
  

  

 

VOL . 47 

２０１８年８月号 

２０１８年 ８月発行 

Page  １ 

 

New 第4回夏休みこどもワークショップ開催！ 
 皆さま、こんにちは！今年の夏は猛暑でしたがお元気

にお過ごしでしょうか？ 

 花まるリフォームでは、今年も8月7日に夏休み恒例

の「第４回夏休みこどもワークショップ」を開催いたし

ました。このイベントは、外壁塗装や塗装職人さんの仕

事についてお子様達にもっと知ってもらえたらという思

いからスタートいたしました。今回も近隣の世田谷区・

杉並区の小学生5人にご参加いただきました。               

講師は、こちらもおなじみ世田谷区船橋で「こどもの造

形・リトピカ」を主催されている膳場まゆみ先生です。

今年は、ターナー色彩の「ガラスペイント」という塗料

を使って『キラキラゆらりガラス風モビール』を作りま

した。 

◆制作の手順＆材料を以下に紹介いたします。                                   

ご興味のある方はお子様と作ってみてください。大人のDIYにもおすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

次のページに続く 

①モビールとは、「動く彫刻」といわれ、紙やプラスチックのような軽い素材を 

糸や棒でバランスよく吊るしたインテリアです。 

まず紙に自由にモビールパーツの下絵を描きます。3個以上描きましょう。 

②紙にプラ板を乗せ、「ガラスペイントライナー（４色）」で下絵をなぞるように写し 

ます。ステンドグラスの縁のような感じです。時間をおかないと乾かないので、今回はドライヤーでざっと乾か

しました。軽いのでマスキングテープで固定して乾かすのがおすすめです。触らないように注意します。 

③ガラスペイントを塗っていきます。アンティーク調の１１色（りんごあめ、はちみつ、こおりざとう、る

り、こはく、ひすい、あめいろ、さんご、すみいろ、泡玉、曇りと面白い名前が付いています）があります。 

ペイントが少し固まりやすいので、筆と水入れを用意して使い終わった筆は水に入れておきましょう。 

④さらにドライヤーでざっと乾かしておきます。ペイントに触らないように注意しながら、プラ板の余分な部

分をハサミで切り落とします。モビールパーツの完成です！ 

２ ３ ４ 
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はなまるＮＥＷＳ  

第１位 

第２位 

第３位 

外壁塗装専門店「花まるリフォーム」の社内の

ニュースから施工エリアや業界のニュースまで 

 勝手なランキングでご紹介します！ 

 

 

  
５ 

⑤出来上がったモビールパーツを紙の上に置き、バランスと配置を考えます。 

⑥パーツに穴あけパンチ（５ミリ）で穴を開け、テグスを通します。針金で上の図↑のような形を２個作り、テ

グスや飾り紐を通しバランスが安定する位置で固定します。完成です！ 
「キラキラゆらりガラス風モビール」 

～材料～ 

・プラ板（B４） １枚 

・ガラスペイント（好きなだけ） 

・ガラスペイントライナー（１色） 

・針金（２ミリ）・テグス・飾り紐 

 →適宜 

紙、鉛筆、筆、水洗い、パレット、ド

ライヤー、ペンチ、ハサミ、穴あけパ

ンチ 

ターナー色彩の「ガラスペイント」 

「リフォーム産業新聞8/6号」に花まるリフォームの記事が掲

載されました！」（右写真⇒） 
7月に取材を受けた「リフォーム産業新聞8/6号」が発行されました。内容は、弊社

が行っている施工中のお客様への無料サービスについてです。弊社では「施工中によ

くあるトラブル対応マニュアルや職人の紹介をまとめたファイル」をお客様に貸し出

しています。また、施工中の日々の写真を送信する「現場写真送信サービス」や施工

中に洗濯物が干せないとお困りのお客様に「除湿器レンタルサービス」も行っていま

す。どれも意外と他社ではやっていないサービスでお客様からは大変好評をいただい

ています(^_^)v 

世田谷区・杉並区の遮熱塗装の補助金最新情報！ 
今年度で5年目の「世田谷区環境配慮型住宅リノベーション推進事業補助金」の最新

情報です。今年の状況を確認しましたところ、既に昨年度より倍くらいの申請があっ

たとの事です。世田谷区にお住まいで今年外壁・屋根の塗り替えをお考えのお客様は

早めに補助金の申請を済まされることをおすすめします。補助金を申請してもすぐに

工事をする必要はありません。今申請しても、翌2月末までに工事を終えればいいの

です。「花まるリフォーム」ならお客様のご希望の時期を待って工事を行う事が可能

です。昨年度からスタートした「杉並区低炭素化推進機器等導入助成」も昨年より件

数が多く人気となっております。どちらもお見積りはお早めに！ 

高橋敦子専務が｢福祉住環境コーディネーター2級｣に合格しました♪ 
高齢者・障害者の住環境や介護保険や福祉用具について理解を深められる資格です。

学生さんの他、福祉と建設分野にお勤めの方が多く受験されているようです。外壁塗

装にはあまり関係がありませんが、外構工事など今後役に立つことがあると思いま

す。 
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塗装職人  

岩田
い わ た

 竜次
りゅうじ

 

東京都出身   

Page ３ Page ３ 

はなまる職人紹介(沢山いる「はなまる職人」さんから毎号、数名をご紹介します) 

「塗るのが好きだから」と塗装職人になったという岩田さんは、その職業にぴったり

な早起きを得意としています。若さあふれる爽やかな職人さんですが、仕事をやるか

らには「やりきった感が得られるように！」と、日々たくましくがんばっています。 

 

【趣味】 スマホゲーム 

【好きな食べ物】 カニ・刺身 

【好きな言葉】  感謝 

【尊敬する人】  東親方 
  

≪岩田さんからお客様へ≫                            

きれいに仕上げることを心掛けています。 

どうぞよろしくお願いします！ 

 

塗料名：快適サーモWSi-RN(水谷ペイント) 
外壁・屋根塗装用の塗料は各メーカーが新しい機能を持つ塗料を競うように発売しています！ 

その中で花まるリフォームが注目する塗料をご紹介します。 

 

新品のスレート屋根は砂をまいたようにザラザラしています。この砂粒は年とともに

はがれ落ちて、ザラザラのない状態へと劣化していきます。「再生工法」は、特殊骨材

を配合する塗料を塗ることで、このザラザラをよみがえらせ新品に近い状態に戻す工

法です。この「再生工法」を行う塗料が「水系ナノシリコンーRN」です。 

太陽光の紫外線は屋根に当たると屋根の温度を上昇させます。この紫外線を効率よく

反射させ、温度上昇を抑えて遮熱効果を高めているのが「快適サーモシリーズ」。この

2つのいいとこ取りをしたのが今回おすすめする「快適サーモWSi-RN」なのです。  

 

この塗料の最大の特徴は・・・ 

 

テカリを抑えた上品な仕上がり 

 

水性で臭わない(有害物質を揮発しない) 

 

太陽光を反射するので屋根の温度上昇を防ぐ 

 

ザラザラがよみがえるので雪止めいらず 

 
       ※塗り替え時にはタスペーサーが必要となります。 

 

塗り替え後、つるつるした屋根に雪が積も

ると落雪で何かを壊したり、屋根の下を通る際に危険になるケースはよくあります。その防止策

として、同時に雪止めを設置することも多いです。しかし、この塗料を使えば雪が一気に滑り落

ちることがなくなるので雪止めの設置が不要になる事でしょう。 

※同様に日進産業の「ガイナ」も塗装面がぼこぼこした仕上がりになるため雪止めが不要です。 

 

↓「快適サーモWSi-RN」のラインナップ 

住宅屋根用化粧スレート以外に以下のような屋根材にも使えます。 

・金属系屋根材(棟板金、水切り等のカラー鋼板部) ・アスファルトシングル 

・天然石付ガルバリウム鋼板 

        ※ご自宅の屋根に使用できるかどうか分からないと言う方はお気軽にお問い合わせください。 
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職人 

阿部
あ べ

 耕平
こうへい

 
神奈川県出身 ２８歳  

スレート屋根 
雨漏り箇所 

天窓撤去 

 「工事中は社長からの連絡も良く、職人さん達もいい方で、 

        お願いして良かったと思いました。」        

              世田谷区：O様 

201８年６月 

築35年以上経ち、外壁は5年前にやったのですが、その時

に屋根もそろそろ修理した方がいいと言われました。 

どこにお願いしようかと思ってた所、近所の方々が花まる

リフォームさんに頼んでいる所が多いと聞き、見積りをお

願いしました。梅雨前にと思いましたが気持ちよくOKし

てくれました。幸い天候もうまくいき約1週間チョットで

終わりほっとしました。工事中は社長からの連絡も良く、

職人さん達もいい方でお願いして良かったと思いました。

この家で人生の最後迄いるつもりなので、これで安心して

これからも住んでいきたいと思います。 

にっこり笑顔が印象的なトライズの阿部さんは、「現状に満足せず毎日技術の向上につ

とめています」と、頼もしい職人さんです。「丁寧な仕事」と 

「お客様との挨拶は笑顔で気持よく！」を心がけています。 

【趣味】 運動・トレーニング 

【好きな食べ物】 肉と野菜 

【好きな言葉】 努力したからといって必ず成功するわけではない。 

         しかし、成功した人で努力しなかった人はいない。 

【尊敬する人】 フィル―ナイト・葛西敏夫（トライズ代表） 

【資格】 有機溶剤作業主任者・ゴンドラ特別教育・防犯診断士・ 

足場の組み立て等作業主任者・職長・安全衛生責任者・高所作業車運転１０ｍ以上 

≪阿部さんからお客様へ≫                            

一戸建て以外に、マンション、ビル、倉庫など色々な現場で作業しているので、その知識と経験

を活かして施工させていただきます。 

今年は一級シーリング技能士試験を受験します。応援よろしくお願いします（^-^） 

はなまるシーリング屋さん紹介【トライズ】 

世田谷区の補助金ご利用！ 
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 「私が本当にやった事は、ペンキを塗った事ではない。」 

           との結果でしたので成功です。    

             川崎市：I 様 

 

事務・お客様係 

渡邊
わたなべ

 文
あや

 ４２歳   

高知県出身    

201８年２月 

 

 

 

 

【趣味】  

【好きな言葉】  

【好きな食べ物】  

【尊敬する人】  

【資格】   

 
≪葛西さんからお客様へ≫ 

 

8月から花まるリフォームの事務・お客様係として入社した、渡邊さんです！ 

朝から満面の笑顔で挨拶をしてくれるので、気持ちよく仕事がスタートできます。 

まるで以前からいたかと錯覚してしまう程仕事もこなし、すっかり花まるに馴染んで

います。かわいい猫ちゃんを飼っているそうで、そんな動物

好きなところも花まるに合っています（^-^） 

【趣味】 映画鑑賞・編み物 

【好きな言葉】 人生万事塞翁が馬・創意工夫 

【好きな食べ物】 とうもろこし 

【尊敬する人】笑顔でいられる人。笑顔は周りの人の笑顔を呼びます。 

≪渡邊さんからお客様へ≫ 

前職で新築物件で悩みを伺う機会が多くありましたが、同じような

悩みを抱えていても住んでいる方の望む形は人それぞれ違うことを実感しました。「花まるリ

フォーム」では、お客様にとって一番望ましいプランが作れるよう、一つ一つ丁寧にお話を聞

いていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

はなまる新入社員紹介 

201８年５月 
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     「塗料の説明を丁寧にしてくれたことが 

    決めてになりました。」             

杉並区：O様 

５社から見積りを取った中から花まるリフォームさんにお願

いすることにしました。 

塗料の説明を丁寧にしてくれたことが決めてになりました。 

今回使用した“アートフレッシュ”では、以前と同様の質感

が再現され、大変満足しています。 

そのほかにも、補助金が出る屋根色など細かく説明され、

（たまに説明が長すぎることも…）外壁工事に対する理解が

進みました。 

職人さんたちも話しやすく、ちょっとしたことでも頼みやす

い感じの人たちでした。 

高橋 良一
たかはし りょういち

 
世田谷区出身 ５２歳 

スタッフ・お客様に感謝の毎日！ 

はなまる専務紹介 

高橋 敦子
たかはし  あつこ

 
鳥取県出身 ５１歳 
 

「スタッフブログ」

も更新しています 

代表・高橋と結婚して２９年。 

２７歳と２０歳の息子がいます。 

経理・事務を担当しています。 

事務作業の合間に「はなまる通信」

の編集やホームページの「スタッフ

ブログ」やＳＮＳの更新なども行い

ます。趣味は、スイミングとパッチ

ワークです。 

201８年７月 

はなまる社長紹介 

ペンキ屋の家に生まれ、小学校の時から夏休みなどに家の手伝いとして現場を経験

し、中学・高校・大学…と休みの度にアルバイトという名の「修行」をし、22歳で

塗装職人デビュー。38歳で独立し「花まるリフォーム」を設立、13年目になりまし

た。一人だけで始めた会社も、沢山のスタッフとお客様に支えられ、今日に至りま

す。仕事と愛犬が大好き！ 

【好きな食べ物】カツ丼・青椒肉絲・回鍋肉・ピザ 

【好きなもの】アニメ・漫画・サッカー・映画・写真・宇宙戦艦ヤマト・安藤裕子 

【好きな色】オレンジ 

最近は、昨年から飼い始めた愛犬の散歩でメタボが少しだけ解消しましたが、相変わ

らず老眼が気になります。ハシゴを積んだ水色のキューブ（車）でお客様のお宅に伺

います♪ 

杉並区の補助金ご利用！ 

お子様の声 
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市村さん
いちむら

 
世田谷区出身 
 

美しい言葉遣いは 

みんなのお手本 

 

201８年４月 

 はなまる通信4７号 

     WEBアンケート    

「 毎日の日報と進捗状況の写真付きのメールでのお知らせ。 

 職人さんの仕事に自信があるからできるサービスだと思います。」     
        小金井市：F様 

「はなまる通信アンケート」がWEBで応募

できるようになりました！ 

毎回5名様にスイーツをお送りしています。 

当選確率もかなり高いので是非ご参加くだ

さい。以下のQRコードからスマホでご応募

いただくか、HPの「お知らせ」からもご応

募いただけます！ 

よろしくお願いいたします。 

はなまる事務紹介 

以前銀行に勤務していた市村さん

は、言葉遣いがとても美しいです。 

電話やメールの対応には、お客様や

職人さんへの気配りも忘れません。 

無料小冊子の発送やハガキの発送も

市村さんの担当です。 

趣味は、クラシックバレエで、お花

とネコが大好きだそうです。 

家を購入して１０年が経過し、そろそろ外壁と屋根の塗り替えを考え

ていました。しかし、いざ業者に頼むにしてもどの業者に頼んで良い

ものか迷っていたところ、たまたまネットで花まるリフォーム様の

ページを見つけました。 

中身を読んでいくと、同じ悩みの人がなぜ花まるさんを選んだのか、

その理由が分かりました。他の人の感想にも書かれていましたが、そ

れは社長さんが親身になって一緒に考えて頂けることと、職人さんの

丁寧な仕事内容でした。 

また、私が一番に選んだ理由は毎日の日報と進捗状況を写真付きの

メールでお知らせして頂けるサービスです。 

忙しい仕事の中でこのひと手間はとても大変なことだと思いますが、

職人さんの仕事に自信があるからできるサービスだと思います。 

工事完了後にも社長さんから笑顔で「何かあれば、いつでも連絡くだ

さい」と言われたことが印象的で、次回も花まるさんにお願いしよう

と思います。本当にありがとうございました。 

お子様の声 

☆塗装猫にゃん太郎☆ 

東京にある外壁塗装専門店「花ま

るリフォーム」のアイドル猫職人

「にゃん太郎」のお客様とのコ

ミュニケーション用スタンプで

す。かわいくてちょっぴりドジな

にゃん太郎をよろしくお願いしま
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 皆さま、いかがお過ごしでしょうか。今回は、お客様係・渡邊が、高知県民が選ぶ「私

の田舎・高知県の美味しいグルメ」をご紹介したいと思います。高知に行ったらぜひ食べ

てみて♪ 地元民が愛するスイーツをご紹介します。 

 

☆土佐銘菓 かんざし（浜幸） 
私が高知に帰省した時に必ず買うのが浜幸さんの「かんざし」です。名前の由来

は「お坊さんが女性に恋をしてかんざ

しをプレゼントしたことで始まる悲恋

の物語」から。このお話は「よさこい踊り」の歌詞にも使わ

れるほど、高知では有名な昔話です。この「かんざし」そっ

くりの甘酸っぱい飴が1箱に1本入っているところもオシャ

レです。 

味はしっとりとした甘めのふわふわマドレーヌ生地で、中心

にある柚子餡がアクセントになっていて、洋菓子のような和

菓子のようなお菓子です。そのままでももちろん冷やしても

温めても美味しいので、季節問わず楽しめます。 

アルミホイルに生地を包んで焼いているそうで、アルミホイ

ルにくっついて上手くはがせないこともありますが、きれいに開くと可愛いかんざしの模様がついてい

て、可愛いんですよ。食べる分だけ少しずつホイルをむきながら食べます。 

☆いももち 
秋から冬によく食べられるのが「いももち」。いももちと言えば、北海道の「じゃがいものお餅」が有

名でしょうか? 高知では「さつまいものお餅」なんです。 

私の実家では、白いお餅とこのいももちを作るのが年末の恒

例行事。もち米を蒸す時に干し芋を一緒にふかし、餅つき機

でもち米と一緒につくと出来上がりです。普通のお餅よりも

柔らかいので、のし餅にして冷ましてから食べる時に切り分

けています。 

ストーブがある時は焼いて、な

い時は電子レンジでチンして、

何もつけないでそのまま食べる 

 

 

と、ほのかなさつまいもの香りと甘みがあっ

て、素朴な味で、いくらでも食べられます。 

手軽に食べたい時は、近所の日曜市や「道の

駅」、地元の物産品を扱うお店へGO! 作る人に

よって干し芋の比率が違うので、私の母は「〇

〇さんのいももちが美味しいよ～」と選んで

買っています。 

☆リープル(ひまわり乳業) 

高知で忘れてならないのがこの高知県民のソウルドリンクと言われる

「リープル」です。私が上京して一番最初にびっ

くりしたのが「リープル」は高知県にしか売って

ないということでした。 

爽やかでマイルドな酸味で後味がさっぱりとして

飲みやすい乳酸飲料です。高校の時に校内の自動

販売機で買うことができたので、毎日お昼に友達

と飲んでいた青春の味でした。 

電話 03-5888-4600 

FAX 03-5888-4611 

高橋代表携帯 

090-9347-4614 

メール info@hanamaru-r.jp 

の 
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営業時間９時～１９時 

（日・祝日はお休みです） 
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