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元日

～安全パトロールと ZOOM 業者勉強会～所感～
づくり

10 月 28 日木曜日、13：15 から現場安全パトロールと 16：00 から分科会を行いました。
そして、17：00 から ZOOM 業者勉強会を開催しました。
現場パトロールでは・・・
現在稼働している内の 3 カ所の現場を、選抜業者さんと弊社スタッフでチェックをし、是正箇所は勿論、
良い点を見つけ出し、写真を撮ったり、その場で改善して廻りました。
分科会の講評では・・・
それぞれの目線で気付いた事を発表し合い、今後に活かせるよう意見交換が行われました。
安全、品質、現場環境、マナーの徹底が定着しつつある中、現場美化が当たり前な状況に、『色々な現場を
見てきていますが、ここは凄くキレイですね。』と感動の声もありました。
しかし、それ故の期待度も高く『どうせやるならこうすると、もっと良くなりますよね？』等という、更な
る課題も発見し、今後の精進と進化を求められる場面もありました。

ZOOM 業者勉強会では・・・
この情勢下で、直接集合できず休会していた勉強会も再開し、２度目の ZOOM 開催でした。
前回の 8 業者参加に対し、今回は 3 倍の 24 業者参加という
嬉しい出席率でした。
パソコンやスマホで各々の場所からお互いの顏を見ながら、
テーマに沿ってグループ毎で発表し承認し合い、情報共有の
良い機会を持つ事が出来ました。
試行錯誤したものの ZOOM を覚え、活用次第で可能性が広がる
交流ツールを実感しました。

先義後利と地域への貢献

現場での技術や知識だけでなく、チームモロハシ全体の向上

、

に期待できますね。

(営業部長 渡辺 勝浩)

【 ZOOM 業者勉強会の様子 】

エアコン室外機・エコキュートのヒートポンプ（室外機）の凍結にご注意ください！

ha！
エアコンの室外機・エコキュートのヒートポンプ（室外機）の凍結にご注意ください。
冬の寒さが一層厳しい日がここ数年、多くなっているようです。そんな中、エアコンの室外機が凍結し、エ
アコンやエコキュートが作動しない若しくは故障など、様々なトラブルが生じています。
対策としましては、室外機に市販の室外機カバーを取り付けたり、室外機の周りの雪を除雪するなど対策・
対応が必要となる場合がございます。
これから厳しい冬が訪れる時期です。早めの対策で暖かい冬をお過ごしください。
室外機カバーの設置等、いつでもご相談くださいませ。

ここまでやるか
弊社では新築物件においてお引渡し後３ケ月、1 年、２年、５年、１０年、
その後５年ごとに定期点検をしています。
お客様からの聞き取りの他、実際に天井裏や床下にも入って雨漏れや水漏れ、
白アリ、金物のゆるみ等の点検もしています。
原則、工事担当の工務関係者と営業担当者の２名で行います。
１０年点検では点検後、公的な保証の他、弊社１０年自社保証も含め不具合があれば原則無料で直します。
１０年過ぎてから点検して「１０年保証対象外の為、有料です」とか見積をさせていただき「これをしない
と保証の延長対象にはなりません！」とは言いません！

プラスの事に焦点を当てる (^O^)
このコロナ禍も含め思うことがあります。
ha！
同じ現状、現象なのに捉え方や焦点を当てるところが違うと全く感じ方が違っているようです。
当然なことと言えば当然だと思います。幸せそうな方を見ているとそう思います(^O^)
プラスの事に焦点を当てて生活や仕事等をしていると楽しい事が多くなり幸福感も高くなるかもしれま
せん！楽しい方が良いですよね(^O^)

カレンダーについて
カレンダーを希望しているのに１２月１５日を過ぎても届かない場合はお手数をおかけいたしますが、ご連
絡をいただけますか！お届けさせていただきます！
連絡先：フリーダイヤル ０１２０－４４－２３９２

インターネットサイマルラジオ！良いですね！(^O^)

ha！
エフエム新津では難聴地域解消の為、インターネットサイマルラジオを導入させていただいています。
多くの皆様からのご協賛によるサイマルラジオですが、いがいなところでとても喜ばれました。
番組「あなたに出逢えたこの町で」にゲスト出演した新津中央ロータリークラブ米山記念奨学生のホルさんは
中国の内モンゴル出身です。
ラジオ出演したことを中国の両親に伝え、インターネットサイマルラジオで聴いてもらったそうです。両親か
ら元気で頑張っている娘の話を聴いてとても嬉しかったと言う主旨のお手紙を新津中央ロータリークラブの例
会で披露していただけました。
こんな使い方でも喜んでいただけ感激です！
「ありがとうございます」

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 １２月１３日（月） １２：００～１２：３０
「直寿司」 佐藤好直様
（収録日１１月３０日（火）１４：３５～１５：００）
放送 １２月２０日（月） １２：００～１２：３０
「髙橋健朗税理士事務所」 髙橋健朗様
（収録日！１２月１４日（火）１４：００～１４：３０
放送 １２月２７日（月） １２：００～１２：３０
「カットハウススワローズ」 指田宣明様
（収録日！１２月１４日（火）１４：３５～１５：０５）
放送

放送

１月 ３日（月） １２：００～１２：３０
オリジナル曲当選者 タカツカ農園 高塚俊郎様
（収録日！１２月２８日（火）１４：００～１４：３０）
１月１０日（月） １２：００～１２：３０
「新津商工会議所」 専務 渡辺稔様
（収録日！１２月２８日（火）１４：３５～１５：０５）

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１１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。
お陰様で今年も超一流の住宅現場を目指す研究会のブロック大会、全国大会において殿堂入りをしているため
順位は付きませんが、点数から見ると１番というすばらしい結果を出すことが出来ました。これも日々ご協力い
ただいている皆様のお陰だと感謝申し上げます。
また、現場チャンピオンの課題では(有)小川左官工業さんにご協力により、こちらも全国 1 位をいただくこと
ができました。基礎コンクリートの 1 体打ちの品質、技術力、生産性向上の評価が高く、他社にはない武器だと
思います。(有)小川左官工業の職人の皆様ありがとうございました。
今後も安全面はもちろん、現場環境整備、品質、マナーに対してチームモロハシの皆様一人ひとりのご協力を
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１１月分）≫
スタッフの皆さん、今月もありがとうございました。

ニュースでよく耳にしたウッドショックなどの影響で商品の納期遅れや物価の上昇などがありましたが
弊社では特に大きな問題もなく納期通りに搬入され、遅れる事もなく完成させることが出来ました。
これも、皆さんが早目にお客様と打ち合わせをし、決定後すぐ業者さんに発注をすると言う段取りをしていただ
いたからだと思います。ありがとうございました。
コロナウィルスも一旦は落ち着きを見せていますが、引き続き感染予防対策をお願いいたします。

会長の念い

≪会長から業者さんへのメッセージ （令和 ３年１１月分）≫

皆様、今月もありがとうございました。
家づくりは物づくりだと考えています！
「良い物」が基本だと思います。性能や仕上がり等が良く出来ていることがベースです。
プロとして自信を持って最高の物を提供し、お客様から喜んでいただけることを願っています。
しかし、「良い物」だけでは超一流とは言えません！「安全」「現場環境」「マナー」等も大切ですし、お
客様や現場近隣そして地域の皆様から喜んでいただけることを心掛け、皆様それぞれが考え実践されること
を願っています。
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１１月分）≫
皆様から本当に頑張っていただいていると驚きを感じることさえあるこの頃です。
どうしても仕事の量や忙しさにバラツキが出てしまうこともあります。そんな場合は人に頼ることも大切
だと思います。責任感を持って頑張ることは素晴らしいと思いますがチーム力で対応すると負担も変わって
くると思います。
言うは易しとは思いますが皆で出来る方法を考え、皆の良さや強みを活かし、弱みを補完する相互支援に
より仕事が出来ることを願っています。
よろしくお願いいたします。
「補完」良いですね！

