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季刊発信
２０１９  年
２月・３月

Ｖｏｌ．１９

クローバー　コラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　映画って素晴らしい
　お疲れ様です。お世話になります。浄化槽管理を担当している、吉村興業・「映画大好き」な松元で
す。趣味の一つで、よく映画を観に行きます！私がよく利用している映画館は与次郎のＴＯＨＯです。
最新作の映画でも土曜日の朝一に行けば、駐車場や映画館の中も割と空いていて、隣の人を気にせずに
鑑賞できます(*^_^*)/♪
　映画館で本編上映前の予告編で「これは面白そう」と感じたものや話題の映画を好んで観に行きます
。２０１８年は１１月末集計で２０本観ました。邦画よりも洋画が好きです。２０１８年の私的№１の
映画は『ボヘミアン・ラプソディ』５０、６０代の方は若かりし頃に耳にした事のある音楽で、その頃
の思い出も蘇って懐かしくグー！！映画の内容は切なく涙流す場面もありました。ラストが最高(^^)
　映画の魅力はなんと言っても、大迫力のドデカいスクリーンと大音量の音響・・・

んーなんっわならん（笑）。天文館
の天パラも、たまに利用します。天
パラは昔の映画のリバイバル上映も
ありますのでチェックしてみてくだ
さい。
　たまには、映画でも観てリフレッ
シュしましょう。
それでは、最後に
「映画って良いですよねぇ。
さいなら、さいなら、さいなら！」

（記事：管理課-松元）

氏名 : 平岡 知幸
(ひらおか ともゆき)

血液型：Ａ型　
年齢 39 歳
在籍：環境衛生部
　　　管理課
居住地：
　　　　鹿児島市
趣味：
　魚釣り（主に船）
特技：魚釣り（自
作の仕掛け）

自己ＰＲ：
浄化槽の点検業務に携わっています。
まだまだ、全ての担当しているお客様宅の排水
関係（放流先や点検升）で、土に埋もれていたり、
草や木に隠されていたりして、どのような経路
や状態なのか分からない事もあります。しかし、
会社にあるカメラなどを駆使して調査すること
で発見出来ますので、ご相談ください！！調べ
る事で私の知識と経験になります。宜しくお願
いします。

氏名 : 前原　和人
（まえはら かずと）

血液型：Ａ型　

年齢：65 歳

在籍：環境衛生部
　　　設備課

居住地：
　　鹿児島市

趣味：スポーツ観戦・週に一度の墓参り

特技：細かい作業が好きですね。ルーペを使っ
てプラモ造り手強いほど楽しい (^^)

自己ＰＲ：設備課で工事、浄化槽付帯設備など
のメンテナンスを担当しています。
特技同様、マイペースですが「後戻りのない
様に」がモットーです。

　旧年中は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。　

本年も社員一同一丸となってサービス向上に努めて参ります

ので、一層のご愛顧を賜りますようにお願い申し上げます。

ＡＥＤＡＥＤ設置事業所
冬は動脈硬化によって起こる脳卒中や心筋 塞の危険性
が高まる季節だそうです。気温が低下すると、身体は血
管を収縮させて体温を維持しようとします。血管が収縮
した状態が続
くと血液の流

れが悪くなり、硬く狭くなった
血管を血液が通るときに血行不全をおこしま
す。血流を維持するために血圧が上昇してし
まうので、心筋 塞や脳 塞などが起こりや
すくなります。冬場は高血圧になってしまい
脳卒中や心筋 塞発症しやすくなるそうです。
また、室内でも温度差に要注意です。（暖房の
効いた寝室とトイレや浴室と脱衣所など）
　当社では、本社・車庫（2 カ所）・建設現場
事務所にＡＥＤＡＥＤを設置して、昨年 9 月には全
職員が普通救命講習も修了しています。ＡＥＤＡＥＤ
を使用することで心肺停止後の生存率が飛躍
的に向上します。近隣で必要となった際には
左上の看板（ステッカー）を目印に是非ご利
用ください。
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成功の可能性が 1分ごとに 7～ 10％低下
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救急車の到着

平均約 8.5 分

ＡＥＤを
使いましょう

参考文献：AHA心肺蘇生と救急心血管治療のため
の国際ガイドライン2000(平成27年版消防白書)
※ 成功率：ここでは生存して退院する可能性をいう



［受付時間］平日８：３０～１７：００まで
※営業時間外は留守番電話での対応となりますので「お名前・電話番号」を確実にお伝えください。また、メールでの問合せはいつでも可能です。

０９９－２７３－２５２８０９９－２７３－２５２８
［URL］http://yoshikou-k.co.jp　　［Mail］info@yoshikou-k.co.jp

昨年は弊社お客様アンケートを実施し、その中のお言葉としてニュースレーターについて、特に「お店紹介」や「クローバーコラム」
など具体的にどの記事を楽しみに、また、参考にしています等のお言葉を頂きました。まだまだ、円滑に編集作業は行えていませんが、クローバー
便りを楽しみにしていてくださるお客様の為にも精進していきたいと思います。このＶｏｌ１９の配布が終わる頃には新元号も明らかになってい
ることでしょう。昭和から平成へ元号が変わったときには、まだ中学生でただただ時に流されているだけでした。ひと月でアナログ面やデジタル
面で新元号に対応した変更や修正がてんこ盛りなんだろうなとワクワクしています。とは言えＹ２ｋ問題よりは事なきを得そうですが (^^)

願い】浄化槽の清掃の際に作業員が居なくても水道水をホースにより浄化槽内へ貯める作業があり
ます。作業員が近くにおらず「 水の止め忘れか 」と思われた場合、先ずは弊社へご一報ください。
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（東市来）
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江口蓬萊館
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五目めし 200 円五目めし 200 円円目五 めし 200

温玉うどん 580 円温玉うどん 580 円温温玉うどん 580 円

きつねうどん 580 円きつねうどん 580 円きつねうどん 580 円

ぶっかけ 500 円ぶっかけ 500 円円ぶっかけ 500ぶ

天ぷらうどん 800 円天ぷらうどん 800 円天ぷらうどん 800 円ど

月見うどん 530 円月見うどん 530 円月見うどん 530 円ど

肉うどん 680 円肉うどん 680 円円肉うどん 680

カレーうどん 750 円カレーうどん 750 円カレーうどん 750 円ど

肉温玉ぶっかけ　800 円肉温玉ぶっかけ　800 円温 円肉温玉ぶっかけ　800
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で 本格讃岐うどんのお店。
コシと旨味が絶妙の自家製麺に、北海道産昆布、
鰹と鯖節の贅沢な出汁の味わいは県内でも、他
にない逸品です。

どうぞお立ち寄りください。

お店紹介お店紹介
　　　　第9弾

営業時間　11：00～ 15：00
（オーダーストップ　14：30） 
定休日：水曜日（臨時休業する場合があります）
日置市日吉町日置 751番地　☎099-292-2200

紹 介

今春、オープン 4年目を迎える「 松家さん 」をご紹介します。
お昼時に立ち寄るとほぼ、順番待ちの列に並びます。（経験上）
並んででも食べたい「讃岐うどん」を提供してくれます。
今回は、ご主人のご厚意により「温玉」もしくは「うどん大盛り」
のサービス券を付けていただけました。是非ご利用ください。　
ご不明な点はお電話にてお問い合わせください。

右の写真は、伊集院町のお客様から浄化槽の保守点検時
に管理士が相談を受けた際に承諾を得て撮影した物です。
相談内容は「ここを掃除しないと詰まって大変だから排
水管清掃の契約をしてください」と言われ又、クーリン
グオフの説明をされたが実態は 2,000 円の契約なので、その役務はクーリングオフの対象外となっていた
（3,000 円以上がクーリングオフの対象）、「どの程度の汚れの時に清掃すれば良いの？」や「この業者はま
ともだったのか？」などという質問でした。丁度その頃、同じく伊集院町で『排水管の高圧洗浄をしませ
んか？などと言い執拗に排水管内の高圧洗浄を迫る詐欺まがいの業者がいるので注意してください！』と
放送がありました。弊社の浄化槽管理士は浄化槽点検に関連する汚水管（掃除口）も点検時に確認します。
弊社規定では掃除口の確認は半年に１回行う様にしています。通常の点検で対処出来ない詰まりや破損な
どが発見された場合には、その都度報告しますのでご安心ください。また詰まりや破損の解消に伴う料金
は状況により様々ですのでご了承ください。
ところで①から⑧の写真は汚水管内に木の根が侵入し、それが原因でトイレ・台所・洗濯・浴室などすべ
ての水回りが使用できなくなったお宅のものです。この様な工事も行っていますので排水関係でおかしい
なと思ったらご相談ください。　

お 知 ら せ お 知 ら せ 悪徳業者にご注意

なと思ったらご相談ください。　さい

①汚水が流れずに溢れた状態 ②カメラにより原因と場所の
特定

③特定箇所を掘り起こすと継
ぎ手から木の根侵入確認

④切断してみると、下側から
も木の根侵入があった

⑤汚水管撤去 ⑥掃除口位置変更及び汚水管
改修

⑦撤去した汚水管。根は以前、
他業者の工事痕から侵入

⑧直径100mmの管路内を埋め
尽くすほど生育した木の根。


