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 のぞみ

匠ニュース第２０号をお届けい匠ニュース第２０号をお届けい匠ニュース第２０号をお届けい匠ニュース第２０号をお届けい

たします。たします。たします。たします。    

今号より、社員による「海日誌」今号より、社員による「海日誌」今号より、社員による「海日誌」今号より、社員による「海日誌」

が新たに仲間入りしました！が新たに仲間入りしました！が新たに仲間入りしました！が新たに仲間入りしました！    

その他の内容も盛りだくさんでその他の内容も盛りだくさんでその他の内容も盛りだくさんでその他の内容も盛りだくさんで

す。ぜひご覧ください。す。ぜひご覧ください。す。ぜひご覧ください。す。ぜひご覧ください。    

  

  みんなの劇場保育園 

のぞみ愛児園 

  大井保育園 



 
 

    

    

    

ハイブリッドソーラーハウスとは 

自然の恵み「太陽エネルギー｣を最大限に

太陽熱を床に蓄熱して床暖房する結果、家中丸

ごと 24 時間暖房になります。快適 24 時間暖

房を実現するハイブリッドソーラーハウスの

燃料は太陽熱。床暖房だけでなく、お湯づくり

もします。太陽熱を利用する地球に優しいエコ

住宅は、人にも優しい健康住宅と言えます。

ハイブリッドソーラーハウスが快適な理由

◎◎◎◎安心して暮らせる家 

外出から戻っても、お風呂に入る前も、夜中

っても、いつでも寒さはなく、優しく守ってくれる

イブリッドソーラーハウスの魅力です。しかも

然の恵み“太陽エネルギー”だから、全室 24

沢でも何の気兼ねも要りません。 

◎◎◎◎ダニ・カビのない家 

時間的、場所的温度差のひどい暖房が住宅に

因になってきました。またこれらはぜんそくやアトピーを

イブリッドソーラーハウスは

適温適湿に保

り、ダニは普通

のもとでは家

◎◎◎◎省エネルギー 

主燃料は太陽熱。大幅に化石エネルギーの消費

では冬の総暖房エネルギーの 2/3、年間給湯

まかなえます。少ないエネルギー消費で快適

    

   天気天気天気天気のののの悪悪悪悪いいいい日日日日がががが続続続続いたらいたらいたらいたら????????    
  日差しがないときは、補助ボイラーの助

  自動運転なので、操作はいりません。 

   暖房暖房暖房暖房がいらないがいらないがいらないがいらない暖暖暖暖かいかいかいかい季節季節季節季節はははは????????    
  暖房が要らない季節は、太陽熱でたっぷり

  春から秋まではお天気さえよければそのままお

  良い日は、暖房運転しながら同時にお湯

参考 HP http://www.chiryuheater.jp/

太太太太太太太太陽陽陽陽陽陽陽陽のののののののの恵恵恵恵恵恵恵恵みみみみみみみみをををををををを        
暮暮暮暮暮暮暮暮 らららららららら しししししししし にににににににに  

匠建設では、新たに「ハイブリッドソーラーハウス

リッドソーラーハウスとはどういうものなのか？

に利用できる"太陽熱利用住宅”です。 

家中丸

時間暖

するハイブリッドソーラーハウスの主

づくり

しいエコ

。  

理由 

夜中に起きてトイレに行

ってくれる家。それがハ

しかも、その暖かさは自

24 時間暖房という贅

に余分な水分をもたらし、結露やダニ・カビの原

またこれらはぜんそくやアトピーを引き起こすと言われています。ハ

イブリッドソーラーハウスは、24 時間暖房によりいつでも

保たれているので、結露やカビは発生しにくくな

普通の家の百分の一にもなります。安定した環境

家そのものも長持ちします。 

消費を抑制します。通常の設計

年間給湯エネルギーの 40％を太陽熱で

快適な 24 時間暖房を楽しめます。 

助けをかりて床の蓄熱温度を確保します。 

 

でたっぷり 370 リットルのお湯をつくります。 

さえよければそのままお風呂に入れます。冬でも、天気の 

湯もわかします。 

http://www.chiryuheater.jp/ （チリウヒーター株式会社） 

ハイブリッドソーラーハウス」事業を導入することに致しました。ハイブ

？この場を借りて少しだけご説明致します。 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    交通アクセス      
（公共交通機関利用） 
JR 筑肥線波多江駅下⾞、糸島市コミュニティバス「井原⼭⼊⼝」⾏きバスに乗り終点下⾞。
（⾞利用） 
国道 202 号線波多江交差点を南へ（福岡市内から左折）
 

    井原山について     
標高 983m。糸島市。脊振⼭系第 2 の高峰。オオキツネノカミソリやコバノミツバツツジの群生地
として知られるほか、春から秋まで様々な植物が観察できる「花の名峰」として登⼭者に親しまれ
ている。頂上からは脊振⼭系から玄界灘まで 360

７時４５分登山開始。   
登り始めは比較的緩やかな
道のりで、歩みも軽快だ。
何度か沢を渡る場面にも遭
遇した。         

小さな滝のような場
所をいくつか発見。  
沢沿いの登山道は水
の流れる音がともて
心地よく、真夏にも関
わらず暑さをあまり
感じなかった。    

山頂までの距離
内板に初めて
登山開始から
１８３０ｍとなると
ら１時間以上

  

第２回 

バス「井原⼭⼊⼝」⾏きバスに乗り終点下⾞。 

号線波多江交差点を南へ（福岡市内から左折）。道なりに直進。 

の高峰。オオキツネノカミソリやコバノミツバツツジの群生地
として知られるほか、春から秋まで様々な植物が観察できる「花の名峰」として登⼭者に親しまれ

360 度の雄大な景⾊が望める。 

気付くと沢はなくなり、ゴ
ツゴツとした岩が増えて
きた。沢沿いを歩くよりも
体感温度が高い。登山道も
傾斜がきつくなってきた。 

距離を記した案
めて遭遇した。   
から約１時間。あと
となると、ここか

時間以上はかかる。   



 

 

 

 

 

 

  

    登山ルートⓐ（右図参照） 
瑞梅寺登⼭⼝（キトク橋駐⾞場）－アンノ滝
－井原⼭自然歩道－井原⼭⼭頂  
 

今回登ったルート  
 

登山開始から約２時間。
登山道の両側に木々が茂
り、前方はおろか足元も
見えない道が続く。ふと
振り返ると、空が見えて
いた。頂上はもう近い！                

茂みが突然なくなり、目の
前がぱっと明るくなった。     

９時
山頂
３６０
憩。

ⓐⓐⓐⓐ    井原山自然歩道井原山自然歩道井原山自然歩道井原山自然歩道        

    

ⓑⓑⓑⓑ    水無水無水無水無しルートしルートしルートしルート        
オオキツネノカミソリ
生息地帯がある  
 

山日記山日記山日記山日記

時５０分 井原山 山頂に到着！！       
山頂はたくさんの登山客で賑わっていた。    
３６０度広がる美しい景観を眺めながら、お昼休

。登ってきた道を下り、この日の登山は終了。  

★★★★参考参考参考参考★★★★    
      
ⓑの水無しルートでは、
オオキツネノカミソリ  
の生息地帯を通る。   
７月中旬～８月上旬が  
見頃。         
 

ⓐⓐⓐⓐ        

ⓑⓑⓑⓑ    

山日記山日記山日記山日記    記録記録記録記録    ：：：：    坂井坂井坂井坂井    留美留美留美留美    （（（（匠建設匠建設匠建設匠建設    総務部総務部総務部総務部））））    



 

 

 

 

 

 

 

 

開催日時 ９.２７（土）・２８（

開催場所 ＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯ        ＤＡＩＫＥＮＤＡＩＫＥＮＤＡＩＫＥＮＤＡＩＫＥＮ        ＹＫＫＹＫＫＹＫＫＹＫＫ    

                    福岡福岡福岡福岡コラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーションショーショーショーショールームルームルームルーム

ＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯＴＯリモデルクラブリモデルクラブリモデルクラブリモデルクラブ

匠建設匠建設匠建設匠建設    リフォームリフォームリフォームリフォーム担当担当担当担当    

田中田中田中田中    俊光俊光俊光俊光    ／／／／    山内山内山内山内        誠誠誠誠    

楽楽楽楽しいイベントしいイベントしいイベントしいイベント
ＴＯＭＡＴＯＴＯＭＡＴＯＴＯＭＡＴＯＴＯＭＡＴＯ    ｃａｆｅｃａｆｅｃａｆｅｃａｆｅ    

Ｔ Ｏ Ｔ Ｏ リモデルクラブ福岡店会の女性の会
「Ｔ Ｏ Ｍ Ａ Ｔ Ｏ の会」のコーナー！  
冷たいパンプキンスープをご用意してお待ち
しています！  

ごごごご来場来場来場来場のののの皆様皆様皆様皆様へへへへプレゼントプレゼントプレゼントプレゼント♪♪♪♪    

（ご来場記念） 
オリジナルうちわ＋ 台所用洗剤 
（お・も・て・な・し） 
「Ｔ Ｏ Ｍ Ａ Ｔ Ｏ の会」の女子が厳選した 
おいしいスイーツ 

見積特典・成約特典

  

（日）１０：００－１７:００ 

    ＡＰＡＰＡＰＡＰ        

ルームルームルームルーム（キャナルシティ・ビジネスセンタービル３Ｆ） 

リモデルクラブリモデルクラブリモデルクラブリモデルクラブ福岡店会会員主催福岡店会会員主催福岡店会会員主催福岡店会会員主催    

しいイベントしいイベントしいイベントしいイベント盛盛盛盛りだくさんりだくさんりだくさんりだくさん!!! !! !! !    
癒癒癒癒しとしとしとしと女子力女子力女子力女子力ＵＰＵＰＵＰＵＰコーナーコーナーコーナーコーナー    

ハンドマッサージ･ネイルアートで女子力 UP❤
毎回大好評です！  
    
    Presented byPresented byPresented byPresented by        
            Ｋ Ｓ ＢＫ Ｓ ＢＫ Ｓ ＢＫ Ｓ Ｂ     九州九州九州九州スクールオブビジネススクールオブビジネススクールオブビジネススクールオブビジネス    

☆☆☆☆スイーツデコスイーツデコスイーツデコスイーツデコ☆☆☆☆    

好きな土台と好きなスイーツデコパーツで 
オリジナルデザインの小物を作ってみよう！  
 
両 日 10：00～17：00 
参加費 1,000 円～ 

典もご用意しています!! 

テーマはテーマはテーマはテーマは    

ハロウィンハロウィンハロウィンハロウィン    

        !!!!!!!!    

ＴＶＣＭも放映します！ 

    



    納涼船大会納涼船大会納涼船大会納涼船大会をををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました

匠建設のグループ会社である㈱江藤建設工業

イトは 8 月 30 日（土）に恒例となっている

た。社員や家族を招待し、過去最多となる

ものまね軍団によるショーやじゃんけん

美川憲一ものまねショーで盛り上が

りました(^^♪ 

♪いいえ わたしは・・・ 

大人気！薩摩剣士隼人の 

剣が欲しい子、集まれ～！！ 

薩摩剣士隼人 

しましたしましたしましたしました！！！！                             

江藤建設工業と同社安全協力会及び㈱アースクリエ

となっている「桜島フェリー納涼船」を開催しまし

となる 600 人が乗船。花火や抽選会、鹿児島

によるショーやじゃんけん大会など楽しいひとときを過ごしました！ 

H26.8.30H26.8.30H26.8.30H26.8.30    

((((株株株株))))江藤建江藤建江藤建江藤建設設設設工工工工業業業業    

600 人を乗せて、いざ！出港！ 

船内こんな感じです。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【匠ＮＥＷＳ】に関するお問い合わせは・・・ 

匠 建 設 株 式 会 社 

福岡市博多区西春町 2丁目 1番 2号 

tel 092-591-0800 fax 092-572-0011 

     E-MAIL takumi@abelia.ocn.ne.jp 

     H    P  http://takumikensetsu.com 

  匠建設  で検索 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


