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関わるすべてに対してプラスαを実現する 
 

株式会社ティーエス・ハマモト通信  Ｖｏｌ．10 
 

  

  クリスマスリース レッスン 
* 時間 １3：3０～１5：3０  
* 料金 ￥３,７８０（材料費込）    

講師 フラワーショップ 『ＣＹＰ』  
檜和田 有美子 先生 

  お手拭き（針葉樹独特のヤニがでるそうです） 

  花ばさみ（なければ貸出可）をご持参くださいませ。   

聖夜を彩る、素敵なクリスマスリースを作ります♪  
フレッシュな針葉樹で、森林の香りに癒されますよ! 
アナタも一緒に、素敵なクリスマスの雰囲気作りに、 

リースを作ってみませんか？ 

   

12 / 
thu 
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＊時間 １０：３０～１２：３０ 

＊料金 ￥ ５,０００（材料費込）    

『イタリア料理教室ラマーノ・ウィルトンクラス広島』  
     主宰 木村 真美 先生 
   

 クリスマス オーナメントクッキー レッスン 

広島で唯一、アメリカ 『ウィルトン社』 の 

デコレーションクラスが受けられる、 

木村真美先生のクッキーレッスン開催! 
 

    クリスマスの準備を始める季節となりました !!   今年のクリスマスは、 
飾って食べられる “アイシングクッキーのオーナメント”を作ってみませんか？ 
             豪華で美味しい、素敵なオーナメントを飾りましょ～♪ 
 

(エプロンをご持参くださいませ。) 

29 
sat 
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  11月29日（土）～１２月２４日（水） 
      １０：００～１６：００ 
        入場無料 

 
『クリスマスの贈り物 ２０１４』  

 
“ギャラリーＰＥＴＴ”よりクリスマス教室のご案内♪ 

 今年も、“ギャラリーＰＥＴＴ” は、 
クリスマスの装いで皆様のお越しを 
    お待ちしております♪ 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A3JvTiAXxFRUZWwA7LCU3uV7/SIG=123g01767/EXP=1414927767/**http%3a/www.civillink.net/esozai/img/pics710.gif


 

  ～アロマの香り体験～ 
  

時  間  10：30～12：00     
参加費 ￥2,０00  

室内犬を飼われている方に朗報です!! 

おうちでできる!! 
『愛犬のお手入れ講座』 

 http://www.ts-h.co.jp/gallery/ 

 アロマール 梶原 寛子 

－ジャスミン－ 

愛犬家のための 

近年、小型室内犬を飼われる方が増えてきていますが、 
一方で住まいの悩みを抱えている飼い主様も増えています。 

＊ホームページでのご案内 
            
ご希望の方は、お早めにお願い致します!! 
 

/ 2 １ 3 
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  新年特別アロマお茶

EVENT  REPORT 
 

  イベントに ご参加いただき 

  本当にありがとうございました! 

    開催いたしましたイベントの 

          様子をご紹介します。 

イベント報告 

大人の女性のアロマ講座 ３Ｄクッキー親子教室 

ジャスミンこと  アロマール 

の 梶原寛子先生 による 

アロマ講座、８名の大人の 

女性に参加していただき、 

とても賑やかな楽しい講座 

となりました♪ 

少し難しい脳の仕組みから 

体内時計と香りの関係… 

しっかり勉強したあとは、 

 好きな香りで スクラブ と   

化粧水作り を体験して、 

癒しの香りを堪能しました! 

ウィルトンクラス広島の 

木村真美先生をお迎えし、 

３Ｄクッキー親子教室が 

開かれました。 

夏休みの特別企画!!という 

ことで、３歳のちびっこや 

小学生の女の子たちが 

小さなエプロンをつけて、 

クッキーを作る姿はとても 

可愛らしく ♡ お母さんと 

一緒に夏休みの想い出を 

作って帰られました♪ 
 

悩み①…床が滑って歩きにくそう 

悩み②…床をよく舐める 

悩み③…おしっこが床に染み込みそう 

悩み④…爪で床が傷だらけになりそう 
悩み⑤…関節疾患が心配 

そんな飼い主様の 
悩みを解決する、 
“床のコーティング剤” 
が登場しました♪ 
    『ＡＪパーフェクトコート』なら、 

  

滑る床は、愛犬の関節に負担を与えます。 

『ＡＪパーフェクトコート』 で愛犬も暮らしやすいお家にしません

＊上手なブラッシング方法 

＊おうちでするシャンプーの方法 

＊愛犬が嫌がらない歯ブラシの仕方 

＊愛犬が喜ぶマッサージ法…etc    

茉莉花 

①床の張替えに比べて、低コスト 

②既存の床を使うので環境に低インパクト 
③施工期間が短い 
  （約３時間で歩行可能 ※ただし気温や湿度による） 

④ガラスの皮膜が床を守るので、掃除が楽々 

⑤半永久的に持続するため、メンテナンス軽減 

いろいろな講座を予定しております。 

講座の後に、ＡＪパーフェクトコートの 

ご紹介コーナーもあります！ 

犬友さんをお誘いの上、ご参加くださいませ。 

 

２０１５年春 開催予定…  
 ＊詳細は、次号にてお知らせします。 

    

 新しい年に、アロマの香りをちょこっと
プラス＋  

             
講座のご予約は                (平野まで ) 受付時間  月～金 9：00～17：00 

            
℡ (082) 238-1511  
 

〈講師〉 

大人の女性のアロマ講座 

11月２２日（土） 

時間 10：30～12：00     
料金 ￥4,０00  
(材料費、テキスト代込） 

 “アロマで MyPerfume” 

『自分だけの香りをブレンドした香水作り』 

 
        自分に必要な香りで、 
      メンタルケアやモチベーションアップ♪    
   貴方にふさわしい香りで、アナタらしく… 
    貴方だけの香水作りませんか？ 

2015年 

『アロマに興味があるけど、使ったことがない…』 
『最近、TVでも話題になってるし、気になる…』 
という方に、香りの不思議や香りのなぞを知って 
いただいて、生活に活かせるようなお話をします。 
 
美味しいハーブティー＊スイーツと一緒に♪ 



 

どのような “プラスα” を社員が行っているかを、紹介します。 

   

濵本利寿 

代表取締役 

愛・笑顔・情熱 

をもって働くことです！ 
  

                   
異業種間での交流の際、 

お互いの仕事を紹介し合い、 

新しい繋がりができました。 

 
 

  プラスα とは … お客様やそこに住まれている人、その周囲にたずさわる 

                                           人に、自分たちの力で何ができるのかを常に考えて行動 

                                            し貢献する意味があります。 

      

    ◆当社の経営理念  

40年以上吸ってきた 

煙草をやめました。 

喜ばれたかはわかり 

ませんが、受動喫煙 

は少なくなったので 

はないかと思います。 

濵本俊樹 

川崎健志 

坂森賢志 

髙垣一則  

山崎泰敬 

佐藤友昭 

原田義博 

川西康志 

取締役会長 

京塚進 

西本雅之 

廊下床の張替え工事の際 
エアコン室外機のドレンホ 
ースが経年劣化で切れて 
いたのに気づき、お客様 
に報告しました。工事の内 
容に関わらず、住宅ケアを 
心がけています。 

足場スペース確保の 

ためではあったが、 

庭の植木を 剪定 した 

ら、  庭がすっきりして 

喜ばれ、 他の植木鉢 

などを一緒に処分した 

ら、大変喜ばれました。 

  

今年は、新築や店舗 

のリフォームに携わり、  

新たな人脈ができたと 

思う一方で 、 忙しすぎて目の届かないこと 

や小さな失敗が目立ったが、いろんなこと 

に挑戦できたことが今年の “プラスα” です。 

ハワイアン演奏グループ 

に参加して、５年。私は、 

ウクレレ担当。  今年も、 

老人施設へボランティア 

演奏会に度々出掛けて、  

昭和30～40年代の流行 

歌を演奏して、  お年寄り 

の方に大変喜ばれました。 

山崎泰敬 

現場内の清掃は、毎日行っ 

ています。   当たり前のこと 

ですが、 工事中でも住民の 

方や周りの方に気持ち良く 

生活してもらいたいと思っています。 

 

私が持っている重機の 

免許を活かせると思い 

災害ボランティアに参加しました。 

工事中、現場の見通しが 
悪くなったので、事故が起 
きないように簡易的にカー 
ブミラーを設置しました。 
いつも、現場での危険回避に気を配っています。 



あずき 

岩田拓也 

畝本和成 

狩野修司 

田中琢也 

 

民家内部改修の際、 

中の片づけとゴミ処分 

のお手伝いをしました。 

現場近くの横断歩道に 
重たい荷物を持 ってい 
た高齢者の方がいらっ 
 しゃったので、  荷物を 
持って一緒に渡りました。 
   

工事現場にて、住人の 

お子様 ( 小学生 ) が、 

学校から帰って来られ 

たが、家のカギがない 

ため家に入れなかった。 

母親は、仕事でまだ帰 

っておらず、帰宅される 

まで現場事務所で待機 

してもらいました。 
 

工事で伺った住宅 

で、スイッチとコン 

セントが古くなって 

いたので、火事の 

危険性を説明しました。 

日山信二 現場周辺の方に 

しばらくご迷惑を 

おかけするので、 

工事が始まる前 

に、周辺の一斉 

清掃を行いました。 

平野典子 髙畠 

瑠美子 
 

“ 外壁塗装の基礎知識 ” という 

   映像を作成しました。   私自身 

   が素人ですので、 その目線で 

   作成し、 見て頂 いたお客様に  

『 わかりやすい！ 』  と、  喜んで 

   いただけました。  今度は説明 

   ができるように、 勉強していき 

   たいと思います。 

社内の備品や収納の 

棚をわかりやすく、取 

り出しやすくなるよう 

に少しずつ変えていっ 

ています。仕事がしや 

すいと、  喜んでもらえ 

たら嬉しいです。 

鳴谷 

知佐子 
 

金尾歩 

『ギャラリーＰＥＴＴ』 

の看板犬 ♡ あずき 

です。教室の時などに出勤して、 

お客様をお迎えしています♪   

皆さん、遊びに来てね！ 

三宅友和 

お客様に提出する書類を 

担当者が作成しやすいよ 

うに、まとめています。   

提出の手間を簡素化し、 

多少ですが早く出せるよ 

うになったと思っています。 

笑顔は人を尊ぶ第一歩！ 

元気のよい挨拶は、 

誰とでも朗らかになれる、 

ツールですね。 

広島経済大学の学生 
のボランティア活動に 
参加させて頂き、弊社 
ギャラリーで展示会を 
しました。たくさんの方 
に彼らの活動を、知っ 
て頂きました。  
ギャラリーの運営を通 
じ、地域の活動を知り、 
皆様のお役に立てる 
会社を目指します。 

 
    一級建築士事務所 

  株式会社 ティーエス・ハマモト 

  代表取締役 濵本 利寿 

    
          

お問い合わせはこちらへ！ 

  ０８２－２３８－１５１１ 

広島市安佐南区長束４丁目１６－２ 

新築・内外装のリフォーム・マンションや店舗の改修など、 

              お任せ下さい！ 

http://www.ts-h.co.jp/ 
ホームページからもお問い合わせできます。 

gallery PETT 
 からご覧下さい。 


