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『勇気を持って新しいチャレンジをする』

＂逃げ恥＂じゃない！DVに悩んでいるなら

3 月、引越しシーズンの到来です︕便利屋アルファでも引越
しのご相談が急増する時期です。
でも、便利屋アルファでは、引越し業者さんとは少し違った
引越しのご相談もお受けしています。

それは、ズバリ “昼逃げ引越し”
例えば、DV被害から逃げたい時、とても役に立つ引越しな
んです。
まさに、『逃げるは恥だが役に立つ』
いえいえ、『逃げるが勝ち』なのです。

たとえばこんな状況にいるかた

　□DV が、つらくて苦しくて、相手から逃げたい
　□自分の人生に価値を見い出せない
　□このひどい生活を抜け出してやりなおしたい
　□最近、命の危険すら感じるほどの恐怖がある

DVをやめさせることは難しい。
でも、その状況を抜け出すことはできます。

〇今までの生活を離れて、冷静になりたい
〇とにかく暴力を振るわれない環境にいきたい
〇相手に今までの行為を反省してほしい
今の生活に限界を感じ、相手と距離を置きたいなら、相手に
内緒で引越しをするのも手です。
まずは、相手と連絡を絶ち、
お互いが冷静になれる環境を
つくりましょう。
便利屋アルファは、勇気を持って
行動するかたの助けになります。

便利屋アルファのホームページでは、
“DVから逃げる引越し” を詳しく紹介しています。

いつも便利屋アルファをご利用いただき、誠にありがとうござ
います︕
今回は “チャレンジ” をテーマに書いてみたいと思います︕

■変わることに積極的でいよう                          
年齢を重ねると、変わることに抵抗を感じてしまいがちです。
私も最近、そんなことを自覚するようになりました。
人からのアドバイスや、新しいものを受け入れるのが面倒に
なっていることに気付いた時、積極的にチャレンジしてみよう
と頭を切り替えています。
そう心掛けていると、意外な発見や新しい自分に出会えたりし
て、良い刺激になるんです︕　　　　　

■長い目で見れば、失敗などない                       
“チャレンジ” について考えてみると、“成功” とか “失敗” と
いう言葉が頭に浮かんできます。
やるからには成功したいものですが、成功までの道のりには、
上手くいかないことや挫折が数多くあります。
そうしたことも、「成功するまであきらめない」「長い目で見れ
ばいつか成功するんだ」と考えて、チャレンジを続ける気持ち
を維持しています。

新年度は、何か新しいチャレンジを始めるにはとても良い季節
ですね。
みなさんの、新しいチャレンジ、
ぜひ聞かせてください︕

さぁ、3月の引越しシーズン張り切って頑張っていきましょう︕って感じに燃
えている便利屋アルファスタッフ一同です。今回は、皆様に軽トラのポテンシャ
ルの高さを紹介したいと思います。よくある疑問「軽トラってどのくらい荷物
が載るの︖」と思う方も多いことでしょう。そんな疑問にお答えするため、実
際に軽トラに荷物を載せた写真を使って紹介いたします。

下から見るとこの迫力
下から見るとこの迫力

ドーーーン！
ドーーーン！

benriya-shigotojutsu benriya-shigotojutsu benriya-shigotojutsu benr

まずは、2 ドアの冷蔵庫
まずは、2 ドアの冷蔵庫

そして次に洗濯機
そして次に洗濯機

続いてこんな家具やこんな家具も
どんどん載せていきます
続いてこんな家具やこんな家具も
どんどん載せていきます

スペースにうまく荷物を詰めていきます
スペースにうまく荷物を詰めていきます

小さな荷物もこうやって
重ねて載せていきます
小さな荷物もこうやって
重ねて載せていきます

軽いものは上に載せれば大丈夫︕軽いものは上に載せれば大丈夫︕

どうでしょうか︖
軽トラ 1 台でも
こんなにたくさんの
荷物が載るんです︕

どうでしょうか︖
軽トラ 1 台でも
こんなにたくさんの
荷物が載るんです︕

逃げるが勝ちです！逃げるが勝ちです！

いかかでしたか︖
便利屋アルファの仕事術＆軽トラに載る荷物量。
ご依頼の際の、参考にしてみてください !

いかかでしたか︖
便利屋アルファの仕事術＆軽トラに載る荷物量。
ご依頼の際の、参考にしてみてください !

軽トラ軽トラ
便利屋仕事術便利屋仕事術

はこんなにモノが載るんです！はこんなにモノが載るんです！



ごほうびスイーツ♪
スタッフイタバシの
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今、ハマっているもの今、ハマっているもの

あなたの家にもありませんか？　　　あなたの家にもありませんか？　　　

三重県鳥羽市といえば真珠。そのアコヤ貝のパウダーが
入ったマドレーヌをご紹介します。その名は 『シェル・
レーヌ』ぷっくりとした形が何とも言えず愛らしい～。
外は少しカリッと、中はしっとり。一口食べた瞬間に芳
醇なバターの香りと旨味が波のよう
に押し寄せてきます。
“おいしーい︕” 真珠パウダーの天然
カルシウムを取りながら、美しく元
気になれる一品︕

■真珠パウダー入りで元気に美しく︕                   

■添加物フリーの安心お菓子。お土産にも Good ︕ 

ブランカさんの
「シェル・レーヌ」
ブランカさんの
「シェル・レーヌ」

プレーン
プレーン

『シェル・レーヌ』 はべーキングパウダーや保存料などの
添加物を一切使用していません。体にやさしく安心です。
また、無添加でありながら常温保存で OK。約 1 か月くら
い日持ちする点も嬉しいところ。お土産やプレゼントに
もぴったりですね。(^o^)

株式会社ブランカ
http://www.blanca.co.jp/
TEL:0599-25-5999

懐かしの逸品懐かしの逸品

池内　秀樹
いけうち　ひでき

便利屋アルファスタッフが

私、メダカにハマっています︕
魅力は何といっても＂可愛さ＂❤
私が水槽に近づくと、メダカたちが寄ってくるんです～。
メダカを眺めて日本酒を一杯。至福の時間です。

よろしく
お願いいたします！
よろしく
お願いいたします！

～足踏みミシン～～足踏みミシン～

今ではほとんど見かけなくなった「足踏みミシン」。
昭和 30 年代に一般家庭に普及されるようになりました。
当時の価格で 25,000 円くらい。その頃の大卒初任給が
18,000 円ほどだったことを考えると、かなり高価です
よね。左右の足を少し前後にずらしてペダルに乗せ、前
に後にと踏みながらカタカタと縫っていく…。だから縫
い速度は自分次第。調子に乗って踏んでいると勢いがつ
き、リズムが狂ってしまって慌てふ
ためくことも…。本体を前に倒して
たたむとフラットな机にもなる二刀
流！
足踏みミシンを販売していた主なメ
ーカーはジャノメ、シンガー、ブラ
ザーなどがありました。
ちなみに 3月 4日は語呂あわせで
「ミ（3）シン（4）の日」です。

終活片付け
楽しみながらできる

■終活は寂しい？　　　　　　　　　　　　
“終活” というと、なんだか寂しい気持ちになります。
私の母も、最近「終活の片付けをしなをくちゃ」と口に
します。
私は「無理にやらなくてもいいよ」と話しますが、少し
ずつでも身辺整理はしておいたほうがいいだろうと心で
は思ったりして、子供として複雑な心境です。
母が自分のものを片付けながら、寂しい思いをしていた
らと思うとなんだか切ない気持ちになります。
なので、どうしたら寂しくない終活ができるのだろうと
考えてみました。

■今できる楽しみに繋げる　　　　　　　　
終活の片付けを、今できる楽しみに繋げるのはどうで
しょう？
実家で子供と孫が集まってホームパーティを開くために
片付けをして、部屋を広くする。
そんなテーマで片付けをしたら寂しくないかもしれません。
部屋をただ片付けるだけではなく、
新しく家具を買い替えるのもアリ
ですね！
今を楽しく過ごすきっかけと
しての終活片付け、いかがで
しょうか？　　　　　（角田）
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便利屋
活用術

安心して低予算の住宅修理なら

がオススメです︕
がオススメです︕

便利屋
ホームセンター

＋

■高額な住宅修理にお悩みなら
長年、住んでいる家も、いつの間にか色々なところが傷
んできますよね。
屋根の雨樋が詰まったり、お風呂の水道カランが劣化し
たり、室内の手すりが壊れてしまったり、トイレが故障
したり。
住宅の設備が壊れるたびに、「またか…」と修理のための
高額な出費にガッカリしてはいませんか︖
その悩み、解消いたします︕
住宅修理は、便利屋アルファにおまかせください︕

■便利屋アルファならではの安心低価格
“便利屋アルファの住宅修理” は、主にホームセンターで
部品を調達するので、作業費 + 部品代（実費）だけの安
心価格でご提供しています。
今や、ホームセンターにはないものがないというほどに
商品が充実しているので、たいていのことは、ホームセ
ンターにあるもので修理できるんです。

ホームセンターによく行っている私が
職人の経験を活かして、様々な住宅修理
を解決いたします！
住宅修理なら「便利屋アルファの坪谷」
と言っていただけるよう、
頑張ってまいります！
どうぞよろしくお願いいたします！

NewFaceNewFace

商品紹介　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 個 /162 円
10 個 /1,620 円

vol.013



荒木荒木

便利屋アルファ 0120-02-8686 便利屋アルファ

くわしくは
コチラを
ご覧ください

お問い合わせはこちらまで　24時間365日休まず営業中︕

ID:@benriya_alpha

便利屋アルファ
公式 twitter

＼見積、相談無料︕お気軽にお問い合わせください／

　合同供養のご報告とご案内ただ一心
ここ数年、剪定が楽しくて仕方ありません。
暇さえあれば、色々な樹木について知識を
蓄えています。

樹木の特徴を熟知してやる剪定。
より活き活きと育つよう、心を込めて手入
れをする。

余分な枝を切り落としながら、自分の心を
整理しているような感覚が大好きです。

ここ数年、剪定が楽しくて仕方ありません。
暇さえあれば、色々な樹木について知識を
蓄えています。

樹木の特徴を熟知してやる剪定。
より活き活きと育つよう、心を込めて手入
れをする。

余分な枝を切り落としながら、自分の心を
整理しているような感覚が大好きです。

便利屋アルファ　飯島貴晃 便利屋アルファでは月に1回、合同供養を執り行っています。
ご遺品や想い入れの品、安易に捨てることができないもの
の片付けは合同供養をおすすめしています。
供養費無料で、僧侶による心のこもった丁寧な供養が受け
られます。
ぜひご相談ください。

便利屋アルファの便利屋アルファの

進学・進級おめでとう
︕

進学・進級おめでとう
︕

新生活応援新生活応援
私たちに
お任せください
私たちに
お任せください

人生好転の大チャンス
　　　

人生好転の大チャンス
　　　

大丈夫まだ間に合う大丈夫まだ間に合う

急ぎの引越し急ぎの引越し

樹木の剪定樹木の剪定

パートナーのDVから逃
げる︕

パートナーのDVから逃
げる︕

訳あり引越し訳あり引越し

さあ、今年こそさあ、今年こそ

空き家の片付け空き家の片付け

角田角田 飯島飯島

大切にしてきたものに感
謝を

大切にしてきたものに感
謝を

家具家電の処分家具家電の処分遺品整理遺品整理
遺品の整理は心の整理遺品の整理は心の整理

新しい家具で気分一新
︕

新しい家具で気分一新
︕

組立て代行組立て代行

脱・ゴミ屋敷脱・ゴミ屋敷
風水を取り入れて運気

上昇︕
風水を取り入れて運気

上昇︕

家具の模様替え家具の模様替え
明るい暮らしにするなら

LED
明るい暮らしにするなら

LED

照明の交換照明の交換

買い替えで気分一新︕買い替えで気分一新︕

快適生活をお手伝い　快適生活をお手伝い　

買物代行買物代行
活き活きと育てるなら活き活きと育てるなら

まだまだ使えるものは
　　　　　　　

まだまだ使えるものは
　　　　　　　

不用品の買取り不用品の買取り
相手がいればより楽し

い　　　　　　
相手がいればより楽し

い　　　　　　

ゲームの対戦相手ゲームの対戦相手

大切な思い出を記録し
よう

大切な思い出を記録し
よう

ビデオ撮影ビデオ撮影

お片付けで生活革命︕お片付けで生活革命︕

不用品の処分不用品の処分

きれいなお庭を維持し
よう

きれいなお庭を維持し
よう

庭の草刈り庭の草刈り
新しいチャレンジ応援

します︕　　
新しいチャレンジ応援

します︕　　

スマホ操作練習スマホ操作練習

快適な介護生活のため
に　　

快適な介護生活のため
に　　

介護ベッド設置介護ベッド設置
運気アップには欠かせ

ない︕
運気アップには欠かせ

ない︕

ハウスクリーニングハウスクリーニング人形供養人形供養

をを
しよう！しよう！
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使用した道具：
岡恒刈込み鋏
使用した道具：
岡恒刈込み鋏

子供部屋をつくる子供部屋をつくる

エンジョイエンジョイ
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