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 「お住まいの塗り替えにお役に立つ情報を毎月発信しています！」 

    ニュースレター 

     おまかせください！！ 

      ２０１９ 第 １２４ 号   
 

 

 

いつもお読みいただきありがとうご

ざいます。上神谷(かみかべや)です。 

 

 めっきり涼しくなった・・というか、

もう寒いですよね。最近はそんな感じだ

から口にする物も「暖かいもの」が多く

なってきました。 

 

 いままで冷たい物がどうしても多く

なりがちでしたが、さすがにお湯を沸か

して・・という場面が増えました。  

 緑茶に、ほうじ茶・・あとは紅茶・・

という感じです。コーヒーはあまり飲み

ません。・・実は病気をする前はダント

ツ一番で飲んでいましたが、今では本当

に機会がなければほとんど・・。腸に刺

激を与えないように・・という感じです。 

あとは豆乳だったり・・。これはスープ

にしたりしてます。時にはお餅やベーコ

ン、チーズ等を入れて「洋風な」お雑煮

みたいにして食べてますね。  

 

 あなたの冬の定番の飲み物はなんで

すか？ 

 

あとは暖かい料理も増えますね。カレ

ーにシチューにおでんに、お鍋に・・・。  

 

 鍋などはカンタンでしょうから、結構

ご家庭では重宝するお料理ですよね。あ

なたのご家族に好評なお鍋ってどんな

ものですか？ 

 

 我が家は「塩鍋」・・とでも名付けまし

ょうか・・？鳥のダシのスープに具をい

れて塩こしょうで食べるという超シン

プルなものです。あまり凝ったものはウ

チの家族はちょっと苦手なんですね。私

はキムチ鍋・・だめです。大好きだった

のですがコーヒーとおなじ理由で今で

はほとんど食べなくなりました・・。  
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では、長坂にバトンタッチしますね。

今月もどうぞよろしくお願いします！  

  

 

 

 

 

 

 

 

ニュースレターをご覧いただきあり

がとうございます。長坂利昭です。  

 

大きな被害をもたらした台風１９号。

台風接近前の予報では最大瞬間風速「６

０ｍ」という情報もあったので、現場で

の台風対策はいつも以上に行いました。 

 

また、我が家（稲城市矢野口）周辺は

ハザードマップによると５０ｃｍ未満

の浸水想定。いざという時は、２階に避

難ということも頭に入れながら、情報収

集をしておりました。 

 

幸い、府中市内、そして私の住む稲城

市内は大きな被害が出ませんでしたが、

メディア等で被害の状況を見聞きする

と、他人事ではないなと感じます。犠牲

になられた方々のご冥福をお祈り申し

上げます。また、今も不自由な生活を強

いられている方々が一日でも早く平穏

な日々を取り戻せますように・・・。  

 

この台風によりで、様々な影響も出た

わけですが、その一つとして１０月２２

日に行われるはずだった「祝賀御列の

儀」。令和天皇皇后の祝賀パレードが延

期となりましたね。  

 

平成が幕を閉じ、令和が始まり半年。

良いことばかりの新時代とはなってお

りませんが、今後、良いことが増えてい

けばいいなと願っています。  

 

そんな話題もありましたので、今回は

ちょっと昔を振り返って・・・前回の改

元、平成元年に何があったのかを調べて

みました。ちなみに、私は１２～１３歳

だった年。小学生から中学生になった年

ですね。 

 

１９８９年（昭和６４年、平成元年）  

１月 昭和天皇崩御 平成に改元 

２月 大喪の礼 

４月  消費税法施行（消費税３％） 

６月 ＮＨＫ衛星第１、２放送開始  

８月 高校野球東東京帝京高優勝 

 秋篠宮様紀子様ご婚約  

 三井銀行、太陽神戸銀行合併  

９月 横浜ベイブリッジ開通  

   ｼﾞｬｽｺがｲｵﾝｸﾞﾙｰﾌﾟに改称  

１０月 田中角栄氏政界引退表明  
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     野球日本ｼﾘｰｽﾞ巨人日本一  

     三菱地所ﾛｯｸﾌｪﾗｰｾﾝﾀｰ買収  

 １１月 坂本弁護士一家殺害事件  

１２月 株価史上最高値 

３８，９５７円４４銭 

 

１月７日はどんよりとした曇り空の

寒い日だったと記憶しています。電気を

つけずに、薄暗い部屋でじっとテレビを

見つめる今は亡き祖父の事を思い出し

ました。 

 

この年は、リクルート事件で世間も政

界も大変だったようですね。総理大臣は

竹下氏、宇野氏、海部氏と替わっていま

す。 

 

新語・流行語は「セクシャルハラスメ

ント」「オバタリアン」など。３０年経っ

ても「パワハラ」や「モラハラ」などの

言葉が生まれる世の中・・・。 

 

また、手塚治虫さん、美空ひばりさん、

松下幸之助さん、松田優作さんなどが亡

くなられたのがこの年。 

 

一方で、この年に生まれたのがテニス

の錦織選手やサッカーの香川選手など

など。そして、忘れてはいけないのは・・・

この後、登場する金子君！彼も平成元年

生まれです！！ 

 

 

 

こんにちは。三商事の金子久嗣です。 

 

秋に入り朝晩と寒くなってきました。  

インフルエンザも去年より 2 ヶ月も早

く流行してしまっているようです。  

皆様体調など崩されていませんか？ 

 

先日は大型の台風が通過し、府中市も避

難勧告が出され、その日は携帯の緊急メ

ールが鳴り続きましたね。 

もちろん現場もストップしてしまい、今

月も思うように作業が出来ずご迷惑を

お掛けしました。 

 

話は変わりますが、来年から幼稚園に入

る長男が未就園児として運動会に参加

してきました。 

僕は仕事で行けなかったのですが、嫁と

一緒に踊ったり、走ったりと楽しく参

加できたようです。 

来年からはカメラ担当になりそうです。

笑 
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今年もあと 2 ヶ月ちょっととなります

が安全第一で頑張ります。  

 

 

さて、ここからは塗装のお話です。  

 

■ どういう塗装業者を選んだらいい

の？って・・わからなくないですか？ 

 

 

お住まいの塗り替えというものは本

当に難しいと思います。初めてされる方

にしてみたら、本当に分からないですよ

ね・・。 

 

たくさんの業者さんに訪問を受けて

も、みんな言っていることが違うし・・。

「すぐに始めないと・・」とか「見積り

をぜひ・・」とか・・言われてもよく分

からないし・・ただ「高い」ということ

だけは分かっているから、どうしても考

えちゃって・・。 

 

 

本当に悩みの種だと思います。でも、実

は「どういう業者さんに依頼したらいい

のか？」は意外とカンタンな秘訣でわか

るのです。 

 

それは「塗り替えをしたお宅を見せてい

ただける業者さん」なのです。 

塗り替えで失敗してしまった・・とい

うこ と は どう し て 起 きる の でし ょ う

か？  

 

それは「高いお金を払ってせっかくき

れいにしたのに、10 年も持たずに不具

合が起きてしまった・・」という事態で

すよね。いつまでもきれいな住まいでい

て欲しい！ということが希望だったの

にガッカリ・・となってしまうと思いま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 住まいの塗り替えは「いかにひとつひ

とつの作業に手を掛けてあげられるか」

がその後の品質を左右します。言ってし

まえば「安かろうは悪かろう」です。  

 

 

 難しいですよね・・でも塗装業者さん

が手がけたお家を見ることができれば

その業者さんの「仕事の品質」をみるこ

とができます。 
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大事なのは、「塗り替えてから○○年経

過したお家」を見せていただくことです。

塗り替えたばかりどこもきれいですか

らね。 

 

 

3 年後、5 年後、7 年後・・そして 10

年後・・その業者さんの手がけたお住ま

いがどういう状態なのか？それを見れ

ば安心の材料にできます。それに 

 

・見せていただけること自体、お客様と

のつながりも深いことの証明であり、施

工に自信があるということ  

 

・見せていただける数が多いというこ

とは、それだけ施工実績があるというこ

と  にもつながります。  

 

 

・そしてこのことは「色の選定にも役立

つ」側面があります。見本で見る色より、

「外壁」となった場合を見られるからで

す。 

 

 

いかがでしょうか？  

 

 

少しずつ情報を知って、取り組んでくだ

さいね。もっと詳しい情報はこちらの私

のブログ→ http://sanshouzi.net/ 

にも載せてあります。ぜひご覧になって

みてください。 

 

 

 

■「細かいところも丁寧に塗っていただ

いて・・・まるで新築のようでとても嬉

しいです。」 

 

今号では、先日塗装工事を終えられま

したお客様「府中市白糸台Ｓ様」からい

ただきました“お声”をご紹介致します。

Ｓ様ありがとうございました、  

 

 

Ｑ．多くの業者がいる中で、何故当店へ

ご依頼してくださったのでしょうか。  

 

Ａ．工事が終了したご近所のお宅。きれ

いに塗装されているのを何件か拝見し

ていました。 
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Ｑ．「塗装工事をしよう！」というお考

えに至った直接の出来事はどのような

ことでしたでしょうか。  

 

Ａ．もう何年も前から考えていました

が・・・いよいよ２０年を越してしまい

ましたので、思い切って工事をお願いし

ました。 

 

 

 

Ｑ．始められる前は、色々とご不安やご

心配なことが多々あったかと思います。

それはどのようなことでしたでしょう

か。 

 

Ａ．壁の色が決まらず悩みました。選ん

だ色が果たしてどんな発色になるのか

がわからなかったので、不安な要素の第

一の点でした。あとは、工事期間中のバ

イク＆自家用車の駐車について、どうし

たら良いかを相談にのって頂きました。 

 

Ｑ．工事を終えられてのご感想を何でも

ご記入ください。 

 

Ａ．色々悩みましたが、思っていた以上

にすてきな色合いの塗装に仕上がって

いました。まるで新築のようで、とても

嬉しいです。細かいところも丁寧に塗っ

て頂きました。ベテランのスタッフの

方々に感謝です。お世話になりました。 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～  

 当店では、随時お見積りのご依頼を承

っております。また塗装工事に関するご

質問やお問い合せだけでも是非どうぞ。 

 

なお、今現在でのご契約となりますと、

当店が工事に伺えるのは、来年１月以降

となります。（それ以前に工事をご希望

の方も一度ご連絡、ご相談ください。） 

 

 ご連絡、お待ちしております。  

～～～～～～～～～～～～～～～～～  

発行者   地元の塗装店  『三商事』  

  上神谷裕治（かみかべや  ゆうじ）  

記事    上神谷裕治、長坂利昭、金子久嗣  

住所    府中市紅葉丘１－１－１５  

TEL、FAX ０４２－３６５－１４０２  

または   ０９０－１５０４－８８３３  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://sanshouzi.net/ 

 http://sansyouzi.seesaa.net/ 

～～～～～～～～～～～～～～～～～

 


