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今、大和駅徒歩8分にある恒陽大和マンションと
いうマンションの売却の依頼を頂いており、販売活
動を行っております。
図面を作成して幅広く募集をかけたり、現地にて
オープンハウスを開催する際は、マンションの近隣
にある賃貸住宅の方にもご案内をポストに入れさせ
ていただきます。よく言う「ポスティング」というものですね。

今年の夏は雨が続いて梅雨の延長線のよう
な陽気でした。そのせいかBBQをした回数も
例年より少なかったように思いますが、
大好きなビールの飲む量は例年通りでした(笑)

歩いて1件1件廻り、ポストに入れていくわけですが、集合ポストが
設置してある賃貸物件は少なく、4世帯のアパート等の場合、ポストが
玄関に設置されているため階段を上ってポストインして階段を下って
の繰り返しになります。
良い運動にはなりますが、せっかく階段を上って行ったら、2階2部
屋が空室なんてことも！この時ばかりはがっかりしますね。

さて、今回のひまわり会報5ページ目の記事でご紹介させてい
ただいております当社、田代の自宅トイレと手洗に関するリフ
ォーム工事が完了いたしました。

そしてポスティングをしているとアパート、マンションは空き室が
多いことも改めて実感できます。
4世帯中1世帯しか入居者がいない物件、取り壊す為なのか、全室空
いている物件を見ることも・・・。多くの賃貸マンションでも、約3割
が空き室となっていました。
競合が多く、ある程度築年数が経過した物件は、今の入居者のニー
ズに応える思い切ったリノベーションを行っていかないと、入居者は
決まりにくいのが現状です。その点、貸家の賃貸経営は供給が少ない
為、競合しないので堅実な賃貸経営だと改めて感じました。
まあ堅い話はここまでにして、私はＪＲＣに入社して22年経過しま
すが、入社当時は、賃貸物件の紹介を主としていました。実際に現地
を何件もご案内してご契約を頂くわけですが、うれし事に「引っ越し
たいからまた紹介してよ」なんて事もよくありました。
それから十数年が経過しましたが、今回廻ったポスティングエリア
には、当時ご契約いただいた賃貸物件も多数あり、懐かしさと共にチ
ラシを入れていたら、ポストに当時借りて頂いた方の名前が・・・
そんなことが他に２件もあり、「気に入って頂き長い期間お住いに
なっている」事に、とても感慨深い気持ちになりました。今度土日に
でもお邪魔してみようかな？

≪営業課長：小日向

昭 弘 ≫ （2003年5月入社）

今回の工事では配管も新しいものに交換させていただく予定
でしたので、工期を5日程いただいていたのですが、いざ工事を
進めさせていただくと、壁や床など図面には記載のないところ
にコンクリートが使用されておりました。
通常のマンションよりも更に頑丈な造りになっていることが
分かり、田代は喜んでくれましたが、工期を3日程延長していた
だくこととなってしまいました。

田代をはじめ、ご家族皆様には大変ご迷惑をお掛けしてしま
ったのですが、とても喜んでくださっていたので、ホッとして
おります。

今後は、浴室、洗面化粧台、キッチンのリフォームをさせて
いただく予定で、お打合せをさせていただいております。

田代邸は、浴室や洗面室をはじめ、全ての空間が広いので、そ
の広さを更に活かした素敵な空間になるよう、ご提案をさせて
いただきたいと思います。

≪総務部主任：fuj ii≫

日本人の平均寿命が男性80. 75歳、女性86. 99歳と過去最高を
更新したことを2017年3月1日に厚生労働省が公表しました。
また、平均寿命とは別に『健康寿命』という言葉を耳にしたこと
がある方も多いと思います。

☆家のに ゃん こ☆

健康寿命とは、健康上の問題がない状態で日常生活を送れる期間
のことで、平均寿命と健康寿命の年数の差は男性で約9年、女性で
約12年も平均寿命に比べて短くなります。
要支援・要介護にならずに生活できる状態を延ばすことが重要に
なって来るわけですが、65歳以上の高齢者になると入浴中やトイレ

（2009年8月入社）

す っか り秋 にな りま した 。秋 と言 えば 満月 ！今 年
はい わゆ る『 スー パー ムー ンが ない 年』 と言 われ
てい るみ たい です けれ ど、 １２ ／４ には 今年 最大 の
満月 が見 られ るそ うで す！
冬 の高 い空 の満 月が いま から 楽し みで す♪

早 いも ので ＪＲ Ｃに 入社 して ８年 が過 ぎ９ 年目 を迎 えて いま す。 私
はず っと 経理 をや って きた ので すが 、JR C前 の会 社は 不動 産業 でも 、
いわ ゆる 「B t o B 」 の会 社で した ので 、お 客様 に接 する とい うの
はJR Cに 入っ て初 めて の経 験で した ・・ ・
接 客業 など での バイ ト経 験も ない 私は 、電 話を 受け る事 もほ ぼ” 初
体験 ”で した 。電 話の 出方 、声 の出 し方 、話 し方 、敬 語の 使い 方、 お
茶の 出し 方、 お辞 儀の 仕方 など まる で分 らな い事 だら け・ ・・

中、転倒・転落などの家庭内事故をきっかけに健康寿命を縮めてし
まう恐れがあります。
家庭内事故では冬の寒さが原因のヒートショック現象で脳卒中や
心筋梗塞が増加する傾向が見られます。対策としましては家の断熱

そ んな 情け ない 、四 苦八 苦の 毎日 です が、 お客 様に 接す ると いう の
は、 特に 不動 産、 建築 業と して は、 人々 の夢 を叶 える 仕事 です ので 、
間近 でそ の夢 を叶 える お手 伝い が出 来、 その 叶っ た瞬 間が 見れ ると い
う事 は何 事に も代 えら ない 嬉し さで もあ りま す。

工事や温度差管理が重要になってきます。
断熱工事や温度差管理と言うと、建替えや大掛かりなリフォーム
工事が必要不可欠とお考えの方が多いと思いますが、内窓工事や
浴室・脱衣所の暖房機、トイレ全体を温める暖房機能付きウォシュ

今 はA I （人 口知 能） も発 達し てき て人 間の 仕事 のほ とん どを A I で
出来 ると いい 、最 近は A I を 作る 人た ちも ”人 間の 機微 ：主 観的 世界 ”
をA I に持 たせ るた めに 哲学 を勉 強し てい ると 何か の本 で読 みま した 。
し かし 、こ の【 人の 心】 とい うも のは 人間 では ない と本 当の 理解 、
共感 は出 来な いの だな と感 じて いま す。

レットなど、それ程費用を掛けずに行う事が出来ます。
私の家族には約20年前に脳卒中で倒れ、幸いにも大きな後遺症も
なかった祖母が健在で、今年95才になりましたが、
病気後の自宅のリフォーム工事のおかげで、健康寿命を
延ばす効果が得られているのでは？と思います。
これから寒い季節になりますので、ご興味を持って
いただいた方はお気軽にご相談ください。

お問い合わせは

TEL：046-261-6101

夢 とい うも のは 、選 択肢 が多 いほ ど達 成で きる 可能 性が あり ます 。
私は 子供 の頃 周り に法 律家 、い わゆ る弁 護士 とい う人 種は いま せん で
した 。で すの で子 供の 頃の 夢に は、 ”弁 護士 ”と いう 選択 肢が あり ま
せん でし た。 もし 子供 の頃 に弁 護士 が身 近に いた ら弁 護士 にチ ャレ ン
ジ出 来て いた かも しれ ない な・ ・・ と思 う事 があ りま す。
A I では なく 、人 間と して お客 様の ”夢 ”を 叶え る為 に、 選択 肢を
多く 提案 する のが 私達 の役 目だ と感 じつ つ、 田代 に作 法も 学び つつ 、
９年 目も 頑張 って 参り ます ！今 後も よろ しく お願 いい たし ます 。
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