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新年のご挨拶
（2000年9月入社）

取締役会長：栗城

博

（1985年5月創業者）

て。 まだ １歳 半の 娘は お話 出来 ない んだ けど なぁ ～（ 笑）

明けましてお目出とうございます。
お陰様で無事『傘寿』の節目を越えることができました。
残された人生は永くて２０年でしょう。
微力ながら、世のため人のために生きてみたいと思ってい
ます。
これからもお付き合いの程よろしくお願い致します。

専務取締役：田代

常務執行役員：木本

数 年前 から ①社 業発 展② 地域 貢献 ③親 孝行 ④妻 孝行 の
順番 で努 力目 標と して いま した 。努 力が 義務 に変 わり 、グ
レー ドが 付き まし た。 もち ろん 最高 グレ ード は④ とい う事
で、 かな りハ ード ルが 高い 要求 があ りま した 。『 本場 アメ
リカ ディ ズニ ーに 連れ てっ て！ 娘も お願 いし てい る！ 』っ

陽子

（1985年5月創業時）

JRC最高齢第2位、1位の会長にはまだまだ頑張っていただいて

これからの人生、”ゆとり”を指標にして過ごしたい♪
すべてを寛大に、いい人だったなんて言われるように。

昨 年は 、貸 家等 の賃 貸住 宅の 受注 を多 く戴 きま した 。
コン サル マス ター の試 験に 挑戦 した り、 アパ ート ロー ン
を組 んで 、も う１ 件賃 貸経 営し たり と昨 年は 挑戦 の年 にな
りま した 。今 年も 、更 に様 々な 事に 挑戦 して いき 、４ ０の

体重は寛大すぎてこまるけど・・・

昭弘

（1995年4月入社）

もっ とも っと 不動 産投 資を 提案 して いき たい と,不動産

、1位にならない事を希望します・・・

営業課長：小日向

史晴

大台 にの った 自分 に磨 きを かけ てい こう と思 う。
（2003年5月入社）

昨 年は 一月 末に 雪道 で足 を滑 らせ 転倒 し、 手首 を骨 折
して しま いま した 。（ 厄年 だか らで すか ？）
人 生初 の骨 折に ショ ック でし たが 、し ばら く不 自由 な

営業課長：木村

幸美

（2003年2月入社）

今 年は つい に『 アラ フォ ー』 ど真 ん中 に突 入し ます 。
30代の 10年間 は結 婚し て、 愛犬 サン タ君 と出 会い 、
家を 建て ると いう …な かな かド ラマ ティ ック な出 来事 に

生活 をし たお かげ で、 バリ アフ リー やユ ニバ ーサ ルデ ザ

溢れ てい まし た。 これ から 始ま る40代 は、 いつ も笑 顔を

イン を意 識す るよ うに なり まし た。 仕事 の面 でも 今後 の

絶や さず 更に ドラ マテ ィッ クな 10年間 にし たい です 。

提案 に生 かし て行 きた いと 考え てい ます 。

今年 もよ ろし くお 願い いた しま す。

設計監理課課長：陳

萌

（2004年8月入社）

設計監理課：大橋

幸一

（2010年1月入社）

あ けま して おめ でと うご ざい ます 。昨 年か らセ ロエ ネ住

昨 年を 振り 返る と、 新居 で生 活を 始め たこ とが 我が 家の

宅の モデ ルに 取り 組ん でき まし た。 今年 はそ のモ デル を一

大き な出 来事 でし た。 住宅 購入 を検 討さ れて いる 方に 、安

押し 商品 とし てお 客様 にお 勧め して いき たい です 。省 エネ

心感 や幸 福感 を伝 え共 有で きれ ばと 思い ます 。今 年も 建築

で地 震に 強い 家が 欲し いけ れど 、ハ ウス メー カー では 高く

を通 して 様々 な出 会い があ ると 思い ます 。素 敵な 出会 いを

て建 てら れな い、 とお 悩み の方 は、 是非 私、 陳に お声 をか

大切 にし て新 築・ リフ ォー ム共 に愛 され る家 を生 み出 せる

けて 下さ い！ 満足 でき るご 提案 をし てい きま す。

よう に施 工と 品質 管理 を勉 強し 、頑 張り たい と思 いま す。

設計監理課：清水

設計監理課：藤原

豪

（2011年3月入社）

JRCに 入社 して 5年 目と なっ た昨 年は 色々 な事 に挑 戦い

和

（2014年9月入社）

入 社し て1年が たち まし た。 昨年 は色 々な 経験 をさ せて

たし まし た。 印象 深い のは ホー ムス テー ジン グで 、完 成物

頂い て、 仕事 もプ ライ ベー トも とて も充 実し た1年で した 。

件に 実際 の生 活を 想像 しな がら 家具 の設 置を 行い ます 。

防水 工事 から 大工 工事 を勉 強で きて 、自 分が 少し ずつ 成長

新 しい 事に 挑戦 する と物 の見 方も 異な った 角度 の視 点が
出来 た事 を実 感い たし ます 。本 年も 、そ の挑 戦心 を忘 れず
に、 より 良い 家造 りを し貢 献し たい と思 いま す。

して いる 事が 実感 でき ます 。今 年も 頑張 って 勉強 して 力を
付け てい きた いと 思い ます 。
こ れか らも 宜し くお 願い いた しま す。

【完全予約制】

予約：046-261-6234

★2 0 1 6 年”住宅& 不動産投資セミナー”スケジュール★

時間：各会場13：30～16：30

『予算内で住宅購入に成功するセミナー』

『100万円で一億円の資産をつくる』セミナー

0 1 / 1 6 （土）
0 1 / 3 0 （土）
0 2 / 2 0 （土）
0 2 / 2 1 （日）

0 1 / 2 3 （土）
0 2 / 0 7 （日）
0 2 / 2 8 （日）

～編集後記

大和生涯学習センター
瀬谷地区センター
海老名文化センター
湘南台文化センター

ユニコムプラザさがみはら
湘南台文化センター
瀬谷地区センター

Happy New Y ear！～

新年明けましておめでとうございます。
皆様のおかげで今年も無事に新しい年を迎えることができました。

家計簿健康住宅

子育て応援住宅

来年はいよいよ消費税が1 0 % になります。私たちはお金のプロとして、増
税に負けない資金計画を提案していきたいと思います。また、『ネット・ゼロ
・エネルギー・ハウス（ZEH）』へさらなるチャレンジをし、2 0 2 0 年前に
標準で”快適で健康な家”をご提供していきます。
【感動と絆の創造！】をスローガンに、さらに皆様との絆を大切にし縁を結
び、地域とともに歩んで参ります。
これからも社員一同、皆様へご恩返しの為に一層の努力をいたします。今年
も宜しくお願いいたします。
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