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１月５日（月）

２０１５年仕事始め式で、和田社長より年頭挨拶、

多納部長より社員を代表して新年の誓いを述べられ

ました。

仕事始め式後は、晴天のなか出雲大社を皆で参拝し、

社員全員で記念撮影を行ないました。

写真

出雲大社参拝後、今年度第１回目となる昼食会を行ないました。

今年も、社員一丸となって業務に取り組めるよう、社内交流を積極的に行なってまいり

ます。
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11月15日、平成26年度の上半期経営報告会が行われました。

和田社長より、「第44期経営方針」「外部環境」「上半期の経

営報告」「良い会社を作る」という４項目の報告と、「下半期の

重点方針・施策」についての発表がありました。

経営報告会の後は『アイガテ』にて上半期慰労会を開催しま

した。

下半期は、「顧客満足」「社員満足」という重点方針を心掛け、

一致団結して業務に取り組んでまいります。

１１月２８日

本社において、「平成26年度 教養講座」を開催しました。

本年度は、開星高校硬式野球部元監督の野々村直通様

を講師にお迎えし、『私の強育論』という題材の講演を拝聴

いたしました。

講演会では、「勇気を持って本気で物事に取り組むこと」、

「目標を達成するためには目標達成した自分をイメージす

ること」、「自分の言葉に宿る力（言霊）にしっかりと責任を

持つこと」が大切である、ということを教わりました。

野々村先生のお話は、弊社が経営理念に掲げている『自

己実現』と合致するところが多くあり、社員一人ひとりが今

後の業務に前向きに取り組んでいきたいと感じました。

“自分が成功した”と思う事、“強く

念ずる”ことが大事であるという話

が印象に残った。

これまでの、“自分が失敗した”と

思う事、“自分にはできない”と諦め

ていたことを思い出した。一人ひと

りが目的やビジョンを持ち、なりたい

自分を想像し努力することで夢を実

現できるということを学んだ。

志を持ち、それを達成して活躍する自分

の姿をより具体的にイメージすることで、

目標に早くたどり着けると感じた。

また、より高い志を抱き、そのゴールに

到達しようとする思い、情熱こそが前進

する力の源だと感じた。

自分のなりたい姿を「想像」するこ

とにより夢が実現すること、その夢

に向かって努力すること、「出来る」

と思い信じることが大切であると強

く感じた。

真剣に取り組むことにより、人から

の信頼を得ることができると感じた

ので、自分も真剣に物事に取り組

みたいと思う。

～ 所 感 ～
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ト12月6日（土）、ガイナーレ鳥取の岡野雅行ＧＭ（ゼネラルマネージャー）、フェ

ルナンジーニョ選手、谷村憲一選手、ハマゾッチ選手、コーチの方々を招いて、

小学生を対象としたサッカー教室を開催いたしました。

地元のサッカーチームから斐川ＦＣ、西野スポーツ少年団、出東スポーツ少年

団の3チーム48名の子供たちが参加をしました。

岡野ＧＭや選手の方々に、直接指導を受ける子供たちの貴重な経験を、我々

社員も共に経験できたことを嬉しく感じ充実した時間を過ごしました。

この教室を通じて、子供たちの未来に少しでもお役立ちできたのではないかと

考えております。

ご参加いただいた皆様に心より、感謝を申し上げます。

今後とも、様々な活動を通じて地域へ貢献していきます。
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今年度は、ハートフルロードの美化活動を全７回実施

いたしました。毎月の活動を経て、雑草で生い茂っ

ていた路上は見違えるほど綺麗になりました！

来年度も、積極的に取り組んでまいります。

実施報告

第７回 １２月８日（月） ３９名

ハートフルロード

7月11日～12月31日までの174日間、当社からも全

23チームが参加しておりました 『しまね安全ドライブコ

ンテスト2014』が終了しました！

結果として、23チーム中15チームが無事故・無違反を

達成しました。安全ドライブコンテストは終了しますが、

引き続き無事故・無違反を心がけていきましょう。

１１月２日（土）・３日（日）の２日間、出雲ドームにて

開催された「出雲産業フェア2014」に、『ぽん太

Proversion』を出展いたしました。

地域にお住まいのお客様や、造園関係の企業様

など、多くのお客様に“倒木を未然に防ぐ”ぽん太

の実用性を紹介させていただくことができました。

今後も、一人でも多くのお客様のお役に立てる商

品となりますよう、今回いただいた多方面の方々の

新鮮なご意見を、商品開発に活かしてまいります。

来場いただきました皆様方、ありがとうございました。



12月27日、平成26年の締めくくりと

して、「アンジェグレースガーデン

ラ・マール」にて、仕事納め式なら

びに忘年会を執り行いました。

仕事納め式では、恒例となりました

“ワールド測量設計の１年間を振り

返るフォトムービー”やスピーチ、

“ありがとうの心”の表彰などを行な

いました。

１年間のすべての出会いと出来事

に感謝し、2015年も全員一丸と

なって業務に取り組んでまいりま

しょう！
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社員の皆様から募集した、今年一年間の“心に残るありがとう”

の中から、和田社長より『ありがとうの心』として７名の方が表彰さ

れました。
★ 受 賞 者 ★

伊藤保治さん

瀬島浩司さん

岩成直美さん

岡本 晃 さん

花本孝一郎さん

岡田 健 さん

加地慶剛さん

今年、全７回行った「ハートフルロード」の活動にすべて出席された、１３名の方

が表彰されました。

★ 受 賞 者 ★

長廻 隆 さん 多納延之 さん

生馬真紀子さん 明正 弓 さん

昌子怜太 さん 池田良子 さん

山根勇哉 さん 國清智之 さん

岡田 健 さん 矢田亜沙美さん

板垣友里 さん 加藤真理子さん

花田多恵子さん

11月11日、（社）島根県測量設計業協会・中国地質調査業協会島

根県支部主催の「平成25年度島根県優良業務受賞者技術発表

会」（島根県民会館）において、受賞業務である、『簸川西地区用

地調査業務』の技術発表をさせていただきました。

発表会においては、県西部で発生した豪雨災害対応の中、

限られた期間内で、社内・社外の関係者と情報を共有しな

がら様々な工夫を施し、確実に業務を遂行した点を評価し

ていただきました。

今後も、弊社の経営理念に沿い、品質の向上に努め、地

域の皆様に喜んでいただける事業活動を行うよう邁進して

まいります。
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課内

懇親会

11月

12月

12/15 第2回実施 営業課

12/22 第2回実施 上下水道課

【 議題 】

◎2014年の振り返り

◎年度末に向けて

【 所感 】

普段とは違った空間で皆と話すことが

でき、課内の団結力をよりいっそう強

める会になったと思います。

上半期の仕事を振り返ることで年度末

に向けて士気を高めることができまし

た。

12/22 第2回実施 設計一課12/13 第3回実施 総務課

12/22 第2回実施 設計二課

課内の親睦を深める目的で、懇親会を行なっております。

12/20 第2回実施 業務課



P73『小さなコンセプト～厳しさと優しさ～』

名優・高倉健さんの

“自らにも他人にも、

厳しくもあり優しい”

生き方について書

かれています。

「理念と経営」1月号 おすすめ記事

by 理念委員会
子供がスイミングスクールに通って約1年です。

先月、7級に合格したと証明書をいただいていました。

将来は金メダリストになれるように頑張ってほしいです。

設計二課 瀬島浩司

荒木さん、いつも仕事の割り振りありがとうございます。

荒木さんが私達を見守っていてくれるので、安心して

お仕事ができます。これからも、宜しくお願いします。

業務課 加藤真理子

雪が降るこの時期になると聞ける音がある。

鴨の鳴き声だ。

ピーンとはりつめた真冬の早朝、東のほうか

らきれいな列を組み、鳴きながら近くにある

堤に飛んで来る。

早起きして外で待っていると夜明け前の澄ん

だ空にかすかに姿を見ることが出来る。

【今日もやって来たな】と嬉しくなる。

小さな堤だが、鴨達にとっては居心地が良い

らしい。

こんな野鳥の声が聴けるのもこの時期ならで

はの楽しみだ。

営業課 経種一正

～コラム 『冬の楽しみ』～

～コラム 『2014年一番心に残った出来事』～

シ

リ

ー

ズ

北海道の社員旅行が、一番心に残りました。

初日、ジンギスカンを食べた後、ホテルに帰る際に道に迷い、３時間くらい歩きました。とりあえず公園の案

内看板の一図を頼りになんとか帰りました。

２日目は、車移動が多かったためなんとかなりました。

北海道は、食べ物も美味しいしもう一度行きたいなと思いました。

上下水道課 福間政男

「ぶたぶたカフェ」

著者：矢崎存美

ふんわりきつね色に焼かれた二段のぶあ

ついパンケーキ（本文を読んだら、ホット

ケーキでした。）にバターとたっぷりのシロッ

プ。その陰から、ちょこんっと顔を覗かせた

ピンクのぶたのぬいぐるみ。そんな表紙に

惹かれて購入した作品。

ほのぼのとした作風で、読み終わった後

には、なんとなくよかったな～と感じさせてく

れます。

そして、なにより作品内の食べ物がすべて

美味しそう！

アップルバターと黒糖バターを添えたふわ

ふわサクサクのビスケット、メイプルシロップ

をたっぷりかけたパンケーキ、鉄板で供され

るアツアツのフレンチトースト・クリームチー

ズ添え。そして、表紙にも描かれた5センチ

はあるぶあついホットケーキ。

こんな朝食が食べられたら幸せだろうな。

と、お腹の空く作品です。

業務課 池田 綾

おすすめ

図書館


