応しているととても楽しく仕事ができているように思います。
今後もお客様にフォーカスしてお客様から喜んで頂ける事の方を選択して行きましょう。
「先義後利」ですね(^^)☺

