アンピールマンションでおなじみの
新栄グループがお届けする
コミュニティペーパー

ハ ッ ピ ー
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自 分 で で
き る

まずはやってみよう、という冒険心。

ＤＩＹは“ Do It Yourself
”の略で、何においても「ま
ずは自らやってみよう」という姿勢・哲学をあらわす言葉で

す。実際にやってみると案外できることは多いものです。ま

ずは自分でやってみよう、ということですね。

最近では、皆さんが「やってみよう」と思いさえすれば、

インターネットなどで情報を入手することはさほど難しくあ

りません。しかも、ホームセンターに足を運べば、一般の方

向けの工具や材料、便利な商品が豊富に揃い、スタッフに相

お問い
合わせ

グッデイ西福岡店
〒819-0022
福岡県福岡市西区福重2-31-4
Tel.092-891-1122
http://www.gooday.co.jp/

談もできる環境が整っているのです。広告的に言うと『グッ

ホームセンターグッデイは、日曜大工用品、
植物、園芸、ペット用品、インテリア、エクス
テリア、家庭電化製品、カー用品、事務・文具
用品など幅広い品揃えを誇り、北部九州を中
心に展開しています。小林さんは福岡地域で
最大規模のお店、
「グッデイ西福岡店」におい
てプロ向け・D I Y 向けの工具や資材、塗料等
の部門を担当するリーダーとして活躍中です。

デイならできる』わけです。

こばやし つねひさ

ということで、今回の講座では、はじめての人でも取り組

小林 恒久

みやすいテーマでＤＩＹの住まいのメンテナンスをご紹介し

ます。

グッデイ西福岡店
リーダー
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ピッタリの色が無
い場合には、濃い
色を選択した方が
木目のようになり、
目立たないことが
多いです。

ほとんど目立たなくなりました。

小林 恒久

アクリル定規などで、
はみ出した部分を削
ります。

今 回の講 座では︑ホームセンターGooDay︵ グッデイ︶

平らに
仕上げます。

何か物が落下して生じたキ
ズの場合、穴の周りが盛り
上がることが多いので、キ
ズの周りを平らにしておく
と仕上がりがキレイになり
ます。

の小林さんに住まいのメンテナンスについて教えていた

完成です！

だきます︒壁紙︵クロス︶のちょっとしたはがれ︑フローリ

かくれん棒が軟ら
かいうちに素早く
キズを埋めます。

ングのキズなど︑修理をお願いするほどでもないけれ ど

キズを
埋めます。

気 になっている ところは︑こ れ を 機 会 にD I Y でのメン

使用直前に熱風を
10〜20秒程度当て
ると良いでしょう。

テナンスにチャレンジしてみましょう︒

ドライヤーで
熱して軟らかく
します。

フローリングのキズを目立たなくしましょう。はじめての
方には、その名も「かくれん棒」という商品が使いやすいと
思います。テーブル等木製家具のキズにも利用できますよ。
フローリング補修は、最
初の色合わせが一番のポイ
ントです。かくれん棒には
さまざまなカラーバリエー
ションがありますが、店頭
でご自宅のフローリングに
ピッタリあった１本を選
ぶのは至難の技。また、フ
ローリングは木目等によっ
使うもの
ても微妙に色合いが異なり
ますから、写真などで色の ▪『かくれん棒 フローリング用』
（株式会社建築の友）
見当をつけて、同系色を数 ▪ドライヤー
種類揃えるようにすると良 ▪アクリル定規など
いと思います。

グッデイ西福岡店リーダー

フローリングのキズ補修

色を選ぶ。

『クロスの穴うめ材スーパー』（株式会社建築の友）

穴あけ跡の補修

壁紙（クロス）の補修

ちょっと大きめの
ビス穴でも…

釘やビス、ピンを抜いた跡を目
立たなくするおすすめ商品が、
『ク
ロスの穴うめ材スーパー』です。
従来の穴うめ材（パテ）よりも手
軽でキレイに補修できます。何色
かバリエーションがありますが、
ほとんどの場合〈オフホワイト〉
がマッチするでしょう。

壁紙（クロス）がはがれたり破れて
しまったり…、張り替えるほどでもな
い軽微なクロスの補修には、
「クロス
のはがれ補修セット」という商品が
おすすめです。クロス専用のり・は
け・押さえローラーがセットになって
います。
穴の周りが盛り上がっている
場合には平らにします。

『クロスのはがれ補修セット』
（株式会社建築の友）

壁紙（クロス）が
破れているところに…

穴うめ材を
注入して…

完成です！

専用のローラーで
密着させていきます。
のりがはみ出たところは（乾燥する
前に）きれいな布で拭き取ります。

付属のヘラではみ出た
部分を拭き取るなど
整えます。
穴があったことが、ほとんど
わからなくなりました。

周囲の凹凸に同化するように
調整します。

接着面にホコリや汚れがあれば、事
前に拭き取ります。

完成です！

この段階で目立たなくなって
いれば完了です。

この穴うめ材には熱膨張剤が含まれているので、仕上げにドライヤー
で温めることによって自然な感じに膨らませることもできます。

クロス専用のりを
薄く塗って、貼り合わせ…
どこが破れていたのかわからないほ
どきれいになりました。

いかがでしたでしょうか？ DIYには難易度が高い作業もありま

付属のハケを使うと薄く均一に塗る
ことができ、より丁寧です。

すが、今回ご紹介したように、比較的簡単にできることはたくさん
あります。わからないことや確認したいことがあれば、最寄りの

折れ曲がってクセがついたクロスを接着する場合
は、ローラーの前に補修箇所をマスキングテープ
等で仮押さえをすると効果的です。

グッデイのスタッフにお尋ねください。

穴あけ跡が目立たない優れもの

「Jフック」

今号の特集で教えてもらった

ハッピーアシスト通信担当のY・M
です。
このコーナーでは、
マンション
ライフにきっと役立つグッズを紹介
していきたいと思います。

です。なぜ、穴が目立たないか

といえば、細い釘で止めるから。

石こうボードの下地に3本の釘

がクロスしてがっちり固定しま

す。一 番 小 さ い タ イ プ で も 2 キ
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ロの重さを支えられるという優

れものです。取付は 円玉で簡

単にできます。早くこれを使え

ば良かった～。

壁に写真や絵を掛けようと考

えている方に、おすすめです！

「Jフック」シリーズ

タイプ◦ ミニ（耐荷重〜2㎏ ）
・シングル
（ 耐 荷 重 〜 7㎏ ）
・ダブル（ 耐 荷
重〜 ㎏ ）
価 格◦オープン価格
11

穴あけ跡の補修！ 実は、我が

家の壁にも少し大きめのビス跡

があって、絵を掛けて隠してい

ます。また、カレンダーを掛け

Tel.092-762-1000（担当：桑本・大隈）

▪お問い合わせ先
グッデイ西福岡店
Tel 092︲891︲1122

新栄総合管理株式会社

ている壁も、毎年のことなので

お問い合わせ
・ご相談は…

押しピンが何度も外れ、その度

…まずはお気軽にご相談ください。

にチョットずらしてまた穴を空

転勤や入院で長期間お部屋を空けることになった際、
通気・通水などをオーナー様に代わって行い、
定期的にお部屋の状況をご報告いたします。

ける、を繰り返してきたので、

プツプツが気になります。早速

補修にチャレンジしたいと思い

ます。

そもそも穴を空けなければ補

修する必要もないのですが、な

かなかそうもいきませんよね。

そこで今回ご紹介する『Ｊフッ

ク』です。これもグッデイさん

から教えていただいたのですが、

穴あけ跡が目立たないとのこと

空家管理サービス始めました！
！
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はじめての理事編

新栄総合管理インフォメーション
新栄グループ

マンション
ライフ

イベントレポート

各イベントともにたくさんのご来場ありがとうございました。

住まいの『何でも相談会』
を
開催しました！

恒例の

6月8日／春日市
（築14年）

7月25・26日／福岡市東区
（築9年）

8月8日／福岡市東区
（築15年）

8月29・30日／福岡市博多区（築10年）

管理組合様からの要望で今回２回
目の開催となった物件もありまし
た。
『うちのマンションでもやって
ほしい』と思われた管理組合様は、
是非フロント担当者へお声掛け下
さい。
「ドアクローザー」
の速度調整もできます。

第２回！ アンピール筑紫野Ⅲ契約者限定

住まいの『インテリア相談会』を開催しました

&

Event Report

6月6・7日／福岡市中央区
（築15年）

Event Report

7月11・12日／アンピール筑紫野Ⅲギャラリー

４月に第１回を開催しましたが、
お客様からの多数のご希望があり、
第２弾『インテリア相談会』の開
催となりました。もうすぐ竣工を
迎える時期でもあり、熱心にイン
テリアメーカーと打合せされてい
ました。

管理組合主催で、入居者同士のコミュ
ニケーションを定期的にとれるイベン
トを企画したいのですが、どのような
例がありますか？
いざという時の役にも立つ
「防災訓練」
を行っている例が多いです。
まずは管理
会社に相談しましょう。

日頃からのコミュニケーションが良好なマンションでは、
住民同士のトラブルが起きても
穏便に解決できることが多く、
万が一の災害時には円滑な避難行動が期待できます。
また、
住
民同士が顔見知りで、
子ども達を見守る雰囲気のあるコミュニティは、
効果的な防犯対策にも
なっています。
こうしたコミュニティ形成の一助となるイベントは、
管理組合として取り組む意
義が大きいといえますね。
まずは、
他マンションでの開催例も多く、
いざという時の役にも立つ
「防災訓練」
を検討され
てみてはいかがでしょうか？全国のマンション管理組合等を対象に行われた
「平成25年度
マンション総合調査」
によると、
大規模災害への備えとして一番多いのが
「定期的な防災訓
練」
であり、
約４割の管理組合で取り組まれています「
。特に何もしていない」
マンションも約３
割と多いのですが、
前回
（平成20年度）
調査から順位が逆転していますので、
防災対策に取り
組む管理組合は着実に増えています。
防災訓練の開催にあたっては、
内容の検討やその準備、
参加者募集など、
理事の皆さん
が行わなければならないことも多いですが、
管理会社や消防点検業者のサポートもあります。
ぜひ一度相談してみてください。
【参考】大規模災害への対応状況（複数回答）
定期的に防災訓練を実施している

37.7%

特に何もしていない

29.2%

防災用品を準備している

26.9%

災害時の避難場所を周知している

25.1%

自主防災組織を組織している

19.0%

災害時の対応マニュアルを作成している

アンピール筑紫野Ⅲ
『夏祭り』
を開催しました

鹿児島県出身

50

29

読者からのお便りコー
ナー

福村 祐未

趣味 舞台鑑賞
業務内容 管理物件のリフォーム相談や新築分譲
マンションのインテリア相談会対応
最近の出来事 「何でも相談会」や「インテリア
相談会」に参加しました。直接、お客様の声を
たくさん聞くことができ、非常に楽しい時間で
した。お客様の笑顔をたくさん見られるよう、
もっと頑張っていこうと思いました！

40

今 後 取り上 げてほしいテーマについて

み

30

◦簡単料理やデザートのレシピ 〈たまごさん〉
◦夏バテ防止の献立など 〈K・Ｓさん〉

ゆ

★ 快適なマンションライフには、
美味しいお料理も欠かせませんね。「親子で
できる」
簡単料理など一味違う切り口で企画をしてみたいと思います！

ふく むら

20

➡
4開催に向けた準備…当日のタイムテーブルや、参加率アップの工夫などについて、管理
会社や理事、防火管理者の皆さんで話し合い、準備を進めます。
➡
5次回に向けて反省会…防災訓練の終了後は、早いうちに反省点を理事会等でまとめてお
き、次回に改善できるようにします。

◦ビルトインコンロのリフォーム、普段のお手入れ方法
について 〈シエルさん〉

きるのを楽しみにしています！

10

★ 最新のコンロの新しい機能の紹介も面白いかもしれませんね。
検討させて
いただきます。

軽に声をかけてください。お会いで

※『平成25年度マンション総合調査結果報告書』
（平成26年４月 国土交通省）より作成

※公園等を利用する場合は自治体へ届け出る必要があります。

ご感 想やご意 見 など

ることがあると思いますので、お気

3.9%

➡
3開催日を決めて告知…防災訓練を行う場合、開催日を決定し、自治体に届け出る必要が
あります。あわせて開催日時をマンション内に告知します。

◦毎回楽しみに 拝見しております。今回の体操はお料理
中にやってみます！ 〈りゃまさん〉

皆さまとはイベントなどでお会いす

その他

※防火管理者を置かれている場合には、防火管理者の方と相談して進めましょう。

★特集の主旨でもありますが新しい取り組みのきっかけとなれば、
本当に嬉
しいです。

一人前になれるよう頑張っています。

4.0%

1まずは管理会社のフロントに相談…開催時期や内容、参加率をあげる工夫など、他マン
ションの事例を紹介、提案をしてもらいます。
➡
2内容について計画を立てる…訓練の内容について消防署にアドバイスをもらいましょう。

◦「べチベルミストPRO」は効果がありそうなので試し
てみたいです。〈Ｒ・Ｙ さん〉

入社して１か月半。すこしでも早く

8.3%

不明
0

★本当に良い商品だと思いますので、
ぜひお気軽にお問い合わせください。

Staff Profile

8.8%

高齢者等が入居する住戸を記した防災用名簿を作成している

はじめての『防災訓練』の
開催へ向けての流れ

★新栄グループでは、住まいや暮らしに役立つミニセミナーや、管理組合様
等からのご要望にあわせたイベント・相談会を随時開催しております。皆
さまのマンションからの開催依頼をお待ちしております。また読者の皆さ
まは、有料セミナーも無料でご参加いただけますので、新栄住宅のホーム
ページ、新栄総合管理のホームページで最新の情報をご確認ください。

工事部
リフォーム課

13.7%

非常食を備蓄している
Event Report

８月22日（土）、23日（日）の２日間、アンピール筑紫野Ⅲマンション
敷地内の駐車場でイベント「夏祭り」を開催しました。
お越しいただいた方に、わなげやカキ氷、フランクフルト、たこやき、
飲み物などをご提供し、夏祭りを楽しんでいただきました。

スタッフ紹介

18.6%

ハザードマップ等、防災・災害対策に関する情報を収集・周知している

リフォームのご相談は、新栄総合管理に！

抽選で

6名

計

編集後記

さま

アンケートに答えて素敵なプレゼントをもらおう！

QUOカード （5,000円分）…1名さま
（2,000円分）…5名さま
応募方法 別紙アンケートハガキにもれなくご記入ください。ハガキを切り取り、郵便ポストへ投函ください。
※記入もれがある場合は抽選対象外とさせていただきます。 締切 2015年11月30日
（月）
まで（当日消印有効）
抽選発表 当選は賞品の発送をもってかえさせていただきます。後日、紙面で紹介させていただく場合もござ
います。※プレゼントは都合により同等の品に変更させていただく場合がございます。

Vol.29 プレゼント当選者発表！

（ペンネーム）

今回の特集取材でグッデイ様へお
邪魔したのは６月の始めでした。
その
日は平日で天気は雨模様にも関わら

ず、
駐車場に多くの車が入ってました。
皆さん、
何を目当てにいら
っしゃっているのかな～？と思い、
キョロキョロ。
園芸コーナーが
盛況のようで、緑のカーテン用の苗を買われている方を発見！
まだ間に合うんだと思い、
その週の休日には私も購入しました。
初めての私でも簡単に育てられることができ、
この夏、
美味しい
ゴーヤがなりました！
！
特集の取材にいろいろな所に行ったり、
いろいろな先生とお
会いする度、
私の生活の中にも変化が生まれています。
ハッピー
アシスト通信をご覧頂いている皆さまの暮らしにハッピーな変
化が生まれるお手伝いができるよう、
頑張ります。

次の発行は ●お問い合わせはハッピーアシスト通信編集局まで

QUOカード（5,000円分） S・Aさん

12月中旬

QUOカード（2,000円分） ポンタさん／M・Mさん／K・Mさん／セイマナママさん／H・Hさん

予定です！

happy-assist@sin-ei-kanri.co.jp
http://www.sin-ei-kanri.co.jp
TEL 092-762-5222 FAX 092-762-5545

※写真・イラスト・記事などの無断転載を禁じます。

