
・新入社員紹介 / 中野渡（営業）

・おさかな倶楽部 / 豊川

・十和田湖冬物語2020 / 川村（営業）

・不動産にまつわる話・体験談 / 畑山（営業）

・豆知識 / 小渡（工務）

・ＤＩＹ 《日曜大工》 / 加賀沢（事務）

・あの頃の歌 / 加賀沢（事務）

・編集後記 / 加賀沢（事務）

� 今回今回今回今回のののの釣果釣果釣果釣果 �

サバ（小～中）

サバ（小～中）サバ（小～中）

サバ（小～中） ３０匹ぐらい

３０匹ぐらい３０匹ぐらい

３０匹ぐらい

小メバル

小メバル小メバル

小メバル ２０～３０

２０～３０２０～３０

２０～３０匹

匹匹

匹

黒ソイ（

黒ソイ（黒ソイ（

黒ソイ（40ｃｍぐらい）

ｃｍぐらい）ｃｍぐらい）

ｃｍぐらい） １匹

１匹１匹

１匹

ガヤ

ガヤガヤ

ガヤ １０匹ぐらい

１０匹ぐらい１０匹ぐらい

１０匹ぐらい

黒メバル（

黒メバル（黒メバル（

黒メバル（20～

～～

～30ｃｍ）

ｃｍ）ｃｍ）

ｃｍ） １０匹ぐらい

１０匹ぐらい１０匹ぐらい

１０匹ぐらい

ホヤ

ホヤホヤ

ホヤ １コ

１コ１コ

１コ

※

※※

※ 詳しくは同封のチラシをご覧

詳しくは同封のチラシをご覧詳しくは同封のチラシをご覧

詳しくは同封のチラシをご覧ください。

。。

。

３月初旬３月初旬３月初旬３月初旬 小松ヶ丘小松ヶ丘小松ヶ丘小松ヶ丘平屋展示場完成予定平屋展示場完成予定平屋展示場完成予定平屋展示場完成予定

朝６：３０集合なのでかなり余裕。風もあまりないが寒い。今日の沖は強風の為、

浅場で水深４０Ｍ仕掛けは胴付仕掛６～８本針、オモリ１００号。エサはサバの

切身・ホッキ貝。一投目からサバの猛攻に合い、今日もサバで終わり？と思い二

投目から天秤もつけて投入、いいあたりだが、もう少し待ってからと欲が出たら

根がかりし仕掛けを失うことに��。後の方にいい型のアブラメと沖メバル他は

１０㎝ぐらいの小メバル。その後も小サバ、小メバル、小ガヤと何回か続いたら

場所移動。中盤になりサバも中ぐらいがまじる中、いいアタリ。正体は黒メバル⁉

地震のあとあまり見なくなった黒メバル。戻ってきたみたい。本当にアタリが強烈

で、たくさんついたかと思いきや、１匹とか２匹。小メバルもあまり釣れなくなり、

ポツリポツリ黒メバルが釣れ終了。今回は出られただけで満足！？

※

※※

※ 各営業担当へお問合せ下さい

各営業担当へお問合せ下さい各営業担当へお問合せ下さい

各営業担当へお問合せ下さい

西六番町建売住宅販売中西六番町建売住宅販売中西六番町建売住宅販売中西六番町建売住宅販売中

２２２２////１・２１・２１・２１・２ 十和田見学会開催十和田見学会開催十和田見学会開催十和田見学会開催

� 今回

今回今回

今回の

のの

の調理

調理調理

調理 �

刺身・カラアゲ・アラ汁等

刺身・カラアゲ・アラ汁等刺身・カラアゲ・アラ汁等

刺身・カラアゲ・アラ汁等

おいしく頂きました。

おいしく頂きました。おいしく頂きました。

おいしく頂きました。

※

※※

※ ＩＨの魚焼き

ＩＨの魚焼きＩＨの魚焼き

ＩＨの魚焼き…壊れたかも？

壊れたかも？壊れたかも？

壊れたかも？

魚・・・焼きすぎたのかなぁ

魚・・・焼きすぎたのかなぁ魚・・・焼きすぎたのかなぁ

魚・・・焼きすぎたのかなぁ

皆さんこんにちは、豊川

豊川豊川

豊川です。

今月の「 おさかな倶楽部

おさかな倶楽部おさかな倶楽部

おさかな倶楽部 」は ソイ・アブラメ・メバル・五目釣りです。

２０１９．１２．３０（月） 場所

場所場所

場所 ： 八戸 時間

時間時間

時間 ： ＡＭ７：００出港

営業時間

営業時間営業時間

営業時間 Ａ

ＡＡ

ＡＭ

ＭＭ

Ｍ 10：

：：

：00 ～

～～

～ＰＭ

ＰＭＰＭ

ＰＭ 5：

：：

：00

※

※※

※ 平日ご希望の方は、ご予約が必要となります。

平日ご希望の方は、ご予約が必要となります。平日ご希望の方は、ご予約が必要となります。

平日ご希望の方は、ご予約が必要となります。

事前

事前事前

事前にご連絡をお願いいたします。

にご連絡をお願いいたします。にご連絡をお願いいたします。

にご連絡をお願いいたします。

～～～～新新新新入入入入社社社社員員員員ののののごごごご紹紹紹紹介介介介～～～～

出身地：十和田市出身地：十和田市出身地：十和田市出身地：十和田市

趣趣趣趣 味：野球・料理・ガンダム（？）味：野球・料理・ガンダム（？）味：野球・料理・ガンダム（？）味：野球・料理・ガンダム（？）

座右の銘：「変わることをおそれるな」座右の銘：「変わることをおそれるな」座右の銘：「変わることをおそれるな」座右の銘：「変わることをおそれるな」

血液型：Ｂ型血液型：Ｂ型血液型：Ｂ型血液型：Ｂ型

体で自慢できる所：五十肩と五十肘体で自慢できる所：五十肩と五十肘体で自慢できる所：五十肩と五十肘体で自慢できる所：五十肩と五十肘((((笑笑笑笑))))

性格を一言でいうと：明るく前向き性格を一言でいうと：明るく前向き性格を一言でいうと：明るく前向き性格を一言でいうと：明るく前向き

カラオケの１８番：「止まらないカラオケの１８番：「止まらないカラオケの１８番：「止まらないカラオケの１８番：「止まらないhahahahahahahaha」」」」

皆様初めまして、昨年１２月に営業として入社いたしました

皆様初めまして、昨年１２月に営業として入社いたしました皆様初めまして、昨年１２月に営業として入社いたしました

皆様初めまして、昨年１２月に営業として入社いたしました中野渡

中野渡中野渡

中野渡と申します。

と申します。と申します。

と申します。

前職では主に石材関係の仕事をしておりましたが、縁あってこの度、開成住宅でお世話

前職では主に石材関係の仕事をしておりましたが、縁あってこの度、開成住宅でお世話前職では主に石材関係の仕事をしておりましたが、縁あってこの度、開成住宅でお世話

前職では主に石材関係の仕事をしておりましたが、縁あってこの度、開成住宅でお世話

になることとなりました。一日も早く皆様の幸せな家づくりのお役に立てるよう鋭意努力

になることとなりました。一日も早く皆様の幸せな家づくりのお役に立てるよう鋭意努力になることとなりました。一日も早く皆様の幸せな家づくりのお役に立てるよう鋭意努力

になることとなりました。一日も早く皆様の幸せな家づくりのお役に立てるよう鋭意努力

してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。



〒034-0031

十和田市東三番町５-２３

Tel:0176-25-1455
Fax:0176-25-2911

明けましておめでとうございます。

工務

工務工務

工務の

のの

の小渡

小渡小渡

小渡 です。

不動産売買において、隠れた瑕疵が発覚した場合、買主は

売主に対して、物件の補修や損害を請求することが可能で

す。また、程度によっては、契約の解除を求めることも可能

になります。このような物件の瑕疵に関する売手側の法的

な責任のことを瑕疵担保責任といいます。何が瑕疵とされる

かは、その売買契約の性質によって変わってきますが、不

動産取引においては、次のようなものが、瑕疵と認められま

す。「雨漏り」「白アリ等の虫食い」「地中埋設物の存在や土

壌汚染」です。このように、不動産に瑕疵があった場合、売

主は法的な責任を負うこととなります。この責任のことを「瑕

疵担保責任」と呼びます。また、無過失責任であり、瑕疵が

故意や過失でなくても売主は責任を負うこととなります。

この「瑕疵担保責任」は、

無限ではなく、責任を負う

期間や範囲は民法や宅建

業法で定められています。

今月は、

今月は、今月は、

今月は、木材（無垢）があたたかいのか

木材（無垢）があたたかいのか木材（無垢）があたたかいのか

木材（無垢）があたたかいのか についてです。

についてです。についてです。

についてです。

「あたたかい」

「あたたかい」「あたたかい」

「あたたかい」ということは言いかえれば熱を通しにくく木材

木材木材

木材の中に

熱を貯めておくことができるということです。専門的な言葉でいうと

「熱伝導性が低い」「蓄熱性が高い」

「熱伝導性が低い」「蓄熱性が高い」「熱伝導性が低い」「蓄熱性が高い」

「熱伝導性が低い」「蓄熱性が高い」と呼ばれています。熱伝導率

熱伝導率熱伝導率

熱伝導率

とは熱の伝わりやすさを示す単位ですが、木材

木材木材

木材は鉄やコンクリー

トに比べると、熱伝導率はかなり低いです。つまり熱を通しにくい

のです。このおかげで無垢材は肌ざわりがあたたかいのですがで

はなぜ木材

木材木材

木材が鉄やコンクリートに比べて熱伝導率が低いのでしょ

うか？実は木材

木材木材

木材の中はパイプ状の細胞の集まりがあって、その間

を通って地下の水分を木の上に届けたりしているのですが、伐採

して水分が抜けると中は空気

空気空気

空気に

なるのです。この空気

空気空気

空気が実は身近な物質

の中で熱を伝えにくい物質であるのです。

なので空気

空気空気

空気がいっぱい入っている木材は

熱が伝わりにくいんですね。

皆さんこんにちは!!

新しい一年が無事に幸せに過ごせます

ようにお祈り申し上げます。

箱根駅伝では、毎年感動しますよね！

そして、青学が返り咲きましたね‼

全国高校サッカーでは、青森山田が逆転をゆるしてしま

いましたが、準優勝！素晴らしいですね。

仮面舞踏会仮面舞踏会仮面舞踏会仮面舞踏会

不動産にまつわる話・体験談不動産にまつわる話・体験談不動産にまつわる話・体験談不動産にまつわる話・体験談
皆さまこんにちは、営業の畑山

営業の畑山営業の畑山

営業の畑山です。

今月は、「

「「

「 瑕疵担保責任

瑕疵担保責任瑕疵担保責任

瑕疵担保責任 」

」」

」 についてです。

KiKiのａｔｅｌｉｅｒの外側部分も

凹凸や色彩に仕上げています。

『皆さん、明けましておめでとうございます。』

今月は、仮面舞踏会

仮面舞踏会仮面舞踏会

仮面舞踏会 です。

「仮面舞踏会」は、少年隊のデビューシングルで、デビュー曲

ながらオリコンチャートでいきなり第１位を獲得し、１９８６年

のオリコン年間シングル売上では第３位。現時点で少年隊自

身最大のセールス・ヒット曲となった。

「第２８回日本レコード大賞」「’８６FNS歌謡祭」などで最優秀

新人賞を獲得するなど、１９８６年には同曲の大ヒットで数々

の新人賞を受賞した。

この曲で第３７回NHK紅白歌合戦に

初出場したが、白組司会の加山雄三

に曲名紹介で「紅白初出場、少年隊

『仮面ライダー

仮面ライダー仮面ライダー

仮面ライダー 』です！と思いきり

間違えられたエピソードがある。

《《《《日曜大工日曜大工日曜大工日曜大工》》》》

美容室美容室美容室美容室kikiのｵｰﾅｰ様の作品をご紹介のｵｰﾅｰ様の作品をご紹介のｵｰﾅｰ様の作品をご紹介のｵｰﾅｰ様の作品をご紹介‼

ａｔｅｌｉｅｒの内側部分は、

シルバーやゴールドで作成しています。

100ｷﾝのざる

ざるざる

ざる

で作成！

上手に線を

収納！

毎日打ち上げられる「冬花

火」や、青森、秋田の郷土

料理と地酒が楽しめる

「ゆきあかり横丁」、氷のグ

ラスでカクテルが楽しめる

「かまくらＢＡＲ」などでお楽

しみください。

今年最初のイベントは

「十和田湖冬物語」です。

毎年恒例のこのイベント

ですが、イルミネーションや

雪像は毎年進化しています。

今年もよろしくお願いします。

お正月は、楽しく過ごせましたか？

私はまた、ちょっと食べすぎた

みたいなので、春までには少し

ダイエットに励みます。

皆さんこんにちは営業の川村

営業の川村営業の川村

営業の川村です。

十和田湖冬物語十和田湖冬物語十和田湖冬物語十和田湖冬物語 2020


