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入社式
高校を卒業されたばかりの 18 歳の
社員も含めて元気な 13 人の新入社
員を迎えて、４月２日に、入社式が執り
行われました。朝からの入社式に臨む
ため、遠方の方は、前日に名古屋へ
移動され、新しい門出となりました。入
社式では、一人一人が抱負を立派に
述べて、辞令を渡され、その後早速、
社員として研修が始まりました。現在
の本社で入社式が行われるのも、平
成 30 年入社になる今年の社員で最
後になります。高校卒業の新卒社員を
迎えるのも当社としては初めてのことで
あり、何かと節目の入社式となりました。
来年は、４月 30 日までが平成 31 年
なので、来年入社の社員は、平成最
後の入社で、新本社で最初の入社社
員となります。13 人の若い社員を迎え、
新しい時代へと向かっていっているの
だと、感慨深いものがあります。当社と
しては、今年の羽蟻の発生も気になり
ますが、来年も退位や即位の礼などで、
４月 30 日、５月１日も祝日予定らしく、
羽蟻が平成時代に発生するか、新時
代になってから発生するかは、超長期
休暇が予想される中で、心配事です。
少し、話がそれました。

入社式に臨まれる新卒社員

経営方針発表会
４月 11 日に名古屋市の国際センタ
ービルで、経営方針発表会が行われ
ました。45 期の実績報告、46 期の経
営方針の説明があり、部門表彰が行
われました。敢闘賞に京滋営業所と不
動産課、優秀賞に法人建設課とリニュ
ーアル工事部が選ばれました。どの部
門も、厳しい環境の中、前年対比で売
上、利益とも大きく伸ばし、会社業績に
大きく貢献してくれました。時代の変化
は激しく、どの部門にも課題や問題点
は数多くあると思いますが、そうした問
題点に果敢にチャレンジして、積極的
姿勢で変化に対応している結果であり、
まさに模範となるべきところです。その
後、帝国データバンク様と当社も法人

株式会社ＮＩＴＴＯＨ

会員となっているスポーツクラブアクト
ス様により、住宅業界の説明と健康経
営に関する講習会が行われました。懇
親会は、同ビル内にある東天紅で行
われ個人表彰、新卒社員の紹介も行
われ、大変賑やかな会となりました。
個人表彰は、法人建設課大西弘晃さ
ん、リニューアル工事部村田惇さん、
岐阜営業所三浦健太郎さんが受賞さ
れました。業務成績はもちろん立派で
すが、三人とも大変明るく前向きで、
周りの空気を元気にしてくれるところも
大変な貢献で、今後の活躍がますま
す期待されます。

個人表彰受賞者

協力業者会総会
各協力業者会の総会が、下記のよ
うに開催されました。
◆４月７日 東海・東海法人協力業者会
今池ガスビル
東海
会員 26 社 賛助会員３社
東海法人 会員 34 社 賛助会員４社
研修会の講師:パーソナルトレーナー
奥村幸治さん
◆４月８日 関西協力業者会
京都・センチュリーホテル
会員 36 社 賛助会員 13 社
研修会の講師:潜在「脳」力を高める
川谷潤太さん
◆４月 19 日 セブンハウス会
セブンハウス３階会議室
会員 22 社
◆４月 22 日 関東協力業者会
京王プラザホテル多摩
会員 27 社 賛助会員４社
研修会の講師:落語家 立川談慶さん

事故や安全パトロール報告、安全・
品質研修会、ＣＳ研修会などが行わ
れ、その後豪華(?)商品のあるビンゴ
大会などのある懇親会が行われました。
協力業者会も第 12 回となり、会員数
も徐々に増え、内容の質も向上してき
ました。普段、大変お世話になってい
る協力業者の皆さんとともに１年を振り

返り、より良い施工や現場でのＣＳ向
上に向けて意識を合わせ、普段のお
礼の意味も加えて大変意義のある会
となってきました。また、会の活動報告
からも普段の活動内容や協力業者さ
んの仕事の質が高いレベルで維持さ
れてきているのが実感できるようにな
ってきました。他社と差別化していくた
めにも、より高いレベルを目指すととも
に、新しく入っていただける方も増やし
ていけるように取り組んでいきたいとこ
ろです。

運動習慣の定着
当社も会員になっているスポーツク
ラブアクトスが、店舗数を増やしていま
す。もともと東海地区で№１の店舗数
でしたが、関東や関西にも店舗数を増
やしており、東京西営業所近くの橋本、
奈良営業所近くの大和郡山にもできま
した。ご自宅の近くにもあるかもしれま
せんので、一度、ホームページで確か
めてみて下さい。ただ、最近出来た店
舗は、一般の方の月額利用料を低く
するために、フィットネスジムだけという
施設が多くなっています。当社が法人
会員になっている券は、プール、ジム、
サウナ、お風呂、ジャクジ―、スタジオ
など全てある店舗で、ヨガなどのレッス
ンもすべて、360 円だけで利用できる
ため、大型の店舗を利用した方がお得
感はあります。それでも、いつでも利用
したい時だけの利用で、安く利用でき
ますので、是非、ご利用していただき、
健康増進に取り組んで下さい。公共の
スポーツ施設は一回 500 円ぐらいで
利用できるところが多いと思いますの
で、そういった施設が身近にある人は、
公共の施設の利用もおススメです。も
ちろん、スポーツジムの利用だけが運
動ではありませんので、ランニング、ウ
オーキング、自転車、登山やトレッキン
グ、テニスやサッカー、通勤で一駅間
歩くといったことなど、自分なりに考え
て、取り組みやすく楽しそうな事を始め
てみてはいかがでしょうか。

寿会の名称変更
寿会の名称を、社友会に変更しまし
た。慶弔に関する出納を行っています
が、最近弔に関するものが増えており、
これも会社が歴史を重ねてきた証では
ありますが、寿会として弔に関する事
務作業をするのは、やはり違和感があ
るので、無難な社友会となりました。
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施工事例紹介
●施 工 場 所 愛知県名古屋市
●構
造 木造平屋建て
●工 事 名 和室解体システムバス設置工事
設置工事

ちょっと一言
「Let’s Say hello!」
」

施工前

東京事業部 東京西営業所
蛯名 章人

施工中

施工後

■担

当 瑞穂通店 櫻木 崇史

20 年以上使用してきて、天井や壁にカビが
にカビが生え、浴槽にも
汚れが目立ってきたタイル張りの浴室を解体
解体して、そこにシス
テムバスを設置するというリフォームは一般的
一般的ですが、今回紹
介するのは、使われていない和室を解体
解体し、システムバスを
設置した事例です。もともと和室ですので
ですので水道管や排水管を
新たに配管したり、換気扇や照明器具用の
の配線をし直す工事
が必要になります。そして土間コンクリートを
コンクリートを打ち、そこにシス
テムバスを組立設置します。その後、脱衣室側
脱衣室側の壁を仕上げ
て無事完工です。必要な工事こそ増えてしまいますが
えてしまいますが、現状
の浴室が狭いので、広い浴室でのびのび入
入りたいというご要望
には有効な工法と言えます。

★Happy News★
お誕生おめでとうございます
おめでとうございます
★名古屋東店 高橋主任
主任
男児誕生
★北陸営業所 永尾さん
さん
男児誕生

東京西営業所で工務を担当している蛯名と申します。
新年度が始まり、ひと月
月がたちましたが、いかがお過ご
しでしょうか？
東京西営業所では、新入社員
新入社員が入社し、人にものを
教える難しさを感じています
じています。
その中で、工務の私が大事
大事にしていることは、挨拶の
大切さです。現場では、常
常にお施主様や他業者がいるの
で、人と仕事をしている以上
以上、挨拶は重要だと思っていま
す。
ちょっと調べてみたのですが
べてみたのですが、明るく元気に挨拶する
と、「『楽しそうだな。』『健康的
健康的だな。』と好印象を与えるこ
とができる。『きちんとした人
人だな。』『しっかり者だな。』と
マナーの良い人だと思われる
われる。」などといった風に、心理
的にたくさんのメリットがあるとされています
にたくさんのメリットがあるとされています。
私は、慣れや繰り返しているうちに
しているうちに手を抜いてしまった
挨拶をしているかもしれないので
をしているかもしれないので、新入社員が入社して
きたことで、初心に戻って明
明るい挨拶をすることを心掛け
るようになりました。
するとどうでしょう！心も
も体も調子が良くなってきたよう
に感じます。
さあ、皆さんも元気で明
明るい挨拶をしてみませんか。
Let’s Say hello!

入社社員紹介
★土屋 伸二 法人事業部 岐阜営業所 50 歳
趣味：音楽鑑賞・カラオケ
・カラオケ
「少しでも早く仕事・技術
技術を覚え、皆さんと一緒に頑
張ります。よろしくお願
願いします。」
★松本 悟史 京滋営業所 48 歳
趣味：サッカー・旅行
「お客様から「やって良
良かった」と言われるよう頑張
ります!!」

