
　緒方さんは、毎日早くから出勤
され会社内の草取りや掃除をされ
ている姿を見て感心しています。
仕事を一緒にする時も、指示され
た事を、熱心に取り組まれていま
す。いつも助けられています。
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研修生
からの御礼
社員全員のカンパで
商くんと張くんを

社員旅行へ招待しました！
二人からの御礼の手紙です。商くん 張くん商くん 張くん社長社長

新入社員
自己紹介

①名前　②生年月日
③出身地
④長所　⑤短所
⑥趣味
⑦資格（１つのみ）
⑧“これ！”がないと
　生きていけない物
　や今までに一番熱
　中した物は？
⑨一言アピール
　（仕事に対する
　　熱意など）

白木　慎一　
②S53.8.6　
③八代市　④きれい好き
⑤人見知りをする所　⑥ゴルフ
⑦一級電気工事施工管理技士
⑧家族、友人
⑨早く一人前になれる様、頑張り
ます。ご指導よろしくお願いしま
す。

新しい仲間が加わりました！新しい仲間が加わりました！
宮本　陽一郎
②S39.12.28　③熊本県八代市
④優しい所
⑤家では、すぐ怒ると言われます。
⑥子供のサッカー、ラグビーの試合観戦。
ドライブなど。
⑦二級管工事施工管理技士
⑧生きていけないもの ― 家族、お金
　一番熱中した物 ― 高校時代の部活（
弓道）
　　⑨安全に事故を起こさない様、
　　　確実に仕事をして
　　　いきたいです。

井手田　和隆
②S46.3.6
③熊本県宇城市不知火町
④協調性がある・・・かな？
⑤集中力、持続力に欠ける（単純
作業はすぐに飽きる）
⑥・読書（歴史物）
　・過去？サーフィンだった…
⑦一級土木施工管理技士
⑧サーフィン!!独身の時は、休日
10日間くらい連日、海～車の生活
をよくやっていた。今は家族が楽
しい。
⑨「何事にも挑戦する気持ち
を」持ち続け、自身でゴールを決
め付けない人間になりたいと思
　います。

　今年も社員旅行に行ってきました！毎年海外でしたが、
今年は国内、北海道。
　私は初めての北海道で、家族全員参加ということもあ
り、前の晩からとてもわくわく楽しみにしていました。
　初日は新千歳空港から、十勝温泉【観月苑】までの移
動日で夜は宴会。1班も大変な盛り上がりだったそうで
すが、2班も負けずに盛り上がり、旅が始まりました。
　2日目からも移動距離はすごく、さすが北海道、広い
です！ちなみに1日目214キロ、2日目384キロ、3日目
238キロ、4日目133キロ、合計969キロ！車窓からの
眺めは最高で、3日目まではなかなかの良いお天気に恵
まれ、阿寒湖、摩周湖、きれいな層雲峡の山々を楽しみ
ました。キルティングマットのようにお花畑や小麦畑が
連なる風景など、北海道の雄大さが感じられました。残
念ながら時期ではなかったラベンダーファーム。温室で
しか楽しめませんでしたが、その香りに癒されました。
それからまだまだ人気の旭山動物園では、熊本動物園と
は違い、いろんな工夫をされてあり動物たちがのびのび
として見えました。子供たちもすごく興奮していたよう
で、私の息子たちはそれぞれ気に入った動物のぬいぐる
みなどを買いました。
　そして、あちこちでおいしいものを食べ歩き！旅行後、
みんな体重を気にしてらっしやったようです。行く先々
で違う味のソフトクリームを食べたり、小樽では店頭で
炭火焼きしてその場で食べるつぶ貝やホタテ貝、アスパ
ラなど。もっともっと食べたかったです。
　男性のみなさんが楽しみにしていた札幌すすきの。
　2班ではご夫婦やお子さん連れのファミリーでの参加
があり、賑やかでした。次回は他の皆さま家族の方も是
非どうぞ！
　まだまだ北海道を楽しみたかったのですが、たくさん
のお土産を手に一路熊本へ。また来年もみんなで行きま
しょう！

管理課　前田玲子
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梶野　英二
②S22.8.28　③玉名市
④公平・誠実をモットーにしている。
⑤口べた
⑥ドライブ・旅行・庭いじり・ソフトバンク
（野球の方）
⑧１日に350ｍｌのビールと0.3合の焼酎
⑨新生利水の飛躍のため
　にベストを尽くす！！

川本　秀次　②S23.5.25
③現在の上天草市松島町阿村で出生。高校2年在学時に、
　現住所（熊本市帯山）に移転し現在に至る
④積極的、比較的元気！　⑤気が短い所
⑥スポーツ全般（野球、サッカー）、ゴルフ、麻雀、魚釣り（海）
⑦二級管工事施工管理技士　二級土木施工管理技士
⑧１．先ず月並みであるが家族とのだんらん
　２．高校時代に甲子園目指してメンバーと夜遅く迄練習に励
んだこと！
　⑨会社が目指す方向性に対応しながら、今、自分に何を　
　　　求められているかを熟慮し、提言できるよう精進して
　　　行きたい。（部課長クラスが常にトップの考え方を
　　　　理解し、協調性をもって効果的に相互
　　　　間の信頼を築き、目標に向って頑張る
　　　ことが求められていると思います。）

上土井　貴俊
②S50.4.22　③水前寺
④Noと言わない
⑤Noと言えない
⑥スポーツ観戦、読書、音楽鑑賞
⑦甲種防火管理者
⑧“音楽”バンドしてました
⑨熱くなると周りが見えなくなりますが、
おっちょこちょいです。みなさんに
　助けられるばかりでなく、
　みなさんにとって絶対必要な
　　存在となりたいと思います。

吉川　圭二
②S40.8.21
③上益城郡益城町
④じっくり取り組んで根気
　強くやることが得意
⑤てきぱき行動することが苦手
⑥ドライブ（温泉とか公園とか）
⑦一級土木施工管理技士
⑧よくないと分かっているけどタバコ
⑨管理の仕事を全うする為に、
　良い意味での嫌われ役
　になりたいと思います。

～満開の芝桜～

第 1班

第 2班

～摩周湖にて～

～ホ
テル
にて
～

北海道は
　でっかい

どー

社員旅行 1班：5月21日～24日　2班：5月28日～31日

村田　豊
②S30.2.24　③熊本県熊本市
④まじめ　⑤ふまじめ、夜遊び
⑥釣り
⑦二級電気工事施工管理技士
⑧酒がないと生きていけない
⑨よしやるぞ！

前田　正夫
②S24.12.6　③熊本市内坪井町
④積極的、明朗
⑤情に流されやすい
⑥マージャン、山登り
⑧今のところタバコが止められない止まらな
い。過去に「それ行け浜ちゃん」にハマっ
てしまいました。
⑨何事にも物怖じせず積極的
　に当って行きたい。

工事部
電気工事課

工事部
電気工事課

プラント工事部
施工管理課

管理部　管理課
購買課

営業部

営業部

営業部

工事部
機械土木課

管理部　管理課
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⑦甲種防火管理者
⑧“音楽”バンドしてました
⑨熱くなると周りが見えなくなりますが、
おっちょこちょいです。みなさんに
　助けられるばかりでなく、
　みなさんにとって絶対必要な
　　存在となりたいと思います。

吉川　圭二
②S40.8.21
③上益城郡益城町
④じっくり取り組んで根気
　強くやることが得意
⑤てきぱき行動することが苦手
⑥ドライブ（温泉とか公園とか）
⑦一級土木施工管理技士
⑧よくないと分かっているけどタバコ
⑨管理の仕事を全うする為に、
　良い意味での嫌われ役
　になりたいと思います。

～満開の芝桜～

第 1班

第 2班

～摩周湖にて～

～ホ
テル
にて
～

北海道は
　でっかい

どー

社員旅行 1班：5月21日～24日　2班：5月28日～31日

村田　豊
②S30.2.24　③熊本県熊本市
④まじめ　⑤ふまじめ、夜遊び
⑥釣り
⑦二級電気工事施工管理技士
⑧酒がないと生きていけない
⑨よしやるぞ！

前田　正夫
②S24.12.6　③熊本市内坪井町
④積極的、明朗
⑤情に流されやすい
⑥マージャン、山登り
⑧今のところタバコが止められない止まらな
い。過去に「それ行け浜ちゃん」にハマっ
てしまいました。
⑨何事にも物怖じせず積極的
　に当って行きたい。

工事部
電気工事課

工事部
電気工事課

プラント工事部
施工管理課

管理部　管理課
購買課

営業部

営業部

営業部

工事部
機械土木課

管理部　管理課



　緒方さんは、毎日早くから出勤
され会社内の草取りや掃除をされ
ている姿を見て感心しています。
仕事を一緒にする時も、指示され
た事を、熱心に取り組まれていま
す。いつも助けられています。




