☆住まいる倶楽部

JRCチーム建築部の
≪建築部部長：陳

（2004年8月入社）

萌≫

2017年夏号☆

（５）

～2017年
≪建築部工務課主任：大橋

娘の綾希は7月に5歳になりますが、

daily ～
幸一≫

（2010年1月入社）

人生には住宅を買うタイミングがあるとつくづ

去年と比べると大分活発になってきて

く感じています。住宅が最も家族にとって魅力的

います。母ちゃん（奥さん）も教育熱

でその効力を発揮するのは、☆子供たちが小さい

心で、娘のスケジュールは幼稚園以外

頃☆住宅を不動産投資ではなく自分たちが住む思

にも結構詰まっています。

い出の家と考える人は、住宅はなるべく子供が小

満点の演奏でした！

この頃、水泳教室、ピアノ教室、バレエ教室に通いながら、中国の

さい時期に買ったほうがいいと思います。

ママ友の集まりで日本語と中国語そして英語の勉強もさせています。

だから僕は、買ってから『値下がりした』とか

今の子供って、幼い頃から大変だと思いますが、日々の成長がびっ

『損した』なんて言いません。あとから建築され

くりするほど早いものですから、反対せずに見守っている自分がいま

た住宅や土地を見て『こっちのほうがよかった』

す。先日初めて娘のピアノ発表会に参加させて頂きました。娘がピア

とか後悔はありません。自分を好きになって結婚

☆い つ もの夕飯☆

ノ教室に通うのはまだ浅いため、一番で登場しました。簡単な演奏で

してくれた嫁を☆最高の女性☆と信じて生活した

したが、礼儀正しく、笑顔で弾けたので、自分の中で100点満点を付

方が幸せになれるのと同じ考え方でいます。

けました★

人 生の ベス トタ イミ ング でマ イホ ーム を手 にい
れた ので すか ら時 間の 効用 をた くさ ん享 受す る。
つま り家 族と の思 い出 をた くさ ん作 れば いい こと
です 。
今 振り 返る と僕 は、 住宅 を何 も躊 躇せ ず買 いま
した 。そ の時 その 場で 欲し かっ たか ら買 った だけ
衝動 買い だっ たの かも しれ ませ ん。

子供の成長は大事ですから、その成長記録を取るのは欠かせないも
のです。カメラ好きの私は、その成長過程に隙間がないように綿密に
写真とビデオを撮っています。暇な時に娘に見せると、小さい頃の自

☆夏の花火☆

分を見た娘は大喜びしてくれます♪
一眼レフを最初に所有してからあっという間に15年程経ち、途中で
何台も買い替えています。最初に買ったPEN TA XのK4は2，3年で壊
れてしまい、レンズのバリエーションを考えたら、N I KON に乗り換え

で も無 理な ロー ンは 人生 を破 滅に 追い やる ので
注意 をし てく だい 。幸 い自 分は JR Cで 勤務 して い
るの で、 木本 常務 に頼 み住 宅ロ ーン 関係 やラ イフ
イベ ント 表な どで しっ かり 計算 して もら い住 宅購
入と なり まし た。 僕だ けの 役得 では あり ませ ん。

☆2人で留守番☆

ました。入門級のD60から中級機のD300、D7000そして最近はD7
500を購入しました。プロ機種まで手を出した事がないですが、とり
あえず普段の生活だったら、大体足りていると感じます。
最近の一眼レフとミラーレスの新機種で、4K動画に対応しているの
で、普通のビデオカメラより、焦点が絞られプロっぽい動画が取れま
す。そして、W I FI 内蔵の機種も増え、スマホやタブレットなどで随時
に確認できるのも嬉しいです。GA N R EFに載せているような写真が撮
れるように少しずつ技術を磨いています。

≪建築部設計監理課：清水

（2011年3月入社）

豪≫

7月も半ばに入りまして建築部ができ
あがって3か月半になりました。
新年度から建築部が出来まして、設計
監理課に配属となりました。そして全現
場の管理手配を行っております。

６か月になった甥の琢己！

前年度も管理手配をしておりましたが、今年度は発注、工程管理以
外に、品質基準やコストダウン、工期短縮等々意識すべき事が増えま
した。それらを達成するために、部長の陳を中心に、手探りではあり
ますがチームとして品質管理や工程管理、現場の問題解決のために週
一回ミーティングをして、チーム建築部の意思疎通を図るようになり
ました。そうすると以前よりもチーム全体で目標に取り組んでいる感

☆ディ ズニー ラン ド ☆

ぜ ひ購 入検 討中 の皆 様も JR Cを ご利 用し てく だ
さい 。儲 かる と言 うよ り得 して いた だけ れば と心
から 願っ てい ます 。節 約で きる 金額 の桁 が違 いま
すの で浮 いた お金 でデ ィズ ニー ラン ドに 何度 でも
行き まし ょう 。

≪建築部工務課：藤原マリクシ

和≫

（2014年9月入社）

梅 雨明 けも まも なく で、 気温 も高 くな り本 格的 に夏
が始 まり まし たね ♪
こ の夏 は今 まで にな い夏 にな りそ うで す！
今 まで の夏 は学 生の 友達 が沢 山い て、 仕事 終わ りや
休み の日 は必 ずど こか の海 に行 って いま した 、花 火や
った り、 ただ 砂浜 で座 って 話し たり して いま した 。
自 分は 気温 の暑 い国 のフ ィリ ピン から 来た ので 、夏 は特 別な 気が し
ます 。一 日も 長く 感じ ます ので 得し てる 気分 です ☆
で も今 年か らみ んな 就職 した ので どう なる か全 く想 像で きま せん 。
今ま で結 構遊 んだ ので 、今 年は 家族 をど こか に連 れて いけ たら 喜ん で
もら える かと 思い なが ら、 近く て楽 しめ る所 を探 して いま す。
夏 は一 年の 中で 一番 思い 出が 出来 る季 節で すか ら、 みん なも 冬ま で
心が 温ま るよ うな 思い 出を 作っ て下 さい ♪

じがして充実感があります。
また、ZEH の勉強会もして、ZEH の考え方、どうしたらより快適な
家になるのか発表し合っています。これからも地道に話し合いを積み
重ねて良い現場を作りたいと思います。
さて、甥の琢己もようやく産まれて6か月になりました。
顔だちもハッキリしてきてイケメンになってきたように感じます。
目も見える様になったのか目が合うと笑うようになりました。
ただ心配なのが・・・あきらかに男性のほうを目で追ってニコリと
可愛い笑顔で笑いかけてくることです・・・
夜は小刻みに起きてしまう様で姉は大変そうですが、そ

さ て仕 事の 話に なり ます が今 年度 から 建築 部の 工務 課に 配属 とな り
まし た！
現 場確 認や 工程 確認 がメ イン にな りま した 。主 に現 場に 行く ので 職
人さ んと うま くコ ミュ ニケ ーシ ョン を取 れる 様に 頑張 って いま す！
も ちろ んお 客様 や近 隣の 人達 とも うま く会 話が 出来 るよ うに なり た
いで す！
ま た自 分は 英語 とタ ガロ グ語 、日 本語 が話 せま す。 大和 市は 外国 の
方が 多く 、日 本語 が話 せな い方 もい ます 。そ んな 時は 自分 が通 訳を し
ます 。こ の前 、会 社が 管理 して いる 物件 に基 地の 方か ら申 し込 みが あ
り、 不動 産の 専門 用語 はま だわ かり ませ んが 、な んと か通 訳し て無 事
に賃 貸の 契約 を結 ぶ事 が出 来ま した ！ラ イフ ライ ンの 事な ども 英語 で
説明 しま した 。お 客様 の役 に、 会社 の役 に立 てて よか った です ！

れ以外は特に問題なく、すくすく育ってくれています。
たまには泣いてしまいますが、それ以外はまさしく天
使の様な笑顔を見せてくれます。
早く歩けるようになって、公園で一緒に遊びたいなと
思っています。それが今後の楽しみです。

お問い合わせは

T E L ：0 4 6 - 2 6 1 - 6 1 0 1

ま だ出 来な い事 が多 い私 です が、 努力 と周 囲の 方々 への 感謝 を忘 れ
ず日 々精 進し てい きた いと 思い ます 。
暑 い日 が続 いて いま す。 夏バ テに 注意 しな がら 皆様 も楽 しい 夏を お
過ご しく ださ い！

ﾒｰﾙ info@jrc6101.com

H P www.jrc6101.com

