
ＩＳＨＩＫＡＷＡ
ＴＩＭＥＳ
第55号

発行日 2022.4.30

戸﨑隆義課長　お疲れ様でした。

地鎮祭

私と⼾崎さんとは、かれこれ35年以上の付き合いになります。
古くはF1⽇本グランプリを、鈴⿅サーキットへ他の同僚共々⾒に⾏った記憶が思い出されます。
夜中に⾞で出掛け、交代交代運転し夜明け前に到着し、寒い中⽔道⽔で頭を洗った事が懐かしく思われます。
正直私は、当時余りF1に興味があるわけで無く、どうして⾏動を共にしたか覚えてませんが良い思い出の⼀つです。
また、バブル最盛期でもありよく飲みにも⾏きました。⼾崎さんは、⼤変歌が上⼿でカラオケではいつも主役でした。
年齢的にも同年代で、お互いこれから「無理をせず、健康に留意し、楽しく」第⼆の⼈⽣を過ごせればと思います。
⼤変お疲れ様でした。　　【尾花部⻑】

入社式

経営方針会議・社内講習会

77期半期の経営⽅針会議を⾏いました。

社内講習会では、DXについての説明と、新たに導⼊したコミュニケーションツールの説明をしていただきました。
この講習会で改めて内容をしっかり理解できたと思います。
コミュニケーションツールを上⼿に使いこなしていきましょう︕

4⽉2⽇に⼊社式をしました。
今回もコロナ対策として新⼊社員・表彰者以外の社員はzoomで参加をしました。

今年は新⼊社員10名が⽯川建設に⼊社︕
新⼊社員研修で、社内や現場など⽯川建設を沢⼭知ってもらい、
同期との絆を築いてもらう機会になったと思います。

現
う機会になったと思います。

年は新⼊

す

今年は新⼊社員
らい

今年今
新 い、、

年年年 が⽯川建設に⼊社︕
現場など⽯川建設を沢⼭知っ

を築いてもらう機会になったと思

⽯川建
や現場など⽯川建設を
う機会になったと思います
や現場 を沢⼭知っ

す

が⽯川建設に⼊社︕
や現場など⽯川建設を もらっても現

0
⼊社員研修で、社内や現
期との絆を築いてもらう機会

研修で、社内や現
てもらう機会

員10名が
⼊社員研修で、社内や現

0名が10
新⼊ 現 を沢⼭知を沢⼭知っ

0名が⽯川が0名が 建設に名0年は新⼊新⼊社員1年
新 社

⼊ 員10⼊社員1
⼊社員研修で、⼊ ららいい新⼊

同期
⼊新⼊新新新

同
新 いい、、新新新 てもってもらもらてもら

⽯⽯⽯
や現や現

がが
て

期
⼊⼊
期期

員
期

新新

入口での体温確認やアルコール消毒など
コロナ対策をしっかり行い実施しました！

※ZEB とは、Net Zero Energy Building の略称で、「ゼブ」と読みます。
省エネによって使うエネルギーを減らし、創エネによって使う分のエネルギーを創ることで、
建物で消費する年間の⼀次エネルギー消費量収⽀の Net（正味）をゼロにすることを⽬指した建物です。

群⾺県農業共済組合　東部⽀所（仮称）新築⼯事の地鎮祭が、滞りなく終了しました。
天気も良く、⾵もなく、関係者の⽅々の協⼒のもと、とても良いスタートが切れたと思います。
今回の⼯事は、ZEBの対象⼯事です。
今後、官庁⼯事（建築案件）ではこの様な発注形態が増えると思います。
⽯川建設も営業・⼯務・⼯事部⾨の関係を今まで以上に密にし、業績アップ（受注・利益）に繋げていければと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【⾦⼦】



新入社員紹介

新メンバー紹介

◇⽒名 ︓ ⽯原裕之（いしはら ひろゆき）
◇出⾝ ︓ 群⾺県
◇趣味・特技 ︓ 家庭菜園
◇好きな⾷べ物 ︓ ⿂　
　嫌いな⾷べ物 ︓ イクラ
◇休⽇の過ごし⽅  ︓ 晴耕⾬読です。
（晴れると草むしりか畑仕事、時々ゴルフ。⾬が降ると⾳楽を聞きながら読書・うたた寝）
◇ひとこと ︓ 早く戦⼒になれるよう頑張ります。

◇⽒名︓ ⾦⽥明久（かなだ あきひさ）
◇出⾝︓ 愛知県豊橋
◇趣味・特技︓ 旅⾏
◇好きな⾷べ物︓ 梨
　嫌いな⾷べ物︓ セロリ
◇休⽇の過ごし⽅︓   家事・⼦供と遊ぶ
◇ひとこと︓ 早く会社に慣れて、皆さんと楽しく仕事をしたいです。

4月28日に入社し、工事本部 首都圏工事部に配属されましたメンバーを紹介します。

4月1日に入社し、管理本部に配属されましたメンバーを紹介します。

「私の○○」コーナー

◇⽒名︓ 飯島海音（いいじまかいと）
◇配属︓ 第1建築⼯事部
◇趣味・特技︓ 筋トレ
◇好きな⾷べ物︓ ⾁　
　 嫌いな⾷べ物︓ ゆず
◇好きな⾔葉 ︓ 武⼠は⾷わねど⾼楊枝

◇⽒名︓ 門倉　巧（かどくらたくみ）
◇配属︓ 第2建築⼯事部
◇趣味・特技︓ 筋トレ・ゲーム
◇好きな⾷べ物︓ ⾁・ラーメン　
　 嫌いな⾷べ物︓ 特になし
◇好きな⾔葉 ︓ ⼈間万事塞翁が⾺

◇⽒名︓ 岡田幸太（おかだこうた）
◇配属︓ 第2建築⼯事部
◇趣味・特技︓ ゲーム
◇好きな⾷べ物︓ 麺類
　 嫌いな⾷べ物︓ 納⾖
◇好きな⾔葉 ︓ ⼀⽣懸命

◇⽒名︓ 髙橋良人（たかはしりょうと）
◇配属︓ 第1建築⼯事部
◇趣味・特技︓ サッカー観戦
◇好きな⾷べ物︓ ラーメン
　 嫌いな⾷べ物︓ 梅⼲し
◇好きな⾔葉 ︓ 良

◇⽒名︓ 阿久津拓実（あくつたくみ）
◇配属︓ 第1建築⼯事部
◇趣味・特技︓ スノーボー・サバゲー・卓球
◇好きな⾷べ物︓ 抹茶アイス・たこ焼き
　 嫌いな⾷べ物︓ ゴーヤ
◇好きな⾔葉 ︓ 悩んだら⾏動しよう

◇⽒名︓ 梅沢勇輝（うめざわゆうき）
◇配属︓ 第2建築⼯事部
◇趣味・特技︓ ゲーム・⿇雀
◇好きな⾷べ物︓ ⾁・スイーツ
　 嫌いな⾷べ物︓ ⽣の⿂介類
◇好きな⾔葉 ︓ 絶対に諦めない

◇⽒名︓ 金谷柊汰（かなやしゅうた）
◇配属︓ 第2建築⼯事部
◇趣味・特技︓ ⾳楽を聞くこと
◇好きな⾷べ物︓ ⿂料理
　 嫌いな⾷べ物︓ ネギ・⽟葱・ナス
◇好きな⾔葉 ︓ 継続は⼒なり

◇⽒名︓ 石川　築（いしかわきずく）
◇配属︓ 第1建築⼯事部
◇趣味・特技︓ サッカー
◇好きな⾷べ物︓ 唐揚げ
　 嫌いな⾷べ物︓ とうもろこし
◇好きな⾔葉 ︓ 努⼒　全⼒　協⼒

◇⽒名︓ 高橋京佑（たかはしきょうすけ）
◇配属︓ 第1建築⼯事部
◇趣味・特技︓ 野球・サッカー観戦
◇好きな⾷べ物︓ 焼⾁
　 嫌いな⾷べ物︓ 野菜
◇好きな⾔葉 ︓ 努⼒に勝る天才なし

◇⽒名︓ 川﨑遥華（かわさきはるか）
◇配属︓ ⼯務本部　企画設計部
◇趣味・特技︓ 弾き語り・歌うこと
◇好きな⾷べ物︓ ほうれん草・かつ丼・豚汁
　 嫌いな⾷べ物︓ きのこ
◇好きな⾔葉 ︓ ⼀芸は道に通ずる

今⽉号の 「私の○○」 コーナーですが、 ⼯務本部　企画設計部の芳野係員にインタビューをしました。

私の「リフレッシュ」
リフレッシュってことで、そんなには多くありませんが美術館や図書館に⾏ったり
カフェに⾏って気分転換をしています。

美術館は、国⽴美術館や近場では当社で施⼯した太⽥市美術館・図書館などに⾏ったりしていて
最近では、埼⽟県にある⾓川武蔵野ミュージアムに⾏きました。

元々、美術館に⾏ったりしていたわけじゃなく、たまたま友達について⾏った事がきっかけです。
現実を忘れられる様な、⾮⽇常を味わいたいなと思い始めて⾏くようになりました。
まだ、⼀⼈で⾏くにはハードルが⾼いので友達と⾏っています。

私の「休⽇」
外に出かけないときは⾳楽を聴いてリラックスしたり気分転換しています。
リズムのいい曲を聴くのが好きで、最近よく聴く⾳楽はBruno MarsやMAN WITH A MISSIONを聴いています。

会社近辺にあるお洒落なかき氷屋さん
「WilliamsBurg（ウィリアムズバーグ）」

私の「おすすめ」

⼯場でシステム建築の建物でしたので、⾒るポイントとしては内部では床・壁の出来映えを全般的に⾒ました。
結果として、⼩芦所⻑の繊細な気遣いにより⼤変きれいに仕上がっていました。外装・外周りにおいても同様きれいに
仕上がっていました。お客様より指名されるだけあって、感動施⼯を実⾏してもらったと思います。
今後の継続受注につながると思います。⼤変お疲れ様でした。【尾花】

社内検査「吉田プラ工業株式会社」




