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MISSIONMISSIONMISSIONMISSION・ミッション・ミッション・ミッション・ミッション    

 この季節、泣き笑い、いろんな意味でリセットです。みなさま、楽しく生きていきましょう！ 

先日、本屋さんで「MISSION」岩田松雄著の本を見つけて親子で読みました。元スターバックス CEO
の方で、僕たちは何のために働くのかと働く理由を書いています。 

私は、アルカンシェルの経営と他に NPO 法人の理事長と地域の役員もやっていて、よく、大変ですね

と言われますが、何のためにやっているかが明確なので、まわりのみなさんが思うほどではありません。 

私は、「笑って、楽しく生きていきたい」で

す。いろんなことをやるといいことも悪いこ

ともあります。いいことなら、笑って楽しい。

悪いことやトラブルのときに、どうすれば笑

えるようになるのか、この状況をいい方向に

出来るかを楽しみにしています。愚痴や悪口

を言っても決していい方向に行かないので。 
みなさんが私と出会ってよかったと思われ

るととても嬉しく、私の生きがいです。 

 
私は、少しでも若い時に、できれば学生の

時に、何か気づくといいなぁと思い、大学生

といろんなことをやっています。 
朝日新聞に大きく掲載されましたが、 

2013年 2 月 10 日 北九州市市制 50 周年記

念「アースラリーと 10,000 枚のモザイクアー

ト」を紹介します。 

これの何が凄いかと言うと、初めて出会っ

た、北九州市立大学、西日本工業大学、九州

共立大学、九州女子学園、九州国際大学、北

九州工業高等専門学校の 6 つの学校の学生が

一緒にこんな大きなことをやるというのは、

快挙なのです。 

 
最後最後最後最後にににに今今今今のののの若若若若いものはいものはいものはいものは、、、、私私私私たちよりたちよりたちよりたちより    

「「「「凄凄凄凄いいいい」」」」ですですですです。。。。    

 

 
株式会社 アルカンシェル 

代表取締役 岡本広治 

 

◆消費税が上がるということで、大きな買い物の建築・リフォームを慌てている方へ◆ 

 今、建材や職人不足になっていて、値上がりしています。しかし、手摺の取り付けや段差解

消や設備機器の改修などやらないといけないことは、直ぐにやりましょう。 

 消費税が上がった後、建築費は適正価格に落ち着くでしょう。 
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 ショールームには広い展示スペースに新作の商品がずらり。最新の技術を駆使した商品から、デザインまで

様々あり、十分に楽しめます。未来の住まいを想像して遊びに行ってみましょう！ 

 そこで、最近見た中で個人的に気になった商品をご紹介します！ 

 

■キッチン 毎日使うキッチンで個人的に好きだったのが、カウンターの向いに

調味料を入れられるような棚が設置できること。調味料は使用頻度も高いために

すぐに取り出す部分にほしいもの。ダイニング側からは見えないし便利です。 

 

■建具 建具がルーバー式になっているものです。換気はしたいけど窓を全開にするのはちょっと・・・とい

うときなど、これならルーバー式で３箇所に分かれているので調節ができます。クローゼットはカビの気にな

る時期など活用できそうです。 

 

■エコカラット 内装用のタイルみたいな素材です。この脱臭効果と吸湿効果が

すごいんです！まるで呼吸をしているように適度な湿度を保ってくれます。タイ

ルの種類も様々で、リビングのテレビの裏や寝室のヘッドボード側に取り付けた

り、凹凸があるものを使用すれば間接照明が映えます。脱臭効果も高いのでペッ

トを飼われている方にもお勧めしたいです。水回りには水と汚れははじく「エア

リオ」という商品がありました。トイレなど臭いが気になる所には大きな効果が

得られそうです。 

■収納 無駄なスペースになってしまいがちな洗濯機の上を活用した提案が

ありました。引出しのように引張るとハンガーがかけられるようなポールが

出てきます。一時的に物干しスペースとして使ったり、外には干したくない

ものなど、かけられるようになっています。ホームセンターなどでラックを

購入すると統一感にかける場合がありますが、こちらは既存の建具などに色

も合わせられてスッキリ収まります。 

 

 商品の入れ替わりは早く次々に新しい商品が出てくるので、

いろんなところに行ってみたいと思いました。 

 自分の考えをまとめる方法として、また最新の設備などの情

報収集としてショールームに行ってもいいと思います。土日は

来場されるお客様が多いようですが、事前に予約をしておけば、

大丈夫。すでにプランを考えている場合は、図面などを持って

いくとプランも立てやすく、店側としても提案しやすいようで

す。些細な質問にも丁寧に教えて頂けますし、プロのアドバイ

スは参考になりますね。    村越 

 

北九州市内北九州市内北九州市内北九州市内のショールームのごのショールームのごのショールームのごのショールームのご紹介紹介紹介紹介    

営業時間 午前 10 時～午後 5 時  （タカラスタンダードは午後 6 まで） 

休館日 毎週水曜日（但し、祝日の水曜日は開館）, 

 

 

 

    
 

LIXILLIXILLIXILLIXIL    
住所 福岡県北九州市 

      小倉北区中島 1-17-6  

電話番号 093-531-4111  

 

TOTOTOTOTOTOTOTO    
住所 福岡県北九州市 

   小倉北区貴船町 3-8  

電話番号 0120-43-1010 

 

PanasonicPanasonicPanasonicPanasonic    
住所 福岡県北九州市 

     小倉南区徳力 6-14-35  

電話番号 093-964-7766  

 
クリナップクリナップクリナップクリナップ    

住所 福岡県北九州市 

      小倉南区徳力 1-16-7  

電話番号 093-964-1011 

 

ヤマハヤマハヤマハヤマハリビングリビングリビングリビング    
住所 福岡県北九州市 

   小倉北区砂津 1-5-34  

電話番号 093-551-2112 

 

タカラスタンダードタカラスタンダードタカラスタンダードタカラスタンダード    
住所 福岡県北九州市 

     小倉北区東港 1-1-15  

電話番号 093-582-5916  

 

建築建築建築建築メーカーのショールームへメーカーのショールームへメーカーのショールームへメーカーのショールームへ遊遊遊遊びにびにびにびに行行行行ってみってみってみってみようようようよう！！！！    
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 先日、カレーの国から帰国した。帰国後三日目の現在、下痢に襲われながらここに思い出を記しておく。 

インドに行って衝撃を受けたことは言うまでもない、街や人の匂い、飛び交う言葉、色彩…日本と同じものは

空の青さくらいで、長時間のフライトを終えてインドの街へ踏み入れた時には、野犬の多さに涙した。こいつ

にかまれて狂犬病になるの？ 

 

 偏見にまみれてインドへ行ったわけではないが、彼らの胡散臭さは僕の嗅覚を刺激する。ホテルに着いてか

ら荷物を運んだり、部屋の説明をしてくれたインド人が、チップを要求してきたので渡そうとすると大きな紙

幣しかない。そこで、あしたお金を細かくしてその時に渡すから、と言うと「自分は明日ホテルにいないから、

いまチップをくれ」という。渋々大きなチップを渡すと上機嫌。次の日彼は朝から晩までちゃんとそのホテル

にいた。なんて初日！ 

 街へ繰り出すと、いたるところにオートリキシャ―（バイク版

のタクシーみたいなもの）があり、運転手がやたらと観光客に声

を掛ける、「マイフレンド！」と。やかましい友達だ。中には運

転手と組んで、若い男性が巧みな話術で勧誘をしてくる。「君た

ちの行きたいところはどこ？そっちはあまり安全じゃないから、

あのリキシャ―に乗った方がいいよ！」僕はタイやカンボジアで、

このようなやり取りを何度も経験しているから躱し方を心得て

いたが、それにしてもインド人はしつこい。ここで「しつこい」

と言う英語を知らなかったので困った。歩けばそこら中から声が

掛かるので、街を興して騙しに来ている感がすごい。決して悪口

ではない、文化に驚いたのだ。あのしつこさに。 

 

 しかしタージ・マハルの綺麗さ、荘厳さと言ったら！あのお墓で一日を過ごしてもよかったかもしれない。

写真で見るよりも美しく、それでいて本物は写真のようだった。とても言葉にはできまい。満月の夜には深夜

のタージ・マハルへ入場ができるそうだ。是非、行ってみたいがもうインドには…ゴモゴモ。 

 

 食べ物について書いておく。ナンやカレー、ラッシーなんかを思い浮かべると思うが、じつはインド料理、

何を食べてもおいしい。本当に口に合うのだ。人によりけりだとは思うが、生水と生野菜に気を付ければ、イ

ンドでの食生活は問題ないと確信した。だがこのいまの腹痛はなんだ。美味しそうな料理は名前くらい覚えて

おきたいものだと思って聞いたが、忘れた。その程度か。 

 

 デリーにてオネェ系サリー集団に誘惑というか歓迎され（ジョイナス、という感じで）、頬を触られたり、

日本人旅行者に話しかけたら「日本の方だったんですか！！」と目を見開かれたり、ここでは到底書けないよ

うなお誘いがあったりと…僕がインドにいるってだけでたくさんの問題が起きるんだな！と思った。しかし色

彩の国インドにて、あと一日滞在していれば、「ホーリー」という色粉やペンキのようなものを付けあうお祭

りがあったそうな。その日だけはカースト制度も関係ない、街をあげて行われるそんな素敵なお祭りがあった

そう。まぁトラブルメーカーな僕は、通りすがりの女の子に、ピンクの粉を塗り逃げられたが。悪意を感じた。

ホーリーの日はまだですよね？？？？？ 

 

 一度行けてよかった、それが今回のインドへの

旅の感想。経済成長が著しいとされるインド、あ

と何年か後に訪れれば、また違った表情がみられ

るのかもしれない。インドは自分自身だ、と言わ

れる。広く寛容な心で臨めば、インドもそれに応

え、不安と疑念を抱いて旅をすれば毒蛇が牙をむ

くそうだ。僕はもちろん、終始後者だったような。    

 

おわり。 
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○○○○大分大分大分大分にににに行行行行ったときはぜひったときはぜひったときはぜひったときはぜひ！！！！○○○○    

    

    

    
    

    
    

    
 おいしいケーキをおなかいっぱい食べたいと思

った時、ついつい足を運んでしまうのが「シエタニ」

という洋菓子屋さんです。 

 ぜひ試していただきたいのが「ケーキバイキン

グ」大人 1,800 円で 90 分間約 20 種類のケーキが頂

けます。ちなみにドリンクバー付です。 

 多く食べるコツとしてはチョコレートなど甘さ

の強いものは後半に食べること。ですが、たまにタ

イミングが悪くコッテリ系ばかり並んでいること

もあるので、こればかりは運です。 

 種類が豊富で季節限定の種類もあり、味もおいし

いので何度行っても飽きません。 

大分方面に行くときはお立ち寄りください♪ 

【【【【ボランティアボランティアボランティアボランティア募集募集募集募集！】！】！】！】    

http://himawariekiden.blog55.fc2.com/http://himawariekiden.blog55.fc2.com/http://himawariekiden.blog55.fc2.com/http://himawariekiden.blog55.fc2.com/    

    

    

    

    

    

    

    

    
 今年もこの季節となりました！平成 25年 5月 12

日（日）に第 13 回 北九州市民ひまわり駅伝大会

が北九州市庁舎周辺で開催されます。幼児から高齢

者まで、国内の大きな大会に出場するような、スピ

ードランナーから障害を持っている方まで、同じフ

ィールド、同じ条件で、7 時間走り続けるチームに

よる駅伝耐久大会です。毎年、「ひまわり一輪」と

いう 1 人で 7 時間を走る選手がいて、感動を与えて

いただきます。 

 今回は、FM ラジオ放送とインターネット生放送

を計画しています。また、キャラクターチームを結

成します。そこで、下記のボランティアを募集いた

します。 

 

        いろんないろんないろんないろんな情報情報情報情報をおをおをおをお待待待待ちしていますちしていますちしていますちしています！！！！！！！！    

 皆様のお住まいやお店で、気になる箇所や、見て欲しい箇所、これってどうなの？な疑問、イベント

参加の申し込み、紹介したいお店や商品、皆様がお持ちの楽しい情報やおもしろいネタ、匠の情報、配

布先の紹介等、アルカンシェル迄 

お気軽にご連絡くださいませ。 

ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：ＴＥＬ：０９３０９３０９３０９３（（（（９６４９６４９６４９６４））））２８４１２８４１２８４１２８４１    ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：０９３０９３０９３０９３（（（（９６４９６４９６４９６４））））２８４０２８４０２８４０２８４０    

メールメールメールメール：ｅｎｎ＠ｃｈｉｖｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ：ｅｎｎ＠ｃｈｉｖｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ：ｅｎｎ＠ｃｈｉｖｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ：ｅｎｎ＠ｃｈｉｖｅ．ｏｃｎ．ｎｅ．ｊｐ    

○○○○ラジオラジオラジオラジオ放送用放送用放送用放送用でででで、、、、当日取材当日取材当日取材当日取材ボランティアボランティアボランティアボランティア    

○○○○キャラクターチームボランティアキャラクターチームボランティアキャラクターチームボランティアキャラクターチームボランティア    

お弁当と飲み物は、本部が準備します。 
大会当日、8 時開会式 9 時スタート  
16 時ゴール 17 時に閉会式終了予定 

 

瀬の本高原店 

大分県玖珠郡九重町湯坪

瀬の本 628-8 

営業時間 9:00 - 18:00 

定休日 不定休 

 

◆◆◆◆コストココストココストココストコ    北九州倉庫店北九州倉庫店北九州倉庫店北九州倉庫店    OPENOPENOPENOPEN！！！！◆◆◆◆    
 3 月 22 日（金）に八幡西区本城、北九州市立大

学近くにコストコ北九州倉庫店が OPEN しまし

た！ビッグサイズで販売されるアメリカ気分をぜ

ひ楽しんでください！ 

 小売りをしていないため、購入後は、ご近所と分

けたり小分けで冷凍して使用する方が多いようで

す。買い物袋は、店頭で販売されているものか持参

になりますのでご注意を！ 

『『『『PM2.5PM2.5PM2.5PM2.5』』』』    
 非常に小さな粒子の為、肺まで届き、蓄積される

と気管支ぜんそくや発がん性への影響が懸念され

る「PM2.5」ですが、室内に持ち込まないためにも、

洗濯物や帰宅時は衣類についているものをとりま

しょう。 

 その際に気をつけるのが、叩かな 

いこと！叩いてしまうと繊維の奥に 

入り込んでしまいます。なので、 

軽くゆすって落としましょう♪ 


