新年を迎え新たな気持ちで頑張っていきましょう！
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「そうか、平成３０年か！」

第25号
筆入れ：高一郎代表

では できな いことも皆 でなら でき
ると いう 「信頼」から の自信 に つ
なが っていく のだと感 じます。
社訓には ４ つの言葉が あります。
「常 に誠実なサ ービ ス精神を発揮
」す る こと で 「和を考 え て行動」
でき、 それが 私たち の良 い職場環
境 にな る為 に 「開発精神をも って
創意 工夫」す る仕事に つなが りま
す。そ の仕事が 私たち社員ひ いて
は会社、 そ しても っと大きく 「社
会 に貢献す る」 ことに繋が る ので
はな いでし ょうか。そ してまた、
社会 に貢献す る こと で会社 の発展
に つなが ると いう良 い流れが 循環
す る企業 であれば こそ、 この先 １
００年、 ２００年と迎える ことが
でき る のではな いでし ょうか。
代表からお話を聞いていると、
代表が 描 いている目標には会社 の

１２月２日 （土）、
ロイヤ ルパ ークホ テル
にお いて、 カイ ンズグ
ループ の９０周年パ ー
テ ィーが 開催されま し
た。当 日は午前中に全
社員勉強会が 行われ、
午後からは普段お世話
にな っている協力会社
様をお招き して執り行
われま した。パ ーテ ィ
ーは協力会社様 の方 々
と の歓談、ビ ンゴ 大会、
そ して特別ゲ ストと し
て堀江淳さんをお迎え
し、 大 いに盛 り上が り
ま した。皆さんもと て
も楽 しいひとときを過
ご す ことが できた ので
はな いでし ょうか。

発展はもとより、社員 一人 一人 の
幸せ、 ひ いては社員を 取り巻くす
べて の環境 の充実と幸福を 目標と
され ている のだと感 じま した。南
葛 ＳＣ の応援をは じめ、皆 で楽 し
め る花火大会、演劇、 そ して月に
一度 の親和会 イベント （これは ス
ポ ンサ ー業 ではな いですが ）を通
し、 みんな で共通 の経験を通して
結束力を高め ていきま し ょう。そ
して、 長く続く会社を私たち みん
な で作 っていきま し ょう。
最後 にイ ンタビ ュー中に代表 の
おち ゃめな野望をお聞き した ので
皆さんにお伝えします。 「俺、 タ
レントにな ろうかな」 葛飾を代
表す るタレントにな っていただき、
当社 の広告塔と しても活躍してい
ただきた いですね。
記事 タカ ハシ

実は協力会社の富士セイラ様も創業９０周年を迎えられたそうです。

盛り 上げい！

ん盛 り上げ ていこうと いう気持
ちが もとにな っている ことは、
皆さんもご存知 のことと思 いま
す。
代表は常 に 「皆 で 一緒 にな
って創 り上げ ていく」と いう事
に こだ わりを持 っていら っし ゃ
るように感 じます。それは仕事
の場 でも、親和会行事 の時 にも
コア の部分 にあ る のではな いで
し ょうか。 一人 では できな いこ
とも、皆 で力を合わせれば 成 し
遂げ られると いう想 いを感 じま
す。
私は物事を内輪 に見てしま いが
ち で、 大きな 目標にお じけづ く
ことが あります。そんな大それ
た ことは自分 に出来な い のでは
な いか、 失敗 したらど うしよう、
などと考 え てしま います。 しか
し、代表はも っと外に目が向 い
ていて、き つ然と前を向き
「皆 で会社を良く しよう。皆
で 一緒 に力を合わせよう。そ し
て全 員 で向 上 していこう」と強
くお考 え です。自分 一人が 良け
れば いいと いう事 ではなく、 そ
こには常 に人が いて、地域が あ
って、 そ の中 で共存 していこう
と いう 「和」 の気持ちが あり
ます。 「和」は輪 にな って広
が り大きく私たちを包 み、 一人

パイオニア様、創業８０周年おめでとうございます。

代 表 イ ン タ ビ ュ ー か ら
９０年 間、葛飾 に根付き経営
を営 ん できた当カイ ンズグ ルー
プ 。創業より常 に役立 つ企業と
して 「都心より、葛飾 。葛飾
を代表す る企業にな ろう」を掲
げ、葛飾とともに長い年 月を歩
ん できま した。
ここま で続 いた秘訣は い った
い何 でし ょうか。そ して、 私た
ちが 今よりもも っと発展す るた
めに必 要な こととはど の様な こ
とな のでし ょうか。今 回、 数あ
る理由 の中からピ ック ア ップ す
る のは、地域 へのサポ ート活動
です。
皆さんもご存 じ の通り、 当社
は いく つか のスポ ンサ ーと して
様 々な分 野 の支援を行 っていま
す。南葛 ＳＣウイ ング スを初め
と し、葛飾納涼花火大会、 日本
フ ィルハーモ ニー、 そ して先 日
も記念式典にサプ ライズ でいら
した堀江淳さん のラジ オＣＭス
ポ ンサ ー等、幅広く行 っていま
す。そ の 一環 で、 私たちも特等
席 で花火大会を 見る ことが でき
たり、南葛 ＳＣ の応援を通して
仲間たちと熱 い時間を過ご せた
り、普 通 では できな い経験を享
受 していますよね。また、 この
活動を通してカイ ンズ の名は葛
飾 区内 でも定着 し地域 の方 々と
共に歩む企業と して発展を続け
ています。
スポ ンサ ー活動 の中 でも特に
力を 入れ ている のが 南葛 ＳＣ の
支援活動 ではな いでし ょうか。
サ ッカ ー選手と して葛飾を背負
う女性たちを応援 した いと いう
気持ちと、次世代を担 う子供た
ちに葛飾から夢を持たせた いと
いう思 い、葛飾と いう地 で頑張
るも の同士、 共に葛飾をどんど

９０周年記念パーティー

2018年3月吉日発行
発行人：サトウ・オカダ・ヤマモト・
ハセガワ・カワカミ・
タカハシ・クリバヤシ
（PJ6 ザビリベロ）

★今期 は毎号、社員 の方 に自分自
身 のことに ついて語 っていただく
コラムを掲載 していきます。
●第２回はカネ コ常務 です。㈱ カ
ネ コの新社長 に就任 され、 これか
ら の抱負 を語 っていただ きました
。

㈱カネ コ新社長と しての抱負
社会人生活 ２０年、 当グ ループ 入
社前も含め、と ても書ききれな い様
々な経験を しま した。 しか しなが ら、
どれも中途半端 で、何となく時間を
過ご してしま ったように思 います。
それに比べ、 当グ ループ の社員は、
仕事や仕事 以外 でも、真 面目で本当
に感心 します。組織が 停滞 している
時 に 「ど うすれば 人は動く のか？
」と思 い悩む場面が あ ると思 います。
極め て単純 ですが、 それは人を 「
感動」させる こと。そ して自分も含
め、今後地位が 高くな っていく人に
は特に大切な事 ですが、会社と いう
のは世間、 大衆を離れ ては成り立た
な いと いう こと。直接、 間接 に、 い
ろいろな形 で社会と つなが っていま
す。 ですから、自分 の 一挙手 一投 足
が、会社を通じて社会と つなが りを
持 っていると いう自 覚と、責任感
を持ち、 私たち の活動が 社会 に良 い
結 果、感動を与えられる存在 になれ
るように邁進 していきた いと存 じま
す ので、 これからもよろしくお願 い
します。
記事 カネ コ常務
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年 ヶ月勤められた ハー
ネ ス事業室 の髙橋室 長が 定年
を迎えられま した。当グ ルー
プ のハーネ ス事業 の立ち上げ
に多大な るご 尽力を いただき
ま した。今ま で
本当にありが と
うござ いま した。

室長
高橋

PJ6 LinKチームからのお知らせ

今年 に入り何十年ぶりとも言われ
る強烈な最強寒波が 襲来 し、 イ ンフ
ル エンザ も猛威を振る っています。
イ ンフル エンザ の患者数は過去最高
を 更新 し続け １１１１万人を超 えま
した。例年は １２月頃からＡ型が 流
行 し始め、 遅れ て２月３月にＢ型が
流行す るパタ ーンが多 い のですが、
今 シーズ ンは Ａ型 ・Ｂ型が 同時 に流
行 しています。イ ンフル エンザ ウ ィ
ルスは感染力が 非常に強 い為、複数
の型が 同時流行 していると ワンシー
ズ ンに次々違 う型に感染 してしま う
連続感染やト
リプ ル感染、
さ らに免疫力
・抵抗力が 落
ち ていれば ノ
ロウ ィルスに
よる感染性胃
腸炎など他 の
感染症 にもか
かりやすくな
ります。

◆予防方法◆
最大 の予防方法は流行前 にイ ンフル エ
ンザ ワクチ ンの接種を受ける こと です。
確かに ワクチ ンを接種 したから絶対にか
からな いとは言えません。接種 してもか
か る こともあります。 ワクチ ン接種 の最
大 の目的はイ ンフル エンザ に感染 しにく
くな る こと、かか っても軽 い症状 で済む
こと です。カイ ンズグ ループ では代表 の
理解もあり、福利厚生 の 一環と してイ ン
フル エンザ ワクチ ン接種にかか る費 用 の
一部補助が 受けられます。
日常生活における予防法は、 正しい手
洗 い （正しい手洗 い方法は、ポ スタ ー
参 照）、 人混みを避け マスクを着 用す る
、栄養と休養を十分 にと る、室内 の換気
と湿度 に気を つける こと、咳 エチケ ット
を徹底 しま し ょう。

感染症
対策

今 月 の代表 イ ンタビ ュー の通り会社は葛飾
区を中心に様 々な文化支援を しております。
それだけ 区内 の人たちからも 「カイ ンズグ ル
ープ 」が 注 目を浴び ております。ただ単 に会
社が 注 目されるだけ のために資金を投 入す る
ことはありません。そ こには紐づき で 「区内
（国内） の文化活動を支 え ていく」 「グ ル
ープ への入社に対す る好印象 」 「 一つのこと
を社員全体が 一体とな って応援す る」など の
目的が あります。企業とは自分たちだけ でな
りた つも のではなく、常 に様 々な人たちに支
えられ て経営が 成り立ち、自分たち の仕事も
成り立 っています。そ の恩返 しでもあ る こと
を忘れな いで下さ い。
最近、 大 用現前 の代表後 記枠が 大きくな っ
てき ています。そ の時そ の時 のチームが 作成
す る ので毎年カラーが 変わりますが、今年 の
チームはネタ切れにな っていませんか？ 私 の
考 えを 展開す る趣旨 ではあ るも のの、 みんな
のことも情報発信す る有効手段と して捉 え、
も っと みんなが 知りた いことなど内容を 再吟
味 しては いかが ですか？

◆感染 してしま ったら◆
ワクチ ンも接種 した、 手洗 いもち ゃんと
している、 マスク の着 用も していても 不本
意 に感染 してしま う ことが あります。イ ン
フル エンザ と疑われる症状が 出たら、 医療
機関を 早めに受診 し、 医師 の指 示に従 った
治療を受ける、安静 にして休養をと る、 水
分も十分 にと る、咳やく し ゃみで周囲に 二
次感染させな いために不織布製等 の使 い捨
て マスクを着 用す る ことが 必 要になります。
もち ろん人混みや繁華街 への外出は控 え て
くださ い。職場や学校 に無理して行く のも
ＮＧです。
イ ンフル エンザ にかかれば、 ５日間出勤
停止になり仕事 に多大な影響が 出ます。困
る のは自分だけ ではありません。周囲 の人
に迷惑をかけな い為 にも自分 で出来 る予防
は し っかりやりま し ょう。

