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新年のご挨拶

健 （2000年9月入社）

取締役会長：栗城

昨 年目 標に 掲げ た① 社業 発展 ②地 域貢 献③ 親孝 行④ 妻
孝行 は一 応ク リア でき たと 自負 して いた ので すが 、ま だ
不足 して いる とク レー ムが 有り まし た。 目標 には ゴー ル
があ って 良い よう なも ので すが 、我 が家 にゴ ール は無 い

夢を描き 目標を立て 挑戦していこう
良いことを伸ばし 不満があったら解消しよう
昨日までのことはいい 今日から再び実行しよう

みた いな ので 再度 同じ 目標 で頑 張り ます 。誰 がそ んな ク
レー ムを 言っ たの かは ご想 像に お任 せい たし ます が（ 笑）

専務取締役：田代

陽 子 （1985年5月創業時）

正 明 （2010年4月入社）

幸美

今 年は 何事 にお いて も『 貪欲 ！！ 』を キー ワー ドに
失敗 を恐 れず 、い ろい ろな こと にチ ャレ ンジ した いと
思い ます 。ま た、 『出 来な いこ とを 考え るの では なく 、
出来 るこ とを 考え て』 行動 に移 せる パワ フル な1年に
した いと 思い ます 。
本 年も よろ しく お願 いい たし ます 。

設計監理課主任：大橋

昭弘

幸 一 （2010年1月入社）

（2003年5月入社）

２ ０１ ３年 の流 行語 大賞 は一 度に ４つ も選 ばれ まし た
が、 一番 印象 に残 る言 葉は 『い つや るか 、今 でし ょ！ 』
です 。昨 年は 自分 自身 に『 いつ やる か、 今で しょ ！』 と
気合 を入 れて 、念 願の 宅地 建物 取引 主任 者資 格を 取得 す
るこ とが でき まし た。 今年 は『 いつ やる か、 後で しょ ！』
にな らな いよ うに 頑張 りま す。

設計監理課課長：陳

（2003年2月入社）

史 晴 （1995年4月入社）

か れこ れ５ 年以 上連 絡を 取っ てい なか った 友人 と会 い
その つな がり で実 に中 学卒 業後 から 全く 会っ てい なか っ
た旧 友と 酒を 飲む こと がで きた 。そ の旧 友か らの 繋が り
で当 時所 属し てい たク ラブ の方 々と も久 しぶ りに 再会 で
きた 。人 のつ なが りを 実感 した 昨年 。今 年は もっ とも
っと 人と 人と のつ なが りを 大切 にし たい 。

営業課長：小日向

還 暦ま で、 あと 一年 余り とな りま した 。今 後の 人生 の
こと を真 剣か つ具 体的 に考 えな くて はと 思っ てい ます 。
仕事 の面 では お金 のこ と、 ロー ンの こと 、土 地・ 建物 の
こと 等一 人一 人の お客 様目 線で 分か り易 い説 明を 心掛 け
たい と思 いま す。 プラ イベ ート では 、今 春か ら幼 稚園 に
入る 孫娘 の運 動会 など のイ ベン トが 楽し みで す♪ ♪

営業課長：木村

今年も 私はこうありたい
常務執行役員：木本

人生いろいろ～・・・今迄の人生に、後悔
はない。でも60才過ぎてからの”セカンドラ
イフ”大いに楽しみたい！面白くしたい♪♪
力まず、力を抜いて、人生最高の時を迎え
よう。年よりに出来る事は、「おもてなし」
より『気くばり』☆☆☆

営業部長：加藤

博 （1985年5月創業者）

萌

（2004年8月入社）

自 宅が でき て、 引っ 越し でバ タバ タし てい ると ころ の
陳で す。 ３５ 歳の 男で 、子 育て 、親 孝行 及び 住宅 ロー ン
返済 など で、 これ から もっ とし っか りし なけ れば いけ ま
せん 。２ 級建 築士 の再 チャ レン ジも しか り、 知識 をど ん
どん 増や して 、一 層い い住 宅を お客 様に 提供 でき るよ う
に、 尽く して いき たい と思 いま す。

設計監理課：清水

豪 （2011年3月入社）

本 年度 は『 伝え る』 こと を意 識し た業 務を 心が けた い
と思 いま す。 私事 です が、 娘が 小学 生に なる のを 期に 念
願の 注文 住宅 を建 築し たい と思 いま す。 JRCの 品質 の高
い家 に住 み、 自ら 体験 した 素晴 らし さを これ から 建て て

昨 年は 新た な仕 事に 挑戦 して いた 事も あり まし て、 一
瞬の 内に 刻が 過ぎ てし まっ た様 に感 じて おり ます 。

頂く お客 様に 伝え 誠実 な仕 事を して いる チー ムJRCの 業
者様 と結 び付 けて いき たい と思 いま す。

を知 った 際の スッ ！と する 様な 感覚 が忘 れら れま せん 。
本 年も 更に この 感覚 を味 わえ る仕 事が した いで す。

一 瞬と はい え中 身は 一昨 年よ りも 色々 な意 味で 充実 し
てい まし た。 たく さん 感じ た事 があ る中 で特 に新 たな 事

★2014年住宅セミナースケジュール★
１月１８日（土）

おださがプラザ

１月１９日（日）

大和生涯学習センター

２月０９日（日）

湘南台文化センター

１月２５日（土）

ハーモニーホール座間

２月１６日（日）

海老名文化会館

１月２６日（日）

瀬谷地区センター

２月２３日（日）

ハーモニーホール座間

（開催時間13：30

2月いっぱい大和商工会議所

２月０１日（土）・２日（日）・８日（土）

主催の第2回『得する街のゼ

２月１５日（土）

大和生涯学習センター

ミナール』に参加します！

２月２２日（土）

ＩＫＯＺＡやまと

～編集後記！

謹賀新年～

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。弊社は5 月1 4 日で創立3 0 周年を迎え

子育て応援住宅

終了時間16：30）

J R Cセ ミ ナ ー ル ー ム
完全予約制
各会場
13：30～16：30

家計簿健康住宅

ます。新年号は3 0 周年記念号としてJ RCの歩みを振り返りました。本年まで
活動することができたのも皆様に支えていただいたお蔭だと深く感謝しており
ます。これからも社員一同、ご恩返しの意味も込め、一層努力いたします。
地域の皆様との絆を大切に縁を結び、地域とともに歩んでいきます。

2月4日（火）お餅パーティー開催いたします！
毎年恒例のお餅パーティー！昨年は1 6 0 名超のご参加でした。
会津の郷土料理をご堪能していただきたく開催しております。
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