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新年のご挨拶

健

（2000年9月入社）

取締役会長：栗城

20才には20才の 30才には30才の
40才には40才の 目標があり夢があった。
50代 60代 70代の挑戦は終わったが
80代の最初の挑戦にゴルフを選んだ。
目標があるから またこの1年が楽しみだ。

球選 手じ ゃ有 りま せん が複 数年 契約 の目 標が 義務 に変 わり
まし た。 （笑 ）ク リア した と思 って いた ら、 順位 が違 うと
クレ ーム が有 りま した ！そ して オム ツ代 とミ ルク 代の 増額
要求 が・ ・・ 。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 、46歳 親父 一年 生は 頑張 りま す！

陽子

（1985年5月創業時）

（1985年5月創業者）

『人生は挑戦だ』

一 昨年 より ①社 業発 展② 地域 貢献 ③親 孝行 ④妻 孝行 。野

専務取締役：田代

博

常務執行役員：木本

ズ ッポ リ浸 かっ たJRC。 30年の 垢を ポロ ポロ 社員 にち

史晴

（1995年4月入社）

昨 年は 高校 時代 の先 輩が 住宅 を購 入し てく れた り友 人か

りば らま いて エン ジョ イし てい ます ！！ 昔は 乙女 。今 は太

らの 紹介 等が 多か った 。そ んな 中私 は小 さい なが ら賃 貸経

め。 何か のCMのよう です ね。 え～ ウソ でし ょ！ ！そ んな "

営を 始め る事 が出 来て 、入 居者 が決 まら ない 大家 さん の気

ヒソ ヒソ "の 言葉 が聞 こえ るよ うに 、変 身し たい ～。 ズン

持ち が分 った 。修 繕の 費用 もば かに なら ない 事を 知っ た。

バに エア ロビ クス に通 える よう 、時 間を 作ろ う。 ダイ エッ

そし て収 益を 受け る喜 びを 知っ た。 今年 もＦ Ｐと して 経験

トは 体だ け。 心と お金 は減 らさ ない よう に☆ ☆☆

した 事を 提案 し続 けて 行き たい と思 う。

営業部長：加藤

営業課長：小日向

正明

（2010年4月入社）

昭弘

（2003年5月入社）

今 年は 還暦 を迎 えま す。 第二 の人 生の 青写 真は 、ま だ

厄 年真 只中 の４ ０代 、健 康診 断の メタ ボ数 値も 気に な

ボン ヤリ して いる 部分 もあ りま すが 、先 ずは 健康 第一 を

るお 年頃 です 。四 十肩 に腰 痛持 ちと お恥 ずか しい かぎ り

心掛 け、 孫た ちと 一緒 に遊 べる よう な『 元気 なジ ィジ 』

です が、 ２０ 代の 頃の 気持 ちを 思い 出し て、 アク ティ ブ

でい られ るよ う頑 張り たい と思 いま す。

に活 動し たい と思 いま す。

仕 事面 では 一人 一人 のお 客様 によ り良 いご 提案 がで き

と にか く体 が資 本で すの で、 健康 に気 を付 けて 一年 を

るよ う、 新た な情 報収 集に も注 力す るよ う努 めま す。

駆け 抜け て行 きた いと 思い ます 。

営業課長：木村

設計監理課課長：陳

幸美

（2003年2月入社）

萌

（2004年8月入社）

気 が付 けば 、あ っと いう 間に 30代最 後の 年と なり まし

昨 年に 自分 が設 計し て、 建て たエ コ住 宅に 北京 の両 親

た。 魅力 的な 大人 にな って いる 予定 でし たが 、現 実は なか

を招 いて 、娘 の成 長を 見て もら いな がら 親孝 行を しま す。

なか 上手 くは いか ない もの です ね（ 笑）

そし て、 仕事 面で は、 新し く出 来た 省エ ネ基 準に 合わ せ

ま た、 今年 こそ は！ と言 って いる こと が年 々増 えて いる

て、 ハウ スメ ーカ ー同 等の 光熱 費ゼ ロの 住宅 を安 く出 来

割に は消 化不 良が 多い ので 、一 つで も多 く夢 や思 いが 叶う

る様 開発 し、 より 快適 に過 ごせ る住 宅を ご提 案で きる よ

よう に努 力し たい と思 いま す。

うに して いき ます 。

設計監理課：大橋

幸一

（2010年1月入社）

設計監理課：清水

今 年は 、亡 き祖 母の 家を 戸建 賃貸 に建 替え 、賃 貸経 営
の勉 強を しま す。 住宅 が新 しく 生ま れ変 わる 様子 や、 楽

りま す。 昨年 は目 の前 の仕 事に 一生 懸命 にな りす ぎて 仕
事以 外に も新 たな 知識 やス キル を身 に着 ける ため の挑 戦
をす る事 がで きま せん でし た。
本 年は 昨年 にも 増し て仕 事の 質を 上げ つつ 目標 であ る

しく 働く 姿を 家族 に伝 え、 父親 の尊 厳を 保ち （笑 ）幸 せ

2級 建築 士の 資格 取得 に挑 戦を した いと 思い ます 。

いっ ぱい の年 にし ます 。

設計監理課：藤原

和

（2014年9月入社）

昨 年の 9月 に入 社し まし た藤 原で す。 新し い職 場に
入り 、初 々し い気 持ち で毎 日出 社し てお りま す。 これ
から も多 くの 事を 学び 一日 でも 早く 仕事 に慣 れ、 会社
の力 にな れる よう に今 年の 抱負 を「 敵は 己の 中に 有り 」
とし て頑 張り たい と思 いま す。 まだ 分か らな い事 が
多い です が、 どう かよ ろし くお 願い いた しま す。

～編集後記！

（2011年3月入社）

JRCに 入社 して 早い もの であ と3か月 程で 4年 目と な

昨 年は 、大 和市 内で 新築 のマ イホ ーム を取 得し まし た。
二人 の子 供も 私と 同じ 母校 に通 学さ せた かっ たか らで す。

豪

★2015年住宅セミナースケジュール★
完全予約制

各会場

13：30～16：30

0 1 / 1 7 （日)
0 1 / 2 5 （日)
0 2 / 1 5 （日）
0 2 / 2 1 （土）
0 2 / 2 2 （日)
0 2 / 2 8 （土)

大和生涯学習センター 3 0 6 号
瀬谷地区センター 会議室3
海老名文化会館 1 2 2 号室
ハーモニーホール座間 中会議室
大和生涯学習センター 3 0 6 号
瀬谷地区センター 会議室2

子育て応援住宅

家計簿健康住宅

謹賀新年～

旧年中は格別のご厚情を賜り誠にありがとうございました。
おかげさまで弊社は創業3 0 周年を迎えることが出来ました。こ
れもひとえに地域の皆様のご協力のたまものと深く感謝してお
ります。これに甘える事なく、社員一同気持ちを引き締めて更
に努力いたします。今年も宜しくお願い申し上げます。

【アンケートに答えて『家づくり実例集』をもらおう！！】
今後よりよいひまわり会報を作るために皆様のご意見をもっとお聞きしたい
と思い、アンケートハガキを同封いたしました。なおご返送くださった方全員
に『家づくり実例集』をプレゼントいたします。ご協力お願いいたします！
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