Congratulations

我が家のかわいい宝物♪

宮下 静輝（しずき）くん

2016 年 6 月 11 日生まれ

いつも笑わせてくれて
ありがとう ♪
元気に育ってね
【工事部

新

宮下修一

どんどん大きくなって
イケイケになってね★
【設計部

長男】

理央（りお）ちゃん

2016 年 6 月 28 日生まれ

おにいちゃんと
仲良く遊んでね

すくすくと
元気に育ってね！

新

正和

倉持

崇

長女】

長女】

【工事部

野村桂太

2017

関谷

野村 遥斗（はると）くん

2016 年 2 月 17 日生まれ

【工事部

7

倉持 芽依（めい）ちゃん

2015 年 9 月 22 日生まれ

樹（いつき）くん

2016 年 10 月 13 日生まれ

すくすくと元気に
ママ好みの
イケメンに育ってね

長男】

【工事部

関谷

豪

長男】

今、感じること 『 今年の課題 』
皆様、お健やかに新年をお過ごしでしょうか。
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新年を迎え、改めて「私が今、感じることと今年の課題」
を伝えたいと思います。
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①枠の中に漢字１字を入れて、二字熟語を完成
させてください。
②そして枠の中に入った二文字をさらに組み合
わせて二字熟語を完成させてください。
正解者の中から、抽選で素敵なプレゼントを
差し上げます。答え・住所・名前・電話番号を
ご記入の上、下記、本社までハガキかＦＡＸで
お送りください。

●表紙挨拶

私は、2015 年 7 月に後継者塾を卒塾させていただきま
した。そこで同じ立場の方々と約 1 年程学ばせていただ
いたお陰で、自身の視点や考え方、気持ちが変わり、社
内の様々なことが見えてくるようになりました。以前か

●職場探訪

ら、心の片隅に引っかかっていたものが、はっきりと「自

●染谷写真館 ・・・・・・・・・６

分で行動しなくては」という明確な意思へと変化したこ

●News＆Topics ・・・・・・・・７

とを感じています。

●我が家のかわいい宝物 ・・・・８

正直、今までは会長、社長、専務がいるからと甘えて
いる所がありました。しかし、日々、服部社長と色々な

前回の漢字クイズの答え合わせ
正解は①植物 ②解読 (or読解)
③芸術
でした

正解の方に、ささやかなプレゼントをお送り
しました。何が届くかお楽しみに

話をさせていただく中で、次世代を担うということが現
実味を帯び、「自分でやっていかなくては」という覚悟の
ような思いが芽生えてきました。しかし、自分自身が準
備 OK な状態かといえば、
「まだまだ」
「まだまだ」であり、

お任せくだ

に
わたしたち

さい！

私が住みたい部屋がある

もっと知識や経験を積み上げて学んでいかなければいけ
ないことを実感しております。
今年は、後継者としての自身を成長させるために、服
部社長から課題をいただき、社員の成長を支援し、希望
を育む社内の変革に取り組み始めました。社員のために
も、「シャインカンパニー」を実現するべく率先垂範して
参ります。
常務取締役

someya Vol.7
人が輝く

（2017 年 1 月 1 日 ( 日 ) 発行）
ホームページはこちら
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謹賀新年

シャインカンパニーを 実現するために

財産である
「人 を育てる」土壌をつくる
人が輝くシャインカンパニー

まずは「与える」こと

私は、「人を大切にする経営」を掲げ、someyaに係わるす
べての人が輝くための合言葉として、「人が輝く シャイン
カンパニー」を企業理念とし、早1年が経ちました。

そして、上司は部下に仕事を「してもらう」のでは
なく、仕事の楽しさ、達成感につながる指導を「まず
は与える」ことから始めることが大切です。すると部
下に感謝の気持ちが芽生え、やがて信頼し合える人間
関係へと変化していくのです。それが社内全体に広ま
れば、個々が幸せに仕事ができ、今度は自分が誰かの
ために「与える」喜びを感じさせてあげることができ
るようになります。
ぜひ、上司には「何人の部下を指導した」のではな
く、
「どれだけの人を一人前に育てあげたか、いい人財
を育て上げたか」を大事に考えて欲しいと思います。

社員がイキイキ仕事をし、輝いてほしい。経営陣は社員が
輝く経営をするという決意、また、役員、社員お互いが輝け
る環境、関係を目指す。そして、会社や社員が輝けば「お客
様を喜ばせ、幸せにできる＝お客様も輝く」という想いを込
めましたが、それができてきたかと自問すれば「まだまだ」
だと感じています。
すべての人が輝くために、2017年、私は改めて「人を育て
ていく」ことを一番に考えていこうと決意しました。
お客様に必要とされる会社に成長していくためには、まず
社員が成長していかなければなりません。人に与えられた夢
ではなく、自分で導き出した将来像を叶えられる環境を整え
てあげたい。そのためには、支援の仕組みや取り組みなど土
壌（環境）を整え、社員に様々な経験ができる場を与えてあ
げなればいけないと思っています。

株式会社染谷工務店

代表取締役

社 員 への想 い

服部 明浩

年
2017

そして、社内環境を整えると同時に大切なことは上司が親
のように手間と愛情を掛け、部下を濃(こま)やかに指導してい
くことです。
若手と40〜50代の社員では、育ってきた時代が違うため、
考え方や仕事のスタイルも違います。物があふれている現代
は、何でも100〜120％できないと達成感が得にくいものです。
上司は、一つ一つの業務も言葉で伝えるだけでなく、できる
だけ終わりのイメージを具現化して見せてあげ、指示をする。
途中経過も気に掛け、何度でもアドバイスをしてあげる。そ
ういった手間を惜しまないことで、上司と部下の間に相違が
出ず、イメージに近いものが完成する。すると部下は仕事の
達成感を感じられ、自信が付き、仕事ができるようになって
いくという成長曲線が出来上がるのです。SNSなどが発達し
た現在では、社内で思った以上にコミュニケーションが成り
立っていないことに気が付きます。まずは上司（指導する人）
が係わり方を変えていかなければと思っています。上司は親
のように支援、サポートし、助けていかなければ、部下が数
年後どうなりたいかというビジョンを描きづらく、成長して
いかないと痛切に感じています。

今は、モノの値段そのものより、売る人の想いやサ
ービス、どれだけ心がこもっているかなどが求められ
ている時代です。
だからこそ私は、お客様のためにも、未来の染谷工
務店のためにも、心でも価値を創り上げられる人財を
育てていきたいと思っています。
昨年、4月に新入社員が入社、そして8月と11月には
さらに2人が入社していただけました。人生経験を積
んだ頼もしいお二人です。我が社の大切な人財に育っ
ていってほしいと願っています。私は、すべての人が
輝くために「人が輝く シャインカンパニー」の実現
へ向けて邁進していきます。

なんと、入社されたお二人はどちらも稲葉さん！！ よろしくお願いいたします
【不動産部】稲葉 卓さん
たかし

■生年月日

1981年11月８日

■出身地
常総市三坂町

■好きなもの
ビジネスホテル
に泊まる小旅行、
寺社仏閣史跡。
季節を問わない
バーベキュー

【営業部】

■生年月日

稲葉 正さん
ただし

1965年2月1日

■出身地
下妻市加養

■好きなもの
スポーツ観戦
（特に高校野球）
犬（トイプードル）を
可愛がっています。
名前は「つらら」

ラーメン屋開拓
（食べ歩き）

■仕事への意気込み

■仕事への意気込み

まずは、宅建取得！
！
「アイビスホーム＝自分の顔」を知っ
てもらうために地道にティッシュ配りを実践中。自社他
社物件問わず自信を持ってご紹介できる知識を身に着
けアイビスホームならではのアットホームな対応でお
客様に喜んでいただきたい。

企業様へ、一日10件以上訪問する！
！
月間で200件訪問目標を掲げ、少しでも多くのお客様と
お会いすることで、
ご縁をいただき、
とにかく早期に案
件創出、受注を目指します！
！
！

お客様の想いを実現できる喜び

設計部

設 計 課・工 務 課
住 宅 デ ザ イン 室

お客様へのヒアリングを通して、
「想いやご要望」
をしっかりお伺いしたうえで、建物のイメージ
を共有します。
そして、
イメージを具現化したプランを作り、更に社会的なルールに基づいて設計
図を作成します。
また、工事期間中は設計監理業務（工程内検査）
を行い、法令や規制など施工品
質の確認を実施します。
企画から完成までお客様が想い描く建物をお客様と共に創り上げることが私たちの仕事です。

★スタッフへのＱ＆Ａ★ Ｑ1 リフレッシュ法 Ｑ2 仕事で一番大切にしていること Ｑ3 今後のビジョン

国府田 拡さん
Ｑ1 地元の友達とサッカーをすること。
一日中マンガを読む。

Ｑ2 初めての業務でも任されたことはしっ
かりとやり遂げる。
Ｑ3 幅広い知識を身に付けて何でもできる
設計士になりたい。

村瀬 琢哉さん

無限の設計プランの中で

最 大 限 のご提案をしたい ！

部長 井上 弘道さん
Ｑ1 趣味のスクラップ＆ビルドで
独自のモノを創りだす。

Ｑ2 困っている時こそ素早く動き、
多くのお客様に人に喜んでも
らうこと。
Ｑ3 部下の成長と目標を実現し、
55歳で早期定年を目論む。
セカンドライフを謳歌したい。

稲葉 雷太さん
Ｑ1 目的を持たずにぶらっとホームセンターへ
行くこと。

Ｑ2 お客様のご要望を可能なかぎり設計プラン
に反映すること。

Ｑ3 木造を覚えて妻の実家を建て直したい。

倉持 崇さん
Ｑ1 自分が関わっていない現場を見に行くこと。

Ｑ2 緻密なスケジュール管理で効率良く業務を
行って早く家に帰ること。

Ｑ3 仕事だけに係わらずもっと知識を広げ成長
する。

Ｑ1 二人の子供を中心に家族みんなで
遊ぶこと。
Ｑ2 お客様が描いているイメージを綺麗
な画（パース・図面）で伝えること。

Ｑ3 色々な場面で頼られる人になりたい。

飯田 泉さん
Ｑ1 菩提寺の杉の木伐採と自宅の草刈り。
今年６回行ったキャンプ。

Ｑ2 お客様とのコミュニケーション、打合
せのプロセスを楽しむ。
Ｑ3 仕事も含め、健康で生き生き楽しく暮
らしたい。最後はポックリ希望。
（笑）

次長 中野 勇さん
Ｑ1 中学生の息子のサッカー試合を応援
に行くこと。

Ｑ2 スピーディーで精度の高い見積もり
と数字の正確性。

Ｑ3 工務の仕事を引き継ぐ部下を育てる
こと。
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イベントなど社内のいろいろな出来事を
お知らせしています。
気になることはお気軽にお問合せください。

インターンシップを実施しました
今期もインターンシップを実施し、大学生や高校生が参加しま
した。初めての体験ばかりで戸惑いながらも、現場監督や社員の
レクチャーを受けて、工事部、総務部で一所懸命業務に取り組ん
でいました。研修生達のエネルギッシュな挨拶と、一つ一つの作
業に対して真剣に取り組む姿勢に、社内も活気づきました。

８月 常総きぬ川花火大会
鬼怒川の夜空を彩る約1万発の花火は圧巻…！
女性スタッフも浴衣で華やかに変身♡

６月 親孝行感想文集完成
6万5000社 の中から選ばれました！

社員全員の『親孝行』の実践が詰まった1冊。
今期もたくさんの方にお読みいただきました！

総務部の様子

＜研修生のコメント（手紙より抜粋）
＞

「実際の施工管理の現場を目の前で体験することが出来、 非常に
貴重な経験をさせていただきました。」
「普段立ち入ることができない現場での仕事を肌で感じ、 現場監督
の仕事に魅力を感じました。」
日本大学生産工学部建築工学科 学生 より

9/17（月） 中間年次大会「人が輝く シャインカンパニー」の実現に向けて
９月 『職場の教養９月号』に掲載！

全社員参加の中間年次大会が開かれ、上半期の活動報告の後、
部署混合のグループワークを行いました。各部署の「3 年後の
あるべき姿」をテーマに、部署の垣根を越えて自由に意見を出
し合い、現状の良い点や改善点を踏まえて発表しました。
今まで見えにくかった他の部署の業務に触れ、理解を深め合
うと同時に、全社員が気持ちを共有し合い、目標達成に向けて
一つになることができました。

染谷工務店が一般社団法人倫理研究所発行の
『職場の教養９月号』の表紙を飾りました！

１１月 ディズニーバスツアー
社員の家族をディズニーランドへ招待する
恒例のイベント！子ども達も楽しそうです☆

2017年も素敵な出来事がありますように…

ドラゴンフルーツ生長記録

花が咲くのは一夜限り。貴重な瞬間…！

社長が大事に育てていた、本社入口のドラゴンフルーツ。
昨年7月、ついに花が咲き、実が生りました！

受粉から数日後、徐々に果実が生長。

打つ手は無限！「 シャインカンパニー」を目指してこれからも頑張ります

ついに実食！ほんのり甘くキウイのような食感でしたv
工事部

不動産部

営業部

