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キックオフミーティングの開催
4 月 11 日の本社キックオフミーティング
を皮切りに、住宅メンテナンス、東京、建
設・セブン、大阪と行われました。普段は
発表するという機会があまりないという社員、
また、初めてパワーポイントをつかったという
社員もおり、緊張の面持ちもありましたが、
同じ事業部が一同に集まることで、あまり
顔をあわせることのない社員と話をすること
もできたことと思います。助け合いが進むと
ともにお互いにいい刺激になり、切磋琢磨
して成長していくことを願います。研修のＤ
ＶＤと新たに作成した協力業者様向けのマ
ニュアル研修は、全事業部共通で行って
いますが、その他は事業部ごとで内容もか
なり違っており、それぞれが一生懸命に準
備しており仕事への思いが伝わるものでし
た。建設事業部では、多くの若い社員が施
工事例の紹介を行い、補助金の申請のい
るものなど、計画から施工まで大変高いレ
ベルの仕事を行っており、大変頼もしく感じ
ました。一番の大所帯である法人・リニュー
アル工事部は、5 月の開催予定で、これか
らとなりますが、業績が向上していかないこ
とには元気はでませんので、来年も元気に
開催できるよう結果を残し、だんだん良い
内容の会議になり、レベルアップが図られ
ていけばいいと思います。
開催場所と懇親会会場は、以下の通り
でした。
■本社：本社会議室
大曽根「にわか家」
■住宅メンテナンス：本社会議室
大曽根「とんぺらや」
■東京：東京営業所倉庫会議室
ケータリング
■建設・セブン：本社会議室
平安通「山内農場」
■大阪：新大阪 ニューオーサカホテル
【5 月開催】
■法人・リニューアル：名古屋駅 逓信会館

大阪事業部 懇親会

東京事業部
会議室での懇親会

新入社員の皆さん

経営方針発表会
4 月 5 日に昨年同様、名古屋駅前の逓
信会館で、グループ幹部及び表彰者 46
名が参加し、経営方針発表会が開催され
ました。逓信会館は、耐震強度の問題で
閉館になる予定ですので、今回で同会場
での開催は最後となります。44 期の実績
報告では、売上は伸びたのですが利益は
減少という結果で、人手不足や工事の大
型化といった影響もあり、利益率が少し下
がってきており、売上は増加しているのです
が、販管費も増加しており、微妙なバラン
スの中で、利益が減少してしまいました。
45 期の経営方針では、そうした当社の現
状と大きく変化している市場環境の中で、
常に敏感に需要のあるものに、つまりは売
れるものに素早く対応していく必要性が強
調されました。また、人手不足、若者人口
の減少という状況は今後も続き、社員も協
力業者様も、当社に入っていただく、当社
の仕事を長くやっていただくことが発展には
欠かせません。選んでもらえる会社になる
こと、皆が生き生きと働き、力を伸ばしてい
ける会社であることです。また、高齢化が
進んでおり、社員の健康意識の向上、そし
て当社グループは女性が少ないので、もっ
と女性が活躍する会社へと、女性が働き
やすい職場へと営業、工事管理の方法な
ども見直していく、また、今後、社員の増加
を図っていくためには、新卒採用数の増加
を図り、高卒社員の採用も始めます。一括
採用が増えると教育の重要性が増してい
きます。
昨年度のグループ表彰は、住宅メンテ
ナンス事業部名古屋営業所と法人事業部
設備課が、最優秀賞に、建設事業部春日
井店が優秀賞に、そして、ビルワーク名古
屋営業所が敢闘賞に選ばれました。どの
部門も売上、利益の数字、結果が素晴ら
しく、そのための準備・工夫・努力をしっかり
行っています。また、数字だけでなく、品質、
安全といった日常の仕事のレベルにおいて
も高い水準を維持しています。個人表彰に
は、阪神営業所東井係長、法人建設課鈴
木主任、リニューアル工事部磯島社員が
選ばれました。3 人とも、昨年度売上が伸
長した塩ビシートの改修防水等で活躍され
ました。研修会では、リクナビからお招きし
た講師による現在の若者の仕事観的なも
のをお話していただきました。その後、シン
クロナイズドスイミングの日本代表コーチで
ある井村雅代さんのＤＶＤを観賞しました。
その後、別室にて懇親会を開催しました。
4 名の新卒の新入社員が紹介されました。

株式会社ＮＩＴＴＯＨ

協力業者会総会の開催
各協力業者会の総会を以下の通り開催
しました。
■4 月 2 日（日） 関西協力業者会
京都駅前 京都センチュリーホテル
【会員 31 社 賛助会員 10 社】
■4 月 8 日（土） 東海・東海法人協力業者会
名古屋今池 ガスビル
【東海法人：会員 37 社 賛助会員 5 社】
【東海
：会員 26 社 賛助会員 3 社】
■4 月 13 日（木） セブンハウス協力会
セブンハウス 3 階会議室
【会員 23 社】
■4 月 23 日（日） 関東協力業者会
多摩市 京王プラザホテル多摩
【会員 24 社 賛助会員 4 社】

安全大会、事故・クレームの報告・研修、
安全パトロールの報告、そして、作成した協
力業者様向けのマニュアル研修などを行
い、ゲストを呼んでの研修会は、それぞれ
以下のように行われました。
■関西：岡村恭子
（生活習慣病予防士 スポーツインストラクター）
「成人病予防のための生活習慣とストレッチ」
■東海・東海法人：大峯麻友
（女優・歌手 宝塚 初代 宙組 組長）
「宝塚に学ぶリーダーシップとチームワーク」
「魅せる男の作り方」
■東京：コント山口君と竹田君
「コントと楽しいお話」

岡村先生は、女性でボクシングを行って
おり、ボクシングを取り入れたエクササイズ
なども行い、大変元気で楽しいお話でした。
大峯先生は、宝塚で長くご活躍されており、
大変華があり、声、立ち姿、笑顔、仕草な
どさすがは、宝塚と思わせるものがありまし
た。宝塚の伝統、先輩との関係、トップスタ
ーと組長など興味ある話が多く、また男役
として、カッコよく見える男を学び、長年演
じてきており、そうした「魅せる男」の作り方
は説得力がありました。コント山口君と竹田
君は、ある程度以上の年齢の人は、知らな
い人はいないと思いますが、往年のコントも
演じて下さり、楽しい話術に引き込まれ、
笑いの溢れるあっという間の 90 分でした。
その後の懇親会では、講師の先生も参加
されたり、ビンゴゲームがあったりと楽しい
時間を過ごして、協力業者さんと懇親を深
めることができたと思います。
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施工事例紹介

ちょっと一言

●施 工 場 所 愛知県 弥富市

「山登り」

●工 事 名 浴室洗面改修工事
●建

物 木造 2 階建て

●仕

様 ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ LIXIL ｱﾗｲｽﾞ
洗面化粧台 LIXIL ﾋﾟｱﾗ
岐阜営業所
國田 和也

■担

当 春日井店 鵜飼 有美

今回の工事は築 35 年程の建物で在来の浴室
浴室をﾕﾆｯﾄﾊﾞｽにした
いとのご要望でした。
現調に伺うと、なんと階段下の一部が浴室の中
中にあり現状のままで
はﾕﾆｯﾄﾊﾞｽの設置が不可能な形状でした。
ﾊﾞｽﾊﾟﾈﾙでの施工も考えましたが幸い浴室と洗面室
洗面室の位置の反転
が可能な間取りだったのでﾕﾆｯﾄﾊﾞｽを設置することができました
することができました。反
転することにより今度は洗面室が階段下になるので
になるので圧迫感が心配で
したが思ったよりすっきり納まりお客さまにも大変喜
大変喜んで頂き快適に
使用いただいています。

★Happy News★
資格取得おめでとうございます
おめでとうございます
★瑞穂通店

長江さん 二級建築士

★京滋営業所 濵中さん しろあり防除施工士
防除施工士

皆様、お疲れ様です。
桜の花も散り、新緑がまぶしい
がまぶしい季節になってまいりました。
今年の春先は気温の上下が激
激しく、花見のシーズンに風邪をひ
いてしまい、万全な体調で花見
花見をできなかったことが悔やまれ
ました。皆様の体調はいかがでしたでしょうか
はいかがでしたでしょうか。
さて話は変わりますが、私の
の趣味は山登りで、これからはどん
どん登る回数が増えてくる頃かと
かと思います。少し前の季節には、
高校生が雪崩に巻き込まれるという
まれるという痛ましい事件が起こったよ
うに、山登りというのは危険を
を伴うレジャーでもあります。しかし、
知識や道具、経験などを積んでいれば
んでいれば、命にかかわる事件に
発展することは、そうないというのもまた
そうないというのもまた事実です。
私は用心深い性格ということもあり
ということもあり、結構重装備で登山に臨
むのですが、やはりそこは個人
個人の見解ということもあり、軽装な人
や、自分より重装な人など、様々
様々なスタイルが見受けられるの
も、山登りをしていて面白いなと
いなと思うところでございます。ただ、
道具を持っていても、使う知識
知識やシーンを知らなければ、いざと
いう時に役に立たないどころか
たないどころか、重量を増やして、自分の負担
を増やすだけになってしまいます
になってしまいます。（実際遭難事件で使われず
に命を落とした例も）そのため
そのため、常に勉強と道具の手入れをし
て、有事の際のお守りとして、ザックに忍ばせております。
これはこの仕事にも共通することで
することで、器具があっても、適切な
使い方が出来なかったり、製品
製品の特性を知っていないと、いざ
必要になった、いざ進めるチャンスがおとずれた
めるチャンスがおとずれた時に、まったく
役に立たずに終わってしまうことになります
わってしまうことになります。
そう思うと、そういう事を調べるのも
べるのも苦じゃなくなり、今ではお客
様に質問された時は解りやすく
りやすく説明できるようになったと思いま
す。
皆様も、仕事と趣味の共通点
共通点を見つけて、そこを強化してみ
るのも新たな楽しみになるのではないでしょうか
しみになるのではないでしょうか。

入社社員紹介
★長尾 択磨 春日井店 22 歳
趣味：映画・スポーツ・音楽鑑賞
「1 日でも早くお役に立てるよう一生懸命がんばります
がんばります。」
★神戸 里奈 リニューアル工事部 22 歳
趣味：演劇鑑賞・手芸
「皆様のお役に立てるように頑張りたいと思
思いますので、
どうぞよろしくお願いいたします。」
★藤城 聡一郎 法人事業部 三河営業所 35 歳
趣味：釣り・キャンプ
「早く戦力として働ける様、頑張ります。
よろしくお願いいたします。」

★井上 はずき 防水課 東京中央営業所 25 歳
趣味：お散歩
「至らぬ点も多いかと思いますが、前向
前向きに日々楽しく業務に
臨みたいと思います、よろしくお願
願いいたします。」
★村上 崇 奈良営業所 39 歳
趣味：ビリヤード・野球観戦
「一日でも早く戦力になれるよう頑張
頑張りますので、
よろしくお願いいたします。」
★稲岡 悠輔 阪神営業所 25 歳
趣味：スキー・昆虫採集
「仕事に関係する新しい知識をつけることが
をつけることが楽しみです。」
★葛西 達也 阪神営業所 33 歳
趣味：野球・映画鑑賞
「一日も早く仕事を覚え、戦力となれるよう
となれるよう頑張ります。」

