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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．12 
 

今回は、ティーエス・ハマモトの傘下にある 

                  『株式会社 クレーンメンテ広島 』 を紹介いたします！ 

 

クレーンとはモノづくりをする工場や物流倉庫などで 
重たいものを運搬する設備のことです。 
 『クレーンメンテ広島 』 では、クレーンの定期点検や 
修理、設置工事を行っております。 
吊上げ荷重が0.5ｔ以上のものを使用するクレーンは、 
法律では定期点検の実施が義務付けられています。 
クレーンの専門家である彼らが、責任を持って代行・ 
点検、修理をさせていただいております。 
 
   

『クレーンメンテ広島』 では、 

                    ヤル気ある人材 を 募集 しています !! 

『クレーンメンテ広島 』 って、どんな会社？？  

 

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


 
“ギャラリーＰＥＴＴ”教室のご案内♪ 

＊持参物などはありません。目が悪い方は、眼鏡などをご持参ください。 

＊小さなお子様をお連れの場合は保護者様にて十分ご注意ください。 
  

 耳つぼジュエリー＆フルーツティー教室  

( 両耳にスワロ４粒、チタン２粒、耳つぼリフレ、フルーツティー、お菓子付 ） 

‥オプション追加料金‥   ◆スワロ１粒 ２５０円  ◆チタン１粒 １５０円 

＊妊娠中の方は、ご遠慮ください。  ＊ピアスははずしてご参加ください。 
 

窓辺につるして太陽の光を取り込み、虹を作り、風水では邪気を払うお 

守りの役割もあります。 キラキラ可愛いパーツをたくさんご用意します♪ 

           

サンキャッチャー手作り教室  

“ coco bonbons 木下真由美 先生 ” による ４月・５月の教室案内です♪ 

・４月１１日（土）  

・５月 ９日（土）  

木下 真由美 
Dewサンキャッチャー・ 
カラーセラピーteacher 
http://coco-bonbons.com/ 

（プチカラーセラピー，お茶，お菓子付） 

・４月１７日（金）  
【時 間】 １０：００ ～ １２：００      
【料 金】 ３,０００円 (材料費込） 
 

可愛いスワロフスキーの裏にチタン粒。 ピアスのように手軽におシャレを楽しめて、耳つぼを 
刺激することで、身体の不調を整えるお手伝いもしてくれます。ぜひ、お試しくださいませ♪ 
 

免疫力を高める薬膳の素材 

を入れた『クコの実入りフレッ 

シュフルーツティー』  を飲み 

ながら、“美肌効果の耳ツボ” 

のことや、薬膳・免疫力を高 

める食材の話…ｅｔｃ、嬉しい 

情報がいっぱいです！ 

 

 ＴＣカラーセラピー体験講座  

・５月１５日（金）  
【時 間】 １０：００ ～ １２：００      

【料 金】 ３,０００円  

ＴＣカラーセラピー３本リーディング、自己認識ワークを体験して、今の自分の内側を知り、人間 
関係で自分が今求めているもの、理想の自分がわかります。 とても興味深くて、おもしろいですよ!! 
 

 アドバンスカラーセラピーセルフリーディング講

・５月３０日（土）  
【時 間】 １０：００ ～ １２：００      
【料 金】 ３,０００円 （材料費込） 
 

癒しの先に前進することにも目を向けたカラーセラピーです。特徴は、どこでも簡単にセルフ 
リーディングが出来ること。講座では、実際にセルフリーディングをしてみます。 
気軽に１枚、カードを引いてみましょう♪ ぜひ、お待ちしております！ 

 今春、入社予定の新入社員が 『広島８大学卒業設計展』 で受賞!! 

ティーエス・ハマモトの 

広島県を中心に中国地区の各大学の建築系学科卒業生の作品を集めた『広島８ 
大学卒業設計展 ２０１５』 が、広島市中区にある旧日本銀行で開催されました。 
設計展は、近畿大学工学部・広島大学・広島工業大学・広島女学院大学・安田女 
子大学・広島国際大学・福山大学・山口大学の各建築系学科の学生が卒業設計 
作品を出展し、合計８０作品を展示しました。 その中で、今春弊社に入社予定の、 

“井佐子夏実さん”が、『審査員特別賞』 と 『市民賞』 を受賞しました!! 

( アドバンスカラーセラピーセルフリーディングカードを、講座で使用後お持ち帰りいただけます。） 

        タイトル 『ふれあいの路』 
～本が生み出す住民のための交流空間～ 

< coco bonbons オリジナルレシピ付 > 

TOP Ｎｅｗｓ  

【時 間】 １０：００ ～ １２：００      
【料 金】 ４,０００円 (材料費込） 
 



  梶原 寛子 

－ジャスミン－ 茉莉花 

大人の女性のアロマ講座 

 
   【時 間】  午前の部 １０：００  ～ １２：００  

＊ 内容 
  ・アロマテラピーの基本、香料について 
  ・おうちでのアロマ使いこなし術 
  ・各精油の特徴について 
  ・運気UPに役立つ陰陽五行とアロマについて 

  ・玄関やリビング、季節や行事に合わせた空間づくり 
  ・ブレンドの基本から応用まで～香水づくり 
  ・シチュエーションに応じた香りのマナー   …ｅｔｃ 
 

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

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

            
℡ (082) 238-1511  
 

４月より 定期コースが始まります!!  

※講座はすべてテキスト・材料費込の料金になります。 
 

＊ 受講特典 
  ・茉莉花オリジナル商品の 
      先行販売、モニター 
  ・各種セミナー、講座割引特典 

４月の講座スケジュール 

・４月１８日（土）  

・４月２４日（金）  

・５月１６日（土）  

・５月２２日（金）  

※詳しくは、直接お問い合わせ下さいませ。 
 
茉莉花～ジャスミン～  連絡先 
℡ ⇒ ０８０－１９１１－５９５９ 
✉ ⇒ ｊａｓｍｉｎｅ．ｉｎｙｏｕｇｏｇｙｏｕ＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ 
hp  ⇒  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｊａｓｍｉｎｅ‐ｋ．ｃｏｍ/  
 

前回の “大人の女性のアロマ教室” 
の様子はこちら… 

※ギャラリーPETTでは、教室及び講座でのトラブルが発生した場合、弊社は責任を負いかねますので、ご了承くださいませ。 
 
 

5月の講座スケジュール 

午後の部 １３：００  ～ １５：００   

＊ 体験受講 
  ・受講を迷われている方やどんなことを 

      学ぶのか知りたい方へ。 
   １回に限り、３,５００円で体験受講できます。           
             

“ジャスミン” こと、梶原寛子先生を 
お迎えして、“大人の女性のアロマ 
講座”が開催されました。今回は、 
手軽につけられる練香づくり♪ 
皆さん、 それぞれのお気に入りの 
香りで、楽しく作って帰られました。 

              香りをもっと自由に… 
            もっとクリエイティブに… 

大人の女性ならではの上質な香り空間と 

   日常が楽しくなるアロマの使い方を 

            マスターしませんか？ 
     
        

【料 金】  月２回選択制   （１回：２時間） 
 ◆月謝制 ８,６４０円 

インターンシップ活動日記 

今回のインターンシップでは、チーム 

会議への参加や、現場への同行をい 

たしました。  私は、建設の勉強をした 

ことがなく、何も分からない状態での 

参加でしたが、社員の皆様に丁寧で 

分かりやすい解説をしていただいて、 

楽しく現場を知ることができました。 

特に印象的だったのは壁です。普段 

何気なく見ている壁一枚にも、防寒剤 

をいれたり、材質にこだわるなどの工 

夫がたくさん詰まっていることを知り、 

大変興味を持ちました。 今回のイン 

ターンシップを通して、新しい知識を 

得ることの楽しさ、建設の奥深さを知 

ることができ、大変有意義な時間とな 

りました。 

 
 
 

今回のインターンシップで、大学 

で建築の勉強を始めてから、初 

めて新築工事を見ることが出来 

ました。授業では教科書を使って 

勉強することがほとんどだった為 

今回新築工事の説明を聞きなが 

ら、今まで勉強したことのイメージ 

をすることが出来ました。普段は見ることができない完成途中の 

内装や、足場にのぼって屋上に行ってみたりと、初めての経験 

をさせてもらいました。現場では、質問するとすごく丁寧に細か 

いところまで説明してくださり、建築の勉強をしていても、まだま 

だ知らないことばかりだと改めて感じました。 実際の現場を見 

てみて、やはり一つの建物が出来上がっていく感動は何にもか 

えられないと思いました。朝の会議や実際の現場を見させても 

らい、今回を通して、やはり私は建築に関わる仕事がしたいと、 

改めて思えた１日でした。 
 
            
             

大学生 M・Ｒさん  

大学生 M・Ｙさん 



　　↓

　　　　　　　                     　　　　サインが出ていたら塗りかえの時期とお考え下さい

　　次回は外壁リフォーム基礎知識後編「業者の選び方」です

　　　

　　　　      家のつくり・日光の当たり方・塩害・排気ガスなど住まいの環境条件によって様々
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

　　　　　　　　　　実際にご自宅を目視でご覧になり、塗りかえサインを目安として

　　　　　外壁リフォームの基礎知識前編としてリフォーム時期について考えてみましょう。

　　　　    外壁塗装の耐用年数の目安を知る

外壁リフォームの基礎知識(前編)

　　　　　　    　
　　　  　　　　   　　どのくらいで塗りかえるべきか

　   　 　　　　  　　 どこの業者に頼めばいいのか
　　　   　　　　   　　　など、お悩みではありませんか？

        　リフォーム時期、業者の選び方など参考になさって下さい！今回は、

 
 
 

            
             

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！ 

 ホームページからは、 
 http://www.ts-h.co.jp/  

gallery PETT 
  からご覧下さい。 

 
    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 

  ０８２－２３８－１５１１  
広島市安佐南区長束４丁目１６－２ 

  お問合せ 
はこちらへ！      

が 外壁リフォームを考えると

どのくらいで塗りかえるべきか 

 平均的な目安として築１０年前後の塗りかえが妥当 


