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「「「「
つなぐ」」」」
建材部部長 板垣 浩

今年久 々の新入社員が入社して、はや六カ月が過ぎよ
うとしています。日々仕事をしていると、改めて若者に
は、可能性を感じるし、また若 いという事は、無条件で

数年前、同じように宮

社内を明るくし、活気 つかせるものだと日々感じていま
す。
自分も
作に入社しました。どんな気持ち
で入社したかは思 い出せませんが、
先輩から指導を受け、少しず つ仕
事が分かるに つれておもしろくな
っていったのは、覚えています。
今、先輩から指導を受け育てら
れた自分が、
曲がりなりにも後輩を育てる立場にいます。
この文章を書 いていて非常に重大な役目だと再確認しま
し、少しでも若者 の将来に繋 いでいけるよう努力したい
と思 います。自分もいい年にな ってきましたので、駅伝
の 「
たすき」のように後輩の背中をポ ンポ ンと押して、
たすき渡しができるような先輩を目指し努力していきた
いと思 います。

「「「「
人生 のあいうえお」」」」

おー恩恩恩恩

えー縁縁縁縁

うー運運運運

いー命命命命

あー愛愛愛愛

国道給油所所長 長田 泰祐

最近耳にしたちょ っといい話、人生で大切な

「
あいうえお」に ついて紹介したいと思います。

人生 の大事な 「
あいうえお」では、運は愛と

命、縁と恩にはさまれています。 つまり愛と命

を大切に、縁と恩を忘れずに大事にする事で初

めて運が向いてくるということだそうです。

愛と命 の大切さは言うまでもありませんが、

東日本大震災では命 の大切さ、ありがたみを改

めて痛感しました。もしあの場に自分がいたらどうしていただろう、子供た

ちがいたらと思うと、子供たちだけでもどうにか ・・・と思う自分がいまし

た。相田み つをさんの 【
生きているだけでまるもうけ】―子供たちに伝えて
いきたい名文です。

そして最近は縁と恩もとても大切だということも感じます。当たり前 のよ

うにいる家族、昔から変わらな い仲間達との縁や恩、 一日の大半を過ごす職

場での上司、 スタ ッフ、お客様との縁と恩。日々感謝し、大切にしていきた
いです。

こんなことをしみじみ思い、私も年をと ったなぁと感じる今日この頃、愛

と命、縁と恩を大切にして、年末ジ ャンボは今年こそ ・・・
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「「「「
○○ のののの秋秋秋秋」」」」
設備 工事部 熊倉朱美

まだ暑 い日もありますが、朝夕 はだ いぶ涼 しくな って秋 の訪れを感
じるよう にな りま した。 秋と いえば 「
○○ の秋」と いいますね。 「
食
欲 の秋」 「
読書 の秋」 「
芸術 の秋」 「スポ ー ツ の秋」な どと いわ れます
が皆さ んはどんな 「
秋」を満喫 して います か？私 は食欲 の秋 です かね
～涼 しくな ってく ると夏 バ テし て いた 人も夏 バ テが解 消さ れ て食 欲
が増 してくる のではな いでし ょう か。皆さ ん食 べすぎ には注意 ですよ。
と ころ で、今年 の中秋 の名月 は見ま したか ？私 はゆ っくりとは見 て
いな いのですが、 キ レイ でしたね。 月 の満ち欠けは 一日単位 でもあ る
そう です が ほん の数 パー セ ントず つしか満ち 欠 け しな いそう で私 た
ち の目には見 て分 からな いそう です。
天気 が良 い日に空を見上げ ると空気 が澄
ん で いるよう で空が高 く 「
秋」を感 じます。
これ から は紅葉 も はじまり行楽 にも いい季
節 ですね。 紅葉 を見 に行 く機会 がな かな か
無 か った のですが今 年 は行楽 を楽 しみた い
と思 います。気 温 の差 が大 きくな ると体 調
を崩 してしまう ことが多 くな ると思 います
が体 調管 理を してそれぞれ の 「
秋」を満喫 しま しょう。

「「「「
新入社員紹介

建材部 髙橋 淳

初 めま して、新 しくサービ ス課に入 った畠 山健太 です。何も分 から
な い状態 で入りま したが、皆さ ん の顔と名前 を徐 々に覚え て仕事 の方
も基本的なも のを教え てもら い、そして皆さ ん の色 々なご指導 を して
もら いあ っと言う間 に六 ヶ月目に入りま した。まだまだ仕事 の方も覚
え る事 はたくさ んあり、 ミ スもたくさ んしてしまう のでこれからもご
迷惑 をかけ てしまう かも しれませんがそ の時 はご指導 よろ しくお願
いします。
遅 くな りま したが自 己紹介 をさ せて いただきます。好きな食 べ物 は
オ ムライ スとお寿 司 で嫌 いな食 べ物 はト マト です。休 日はほとんどゲ
ー ムをす るほどゲ ー ムが好き です。 人と会話をす る のも大好きな ので
会社 の中 でも外 でも話 しかけ てくれたら嬉 し いです ！疲 れ て いても
な る べく笑顔を出すよう にします。
まだまだ仕事 の事も皆さ ん の事 も分 からな いのでどんどん教え て
くださ い。 これからもよろ しくお願 いします。

お客様サービ ス課 畠 山健太

皆さ ん初 めま して、今年 の春 から 入社 しま した髙橋淳 です。
中条高校出身 で、部活 はサ ッカーを して いま した。社会 人 のチー ム
にも入ろうと考え て います。サ ッカー の好きな方 は気軽 に話 しかけ て
くださ ると嬉 し いです。
仕事が始まり ６ ヶ月目にな りま した。皆様 一人ひとり優 しか ったり、
厳 しか ったりと、と ても良 い環境 で働 かせ て いただ いて いると思 いま
す。自分も早く営業 でき るよう事務 の仕事 と配達を両立 でき るよう取
り組 んで います。商品や、現場 の事をも っと知 って、 お客様 に信用さ
れ るような仕事が出来 るよう これからも毎 日頑張 ります。
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編集後記・・・お忙しい中原稿をよせていただいた皆さんありがとうございました。さて最近ようやく夏の暑さも
一段落し、秋らしい季節となってきました。この時期になると笹川流れ方面で、イカ釣りの人を多く見受けられる
様になります。私もその中の一人でこの時期の秋を満喫しています。先日も釣りを楽しんでいた私ですが、釣り上
げたイカに思いっきりスミをかけられ、着ていた T シャツを汚されてしまいました。落ち込んだ私ですが、イカに
負けてたまるかと、「やられたらやり返す、十倍返しだ」とばかりに、家に持ち帰り思いっきり美味しく頂いてや
りました。そんなどこかのドラマみたいな秋を満喫している私ですが、皆さんはどの様な秋をお過ごしでしょうか。
次回の原稿ですが、常務、飯沼さん、佐藤洋樹さん、内山さんにお願いします。

