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史 晴 ≫ （ 1 9 9 5 年4 月入社）

≪営業部長：木村

さて昨年の話ですが、私にとって、ミスターチルドレンの曲で
「ＨＡＮＡＢＩ」が平成29年のはまり曲でした。
前から知っていた曲だけど、コードブルーの第３シリーズを初めて見
て、ドラマにも歌にも、改めて感動しました。
コードブルーのドラマでも1人1人が様々な局面で判断を迫られ、悩
み、苦しみ、悲しみ、そして同僚の言葉に励まされ、未来へ進んでいく
姿がなんとも素晴らしいドラマでした。
そんなドラマの主題歌の歌詞に、「誰も皆問題を抱えている、だけど
素敵な明日を願っている」という歌詞と、「考えすぎで言葉に詰まる自
分の不器用さが嫌い、でも妙に器用に立ち振る舞う自分はそれ以上に嫌
い」という歌詞が特に胸にささりました。
生きていると本当に様々な悩みや問題そして悲しみもありますよね。
それでも明るく希望に満ちた未来を誰もが願っているわけで、自分自身
の素敵な未来は何かと、ふと考えました。
今自分が20年以上続けてきたこの不動産、建築の仕事を今後も継続
して更に20年以上できること。その為に自分の知識をもっと広げて、
様々な提案ができるようになることだと思いました。そして何より子供
たちにも未来に向かって進んでもらうように、そっと後押しをしてあげ
る事かなと感じました。
昨年は不動産投資をもっと提案したいと、不動産コンサルの試験を受
験しました。（まだ合格発表前ですが多分大丈夫だと・・・）
今年の1月10日にはホームステージャー2級を受講し、不動産の売却
の差別化を図れるようにチャレンジします。
そして今年は、器用にではなく、自分を前面に出して1つ1つの行動
を今一度じっくり踏みしめながら考え、そして思いを伝えられる、深み
のある立ち居振る舞いができるようにしたい。
素敵な未来のために、素敵な人になりたいと思う。

昭 弘 ≫ （ 2 0 0 3 年5 月入社）

ましたが、来年の平成31年5月1日には新しい年号になる話しです
ので、本年中に新年号の発表があると思われますが、今から興味が
あると共に一つの時代が終わってしまう寂しさもあります。
「平成」の名前の由来は、中国の歴史書『史記』の「内平外成」
『書経』の「地平天成」からの引用で「国の内外、天地とも平和が
達成される」という意味だそうですが、振り返ってみると阪神淡路
大震災や東日本大震災などの自然災害、地球温暖化による環境悪化
問題、バブル崩壊やリーマンショックなどの経済問題、国外では北
朝鮮のミサイル問題など、これから起こることを予言した上で、そ
のような困難に立ち向かうために「平成」と付けたのかと思うほど
です。
しかしながら住宅においては、地震災害を分析して耐震基準制度
の見直しが行われ、より地震災害に強い家になり、太陽光発電設備
の普及により、化石燃料の負担を軽減して暮らしやすく地球環境に
優しい『ZEH化住宅』に向けての取り組みなど、日々進化を遂げて
います。また、住宅ローン金利も平成3年当時の8.5％を上限に、
現在は0.6％前後の低金利となっていることも住宅環境を取り巻
く変化（進化）です。
2017年も多くのご縁があり、新築建替え工事や新築・中古戸建
て、マンションの売買、アパート・投資物件の購入、店舗事務所の
移転、リフォーム工事など色々なお手伝いをさせていただき、大変
2018年はより高性能のアンテナを張って、更なる
『進化』をしてゆく年にしたいと思い、頑張って
参りますので、是非ともお声がけくださいませ。
皆様の応援よろしくお願いいたします。

お問い合わせは

TEL：046-261-6101

New

Year ～
（ 2 0 0 3 年2 月入社）

幸美≫

毎年事ですが年末には1年間の振り返りと反省、
新年には新たな目標を手帳に書き留めています。
昨年末は日々の生活の中で意識していなければ
目標を達成することが出来ないことを改めて
実感しました。
基本的なことですが、時間の使い方や作り方、各プロジェク
トに向き合う他のメンバーと自分の気持ちがリンクしているか
…ベクトルが同じ方向を向いているか…等、まだまだ足りない
ことばかりで反省することが多くあった分、今年の目標も多く
なりました。
数ある目標を達成するためには自分1人の『努力』だけではな
く、誰かの『協力』を必要とすることがほとんどです。
誰かのために自然に協力が出来るようになり、自分も協力を
してもらえるように、『協力と努力を惜しまない』行動を心が
けたいと思います。
また、今年は戌年ですね♪
我が家の愛犬サンタ君も昨年の11月で11歳を迎えました。
一昨年の秋に手術ができない心臓病を患い、
毎晩おやつと称してバニラの香りがする
錠剤を本人は喜んで食べています(笑)
病気のこともあり、心臓に負担のかかる
ことは控えるようにと獣医師に言われてい
ますが、本人はお構いなしに走り回ってい
て…困ったおじいちゃんです。
おしゃべりができない分、コミュニケー
ションを大切に日ごろの変化に気を付けた
いと思います。
本年も宜しくお願い致します。

≪ 総 務 部 主 任 ：fujii≫

あけましておめでとうございます。平成30年がスタートいたし

感謝をしております。

（３）

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。
今年は平成30年という節目ですので、自分も今年を
1つの区切りとして新たな事にチャレンジしようと思
っています。

≪営業課長：小日向

2018年新年号☆

我が家のアイドル犬サンタくん
可愛いポーズでおやつ待ちです
（ 2 0 0 9 年8 月入社）

I w i s h y ou a Ha ppy New Yea r .
2018年 が始 まり まし た！ 平成 は30年 ！
今 年は 大台 にの る前 の集 大成 にし たい と思 って い
☆家のに ゃん こ ☆ ます ！よ ろし くお 願い いた しま す。
年 初と いう 事で 、得 する お金 の話 をい たし ます ☆
消 費税 、出 国税 、環 境税 と増 税路 線一 直線 の日 本で も、 税金 を安 く
出来 る制 度が 準備 され てい ます 。知 らず に使 わな いの は損 です ！
【個 人型 確定 拠出 年金 ：i DeC o】
自分 で年 金を 積み 立て して 、用 意さ れて いる 金融 商品 で運 用し 、
60歳以 降に 年金 、ま たは 一時 金で 受け 取れ る制 度。
・積 立を した 額で 所得 税・ 住民 税が 安く なる
※各制度には控除等を
・利 息や 運用 益は 非課 税！
受ける条件等があり
・受 け取 る時 も有 利な 優遇 制措 置あ り！
ます。詳細はお問合
せ下さい。
・手 数料 がか かる が無 料の 金融 機関 もあ り！
・運 用次 第で は減 る事 も増 える 事も あり 。
・元 本保 証の 商品 もあ り、 節税 分は 利息 の先 取り で利 率の いい 貯金 ！
【ふ るさ と納 税】
好き な自 治体 に寄 付が でき 、お 礼品 をも らえ る上 に次 の年 に寄 付し た
分税 金が 減る 。（ 下記 は一 例で す。 ）
①50, 000円 をA市に 寄付
②3割目 安の 15, 000円相 当の お礼 品が もら える 。
③次 の年 の税 負担 が48, 000円 減る 。（ 50, 000円- 2, 000円 ）
お礼 品で 生活 して いる 強者 もお り、 お礼 品の 品数 が多 いの で楽 しく
選べ て、 なお かつ 節税 出来 る制 度！
【住 宅ロ ーン 控除 】
何と 言っ ても 一番 大き い節 税は この 制度 です 。低 金利 の今 は、 控除 額
が金 利支 払い 額を 上回 って いま す。
家族 が笑 顔で 安心 して 暮ら す家 が持 て、 なお かつ 税金 が戻 りま す。
しま いに は住 宅ロ ーン には 生命 保険 もつ いて いる ので す！
集 大成 とし ても 、皆 様の お役 に立 つお 得な 情報 をも っと 便利 にお 知
らせ する 為に 今年 は、 【LI NE ＠】 を準 備し てお りま す！
又 こん な事 知り たい ！聞 きた い！ など あり まし たら お教 え下 さい 。

ﾒｰﾙ info@jrc6101.com

H P www.jrc6101.com

