今号は旅行特集！
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皆さん、良い思い出は作れましたか？

第23号

世間 では新学期を迎え、 「入
学式」や 「入社式」と いうよう
に多く の人が ど こか新たな場所
へ踏 み出 していく季節 になりま
した。皆さんもそれぞれ、 入学
式や 入社式 の思 い出が あ るかと
思 います。私も この季節 にな る
と学生時代 の思 い出、社会人に
な ったとき の思 いを振り返 って
懐か しみ、青 々しい気持ちにな
ります。今年は、松本ほたるさ
んが 当社に入社されま したね。
毎年、新 入社員 の方が 入社され
る ことに素晴 らしさを感 じなが
ら、 みなさんも先輩と して の姿
を模索 している のではな いでし
ょうか。
新 入社員 の方と親睦を 深め る
き っかけにな ったと言えば 「
社
員旅行」、今年は ３月に入社さ
れた高橋瑞紀さんと、 ４月に入
社された松本ほたるさんも参加
してくれま した。
今 回は、 そんな 「
社員旅行」
に対す る思 いに ついて、代表に
直接お伺 いしま した。
カイ ンズグ ループ の社員旅行
は ３４年前 （
雑木上）から始ま
り、今ま で毎年欠かさず開催さ
れ てきま した。知人に この話を
す ると、 「
羨ま しい、珍 しい」
と言われる ことが多 いです。 日
本 の会社全体 でみても、 これだ
け社員旅行を大事にしている会
社は少な いよう です。
このように、他 の会社 でも開
催される こと の少な い社員旅行
ですが、なぜ カイ ンズグ ループ
は違 う のでし ょうか。それは代
表 の社員旅行に対す る思 いにあ
りま した。そもそも社員旅行は
何 のためにあ る のでし ょうか。
当たり前 のことかも しれません
が、 私たちは普段会社 で業務を
行 い、お 互いに自分達 の家 で生
活を しています。 つまり、会社
に いるとき の顔が そ の人 の顔に
な る のです。それ では、 人間関
係が 希薄 にな ってしま う可能性
が あ る、と いう こと で社員旅行
の出番 です。代表は、社員旅行
で皆さんが リ フレ ッシ ュを し、
普段会社 では見る こと のできな
い顔を のぞかせ てくれる ことを
期待 しています。皆さん、今 回
の社員旅行 で大 いにリ フレ ッシ
ュできま したか。私は、泊まり
で行く社員旅行が 入社 してから
初め てでした ので、皆さん の普
段とは違 う顔をたくさん見る こ
とが できま した。
社員旅行が これだけ続 いてい
ると、旅行場所と いう のも気 に
な ると ころですよね。毎年、ど
のようにして決められ ている の
でし ょうか。 正直決まりはな い

よう です。そ の時そ の時 で旬、
流行 のも のもあります。また季
節や人間関係も大切な材料にな
ります。それは、個人 で旅行を
される際も同じではな いでし ょ
うか。 「
今年はど こに行 こう。
何が食 べた い。誰 に会 いた い。
」そんな思 いを巡らせる のも旅
行 の醍醐味 ですよね。代表が そ
の時選ば れた場所にどんな思 い
をも っている のか、今後 のチ ェ
ックポ イ ントにした いです。
さ て、社員旅行が 行われる理
由、 場所選び に ついてお話して
きま したが、 「
も し社員旅行自
体が できなくな ったら」と いう
ことを皆さんは考 えた ことが あ
りますか。今 回そ こにも代表 の
強 い思 いを感 じる ことが できま
した。 「
他 の行事をなく しても
社員旅行は最優先に行 いた い。
」代表 のこの言葉を聞き、毎年
遂行 でき ている ことに感謝 しな
ければ いけな いと感 じま した。
同時 に、普段 の業務に対す る責
任を 再認識 しま した。親和会行
事 ではありますが、 もち ろん会
社 の業績 によ って左右され、 行
く ことが できなくな ってしま う
恐れもあります。私たち自身が
そ のことを理解 し、業務に努め
ていく ことが 代表 への感謝を伝
える 一番 の方法 であ ると考 え て
います。また、 それが 結 果と し
てカイ ンズグ ループ の発展 ・飛
躍に つなが っていくと確信 して
います。
来年は噂によると海外旅行 の
年、 ベトナム のハノイに行ける
機会が や ってくるかも しれませ
ん。それは先ほどもお話しま し

雑
←木 の旅行先 一覧を 見て、物
思 いにふける代表

皆さんにも旅行のちょっとした「こだわり」はありますか？

たが、 私たち自身 の行動 で変わるはず
です。自分 の置かれ ている立場や環境
は皆さんそれぞれ違 いますが、向 か っ
ていく方向 は 一緒 のはず です。 これを
機 に、 カイ ンズグ ループ を 見 つめ直 し
ま し ょう。そ して、また新たな気持ち
をも って、皆さん で 一歩前 に踏 み出 し
ていきま し ょう。
記事 ク ロサ ワ
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●人付 き合 いの コツは？
自分から飛び 込ん で、臆せず話
す こと。けどガ ツガ ツし過ぎ る の
はダ メ。
ロータリーは年 配 の方が 多 い の
で、 人付き合 い の勉強にな った。

●人生 の最後 に食 べたいも のは？
奥様 の 「豚タ ツタ」。
松 月 のカレーチ ャーハンも捨 て
難 い。

代表の旅行と言えば「世界遺産巡り」。毎年の年賀状でご覧になっている人も多いはず。

代 表 イ ン タ ビ ュ ー か ら
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まだまだとは思いますが、お付き合いいただきありがとうございました。

大石公園

ほうとう研究所

今 回は社員旅行に ついてイ ンタビ ューを し
た いと いう こと で、 「は て？どんな内容 にな
る ことやら」と全疑 の気持ち で臨 みま したが、
いざ 始ま ると ３４年前 の金誠会時代から欠か
さず続く親和会 の大事な行事 であ る ことに改
め て気づ かされま した。 一泊 一夜、仲間と共
にす る こと で普段話を しな い仲間と コミ ュニ
ケ ーシ ョンを 取 ったり、 ぶ つかり合 っている
わだかまりを解き ほぐす大事な時間 でありま
す。さ てお小遣 い のことに ついて話をさせ て
下さ い。お小遣 いは旅行が 何 回か続 いたと こ
ろで特にパ ート社員さん の何人かが参加 しな
い時期が ありま した。訳を聞けば、 「
満 足な
お金もなく買 い物が できな い」と のこと。な
らば と いう こと で、参加を促すためにお小遣
いをあげ ようと いう会社側 の心配り で渡 した
も のです。あ る日、参加 しな い社員にはお小
遣 いを減らしても良 い のではな いかと いう議
案が 提出された際 「
参加 できな いも のにも 平
等 に返せ」などと言う発言が でるような環境
になり、ま るでお金を返してもらうが権 利 の
ような ことにな ってしま いま した。社員は実
質 一人千円 （＋都度 の会費） で 一年 の親和会
活動 へ参加を してもら っており、 ほとんどは
会社が 負担 しております。 子供にまだまだ 手
が かか る母親社員も いる のも理解を していま
す。そ の子育 てが ひと段落 つけば 是非、積極
的 に親和会活動 へ参加 して下さ い。

FY17では２１、２２、２３号を発行してきました。皆さん、いかがでしたか？
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