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ありがとうギフトチケットで喜ばれたようです (^O^)
づくり
諸橋工務店では工事をさせていただいたり、お客様をご
！
紹介してくださったことのあるお店等で使える「オリジナ
ルギフトチケット」があります。このありがとうギフトチ
ha！
ケットは見学会にご予約いただいた方々やお客様をご紹介
いただいた際等に差し上げているものです。
この度はこのコロナ禍や冬期間の雪害、緊急時の対応を
含め、常日頃「チームモロハシ」として頑張って下さって
いる職人さん等の個人に感謝の想いを伝えたいと考え、プ
レゼントさせていただきました。
現金でなくこのギフトチケットであれば、今迄ご縁が無
いお店等でも知っていただける機会にもなるかもしれませ
んし、弊社とご縁があるお店で使ってもらえれば喜んでい
ただけるのではないかと考えました。
実際にチームモロハシのメンバーさんが住まいから少し
遠いお店ですが家族と初めて来店してチケットを利用して
くれている場面に出会いました。
「お客様ご家族」「会社スタッフさんとその家族」「チー
ムモロハシの皆様とその家族」そして弊社と関係の深いお
店や会社様とその家族、更には地域の皆様と共に充実した
幸福度の高い暮らしが出来ることを願っています。
見 本

先義後利と地域への貢献
、
【 ギフトチケット（見本）と協力店一覧です 】

全員で頑張りました！

ha！
このコロナ禍を乗り切り更に成長出来ることを願い、昨年の８月から１年間オンライン
OJT を行いまし
た。１回約１時間のプログラムを毎月３回、１年間で３６回でした。
人材育成により生産性を高めることを目的としましたが全員が全てのプログラムを受講出来ました。これ
はとても素晴らしい事だと思います。
「人間力」
「経営マインド」
「コミュニケーション」
「リーダーシップ」
「マーケティング」
「マネージメント」
etc

多くの要素が含まれていたと思います。

学んだ事を活かし、お客様や地域の皆様から喜ばれる仕事をし、先義後利で得た利益は社会に還元する事
を心掛け今後も精進させていただきます。

原則１０年間修理無料

ha！
新築等で「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」は施工会社が法律で「物件の引き渡
し日から１０年間」瑕疵担保責任を負うと定められています。
弊社はそれ以外の事でも自然災害や消耗品以外は原則１０年間は無料で修理、修繕を行っています。
この度は取り付け後約６年のエアコンが故障しました。室外機の熱交換器の不具合で約８万円の修理費が
必要でしたが無料でお直しさせていただきました。

複層ガラス表面のラベルや吸盤の跡の対応について

ha！
ラベルや吸盤の跡が付く現象は、ラベルのインクや吸盤のゴムに含まれる成分がガラスの表面に残り、ガ
ラスが曇ったときなどに見えてきたことが原因として考えられます。
これらの成分は、空気中や食品にも含まれているありふれたもので、人体への影響はありません。カー用品
やホームセンターで市販されている油膜除去材（酸化セリウム配合）を使用することで軽減できます。
「地域限定放送局 エフエム新津」を地域の為に支援！
エフエム新津は７月１５日で開局２７年となりました。
「有事の際における地域防災の為」
「平時では地域活性化の為」を目的としてきました。
今迄頑張って来たことはとても素晴らしいと思いますが、役割を果たしきれていないようにも思います。
単発なイベント等も地域のお役に立つと思いますが、エフエム新津はそれらと連携したり単独でも通年で
地域活性化のお役に立てると考えています。
諸橋工務店チームモロハシとしても、この地域の情報を収集して発信する「エフエム新津」のお役に立ち
たいと考えています。
先義後利で得た利益を社会に還元出来るよう微力ではありますが、今後も精進させていただきます。

お詫び申し上げます！
最近続けてリフォーム関係等で２件お断りの連絡をいただきました。
ha！
理由は見積りの提出が遅すぎるとの事
でした。現在とても混み合っていてお見積等が遅くなっています。
事前の説明や連絡が足りなかったと反省しています。
ご迷惑をお掛けし誠に申し訳ありません！

「阿賀野川あきはなびまつり開催！」
地域の為に頑張ってくれている皆様に感謝！
２０２１年１０月１６日（土）「阿賀野川あきはなびまつり２０２１」諸橋工務店も協賛させていただき
ました。
尺玉及びスターマインへのご協賛は９月１０日（金）迄、あきはなび募金は１０月８日（金）迄です。
詳しくは「阿賀野川あきはなびまつり」公式ページでご確認ください。

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^)
【ゲストの紹介】
放送

放送

放送

９月１３日（月）１２：００～１２：３０
「新津ロータリークラブ 会長」
「秋葉建設興業 取締役」
（収録日！９月 ７日（火）１４：００～１４：３０）
９月２０日（月） １２：００～１２：３０
羽竜 智幸様
（収録日！９月 ７日（火）１４：３５～１５：０５
９月２７日（月） １２：００～１２：３０
「阿賀野川あきはなびまつり 実行委員長」
「新津清掃社 社長室長兼広報室長」
前田 紘志様
（収録日！９月２１日（火）１４：００～１４：３０）

放送 １０月 ４日（月） １２：００～１２：３０
オリジナル曲当選者様
（収録日！９月２１日（火）１４：３５～１５：０５）

三澤 明様

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 ８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。
気温が高く暑くなってきました。工事中でもエアコンを早めに付けて少しでも涼しい環境で工事が出来るよう
にします。また、冷蔵庫も内部に置きたいと思いますのでしばらくお待ちください。
ある職人さんが言っていました。
「夏、エアコンを設置し涼しくしてくれたり、冷蔵庫を設置し冷たいものがいつでも飲めるように配慮してく
れたり、冬にはエアコンで暖房してくれたりと私達のことを想って色々やっていただいていることは本当にあり
がたいです。
また、こんなことをしている元請け会社やほかの現場では見たことも聞いたこともありません。」
この言葉を聞いた時には本当にうれしかったですし、伝わっているのだと思いました。

≪スタッフの皆様へありがとう （令和 ３年 ８月分）≫
スタッフの皆さん今月もありがとうございました。
先日ふと思いました。私が平成 13 年に諸橋工務店に入社をして 20 年が経ちました。
平成 14 年に中黒さん、平成 15 年に鹿間さん、平成 16 年に渡辺さんが入社されましたのでもう幼馴染の領域で
す。保育園の年中から 3 年、小学校の 6 年、中学の 3 年、高校の 3 年、大学の 4 年を足しても 19 年です。その
くらいの付き合いの長さなんですね。びっくりです。
清水さんとも町内の付き合いですが、私が諸橋工務店に入社してからの付き合いなので 20 年になります。
もうしばらく、15 年くらい一緒に仕事をすると思いますので、改めましてよろしくお願いいたします。

会長の念い

≪会長から業者さんへのメッセージ （令和 ３年 ８月分）≫

皆様、とても暑い中、頑張っていただきありがとうございます。
コロナ禍、ウッドショック、暑さ等、様々な問題はありますが「チームモロハシ」の皆様のご協力によりお客
様からとても喜ばれてると感じています。
弊社は地元のこの地域と共に成長発展したいと言う想いと地域密着の強みを活かし、このエリア限定で仕事を
させていただいています。
その中でも皆様の丁寧な仕事や対応が高い評価を得ていると考えてます。
「家づくり」はお施主様に「安心」
「安
全」
「健康」な暮らしを提供し幸せになっていただくことが目的です。
更にその原点には「物の良さ」があります。皆で一緒に全国トップレベルの「ものづくり力」に磨きをかけて行
きましょう！
今後共、よろしくお願いいたします。

≪会長から社員さんへのメッセージ （令和 ３年 ８月分）≫
皆様、今月も頑張っていただきありがとうございました。
昨年の８月から１年間学んだオンライン OJT プログラム全３６回を全員が受講出来たことはとても素晴らしい
と思います。
「お疲れ様でした！」
。それらを活かすことによりお客様や地域の皆様から喜ばれる事が更に増える
と思います。
また、学びを重ねたことにより問題も多く見えるようになって来たと思います。この問題を改善することによ
り成果は大きくなると思います。その改善を自分中心ではなく他人、自分以外の人や組織等に求めると批判等に
なってしまいがちのようです。
自分が源となり出来る方法を考え、協力し支援し合う事により成果は大きく変わると思います。
「ものの見方」
「考え方」
、可能思考能力（肯定的、前向き、積極的、建設的、協調的、プラス思考、やり抜く力）
で実践出来ることを願っています。
出来ていない私がお伝えするのもおこがましいですが、私も心がけたいと思います。

