木材業界では城南木材製材組合と山城
エコ木材の地域産木材の消費率を上げる
べき、各行政や
一般の方にア
ピールもして
月は宇治
さくら祭り、
月は城陽緑
化フェスティ
バルと城陽産
業祭りに参加
していました。
統計によりますと国産木材の自給率も
年連続で上昇して自給率 ．４％にな
りました、そして、住宅着工戸数について
は２０１８年度が前年度比１．８％増の９
６４万戸、２０１９年が前年度比３ ．６％
減の ．９万戸と駆け込み需要の影響が
あると予測されています。
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今年は猪年ですので前向きにお得意先
と共に今年も進んでいきますので社員
共々さらなるご愛顧お願いします。

昨 年 はお 得 意 先 の旅 行 でベトナムのダ
ナンにお得意先の会長でもあり親友の南
山 さんと総 勢 名 で行き ました。ダナン
はリゾート地ですので一時の癒しを求め
て 日間楽しい一時を過ごさせて頂きま
した。
3

13

今 回 も 板 野 君 が白 河 支 援 学 校 から 就
職体験で１ヶ月研修に来て頂きました。
今回で３回目になりますが真面目で何で
も学ぼうとする姿勢がうかがえました。
そして、何より嬉しかったのはお母さん
の日 報 から 、家 庭 内 での仕事 を手 伝 って
くれ ました。とあり仕 事をすることでや
さしさを感じることができたのかと感激
しました。
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10

10
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育児休暇中の中辻さんが遊びに来て
くれました。
いち栞（いちか）
ちゃんパパ似らしいです。

10

平成 年 新年を迎えて
２０１９年新年明けましておめでとう
ございます。
旧年中はご愛顧いただきありがとう
ございました。
今年は平成最後の年になり新年号にな
り、新たな年になりそうな予感がします。
昭和 年に個人創業させて頂き平成４年
に法人設立して新年号で 年を迎える事
が出来ましたのもお得意先や社員と家族
のお陰と日々感謝しております。
さて、昨年は災いの年になり北部地震や
その後大型台風の影響で商品の入荷不足
や工事の遅れからご迷惑おかけしたと思
います。まだ一部の商品が欠品している
状況です。
Ⅰ．西日本豪雨、死者２２０人超。７月５日
から数日間、記録的な豪雨が襲った。
大阪北部地震 ６月 日大阪府北部でマグ
ニチュード（Ｍ）
６．１の地震が発生しました
Ⅱ．大型台風襲来、関空が冠水し孤立。台
風 号が９月４日四国、近畿を縦断し、近
畿地方を中心に大きな被害をもたらした。
Ⅲ．北海道で震度７、道内全域で停電。９
月６日、北海道の胆振（
いぶり）
地方を震源
とするマグニチュード（Ｍ）
６．７の地震が発
生と災害の影響で、不足資材調達や施工
業社や大工さんの手配などに奔走した一
年であったように思います。

取締役営業部長 倉谷克己
新年明けましておめでとうございます。
ご家族お揃いで新しい年を迎えられた事
とお慶び申し上げます。昨年末に発表さ
れた「今年の漢字」
には『
災』
という字が選
ばれました。２月に北陸豪雪、６月に大阪
北部地震、７月に西日本豪雨、９月には北
海道地震や台風 号が発生するなど災害
が相次ぎました。我々の業界にもその余波
で人手不足、品不足、工期の遅れなど発生
し未だに解消されていないのが現実です。
「
災い転じて福となす」
と格言に有ります
が今年は穏やかな年に成ってもらいたいと
願います。
今年５月には皇太子殿下が天皇に即位さ
れ新しい元号が始まります。９月にはアジ
アで初となるラグビーワールドカップが日
本で開催され、約１か月半にわたり日本各
地で熱戦が繰り広げられます。
そして 月には消費税が ％に改定さ
れる予定ですので建築業界に措いても前
回増税時の様な駆け込み需要が今回も発
生するのか？又、その後の需要停滞で消費
が落ち込むのか？国の増税対策の施策は
徹底し混乱しないのか？楽しみも有り、不
安も残る一年になりそうです。
今年は「亥年」
です、『
無病息災』の意味も
あるとの事で昨年の様な「
災」
がなるべく
起きない様な年に、又、皆様方のお力にな
れるよう我社も頑張ってまいりますので尚
一層のご愛顧賜ります事お願いすると共
に、皆様方の更なるご商売繁盛とご健勝
を心よりお祈り申し上げ新年の挨拶に代
えさせて頂きます。
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【
住宅関連情報】
安倍首相が２０１９年 月１日に消費
税を ％に引き上げることを明言しま
した。
今まで２０１５年・
２０１７年と２度にわ
たって消費税増税を延期していた中、今
回は予定通りに実施される見通しとな
りました。政府では消費税増税によって
経済に悪影響を与えないためにさまざま
な対策が検討されております。
しかし、一般消費者の軽減税率が導入
される上に、プレミアム商品券やポイン
ト還元など今後の課題も多く残されてい
ます。住宅購入時の税制・
予算措置もそ
の一つに挙げられています。
具体的には、省エネ住宅にかかる「
住宅
エコポイント」
の復活や「
住宅ローン減税」
の拡充、「
すまい給付金」
の拡大などが検
討されているようです。
※住まいの給付金については『
住まい給付
金』
で検索しますと詳しく掲載されてい
ます。
消費税率は住宅の引き渡しをした時の
税率になります。今回の場合、引き渡し
が消費税増税施行前の２０１９年９月
日以前だと消費税は８％で、 月１日を
過ぎると消費税が ％になります。
ただし、注文住宅の場合は経過措置が受
けられます。
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又、明るい話題では日本人の活躍も目立
った年でもありました。
平昌五輪で日本は冬季最多１３メダル。
フィギュア・
羽生結弦は連覇
Ⅰ．テニス・
大坂なおみが全米オープン優
勝、四大大会で日本人初
Ⅱ．ノーベル生理学・医学賞に本庶氏
Ⅲ．大谷翔平、メジャー新人王

18

30
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営業主任 浅利 文哉
新年明けましておめでとうございます。本年
も宜しくお願い致します。
毎年末に清水寺で発表されます今年の漢字が
２０１８年度は「
災」
でした。２月の北陸地方の豪
雪に始まり、北海道地震、毎週の様に発生する
台風被害、そして西日本を襲った豪雨、そして
身近で被害を感じた大阪北部地震では業者さ
んの不足や品物の不足などが発生し我々の建
設業界も大変な混乱が生じてしまいました。近
年では暗い話題が今年の漢字になっております
が今年は少しでも明るい話題の漢字になるとい
いですね。
自身も昨年を振り返りますと色々な嬉しかっ
た事、悔しかった事、多々ありました。それら
を糧に今年 年が充実した年になる様、ポジ
ティブに笑顔で過ごして生きたいと思います。
【
ＫＥＳ】
①電気消費量の削減
②コピー用紙の削減
業務部長 井上 陽史
③周辺清掃
今期はこの３点を目標に掲げ活動しております。 新年明けましておめでとう御座います。本年も
宜しくお願いいたします。
皆様のご理解・
ご協力の程、宜しくお願い申し
毎年この時期になると「
あれが無い、此れが無
上げます。
い」
と書かせて頂いているような気がします。昨年
営業部 富田 恭二
からいろんな物が欠品し、大変な状況ですが、当
新年あけましておめでとうございます、旧年
社に於いても一部商品が品薄状況で、在庫品に関
中は皆様方には大変お世話になりありがとう
しては、出来るだけご迷惑をお掛けすることの無
ございました。少しでもご恩返しできるよう
い様、仕入れをしていく様心掛けています。
日々取り組んでまいりますので本年もどうぞ
そんな中ですが、配送の段取りをしてくれてい
よろしくお願いいたします。
る松本君に、今年から仕入れを担当して貰う様、
私個人として昨年を振り返りますと、昨年ご 昨年末から配送の段取りを中田君が除々にして
報告しておりました健康診断で中性脂肪がＤ評 行ってくれています。当面窓口は松本君ですが、
価の改善ですが、残念ながら悪玉コレステロー
非常に積極的に取組んでくれていますので、早い
ル値は正常範囲までの回復はできませんでした。 時期に仕入れを松本君に引き継げると期待して
今回は保険指導員の先生のご指導もいただき
います。
ながら日々の食生活の改善、適度な運動等に取
配送のことで何かありましたら、ご遠慮なく配
り組んでいます。何とか正常値まで戻し動脈硬 送担当者にお知らせ戴く様お願いいたします。今
化などへのリスクを減らし健康な生活を送って 後共どうぞ宜しくお願いいたします。
いきたいと思っております。
業務主任 松本 圭介
また仕事の上では大阪北部地震、台風被害等
明けましておめでとうございます。
の影響もあり夏以降、資材・
職人さんの不足が 旧年は格別のお引き立てを賜り、誠にありがと
顕著に表れ被災された方々には大変不安な時
う
ございました。
間を過ごされていることとご察し致します。
皆様、年末年始はゆっくり静養出来ましたで
一刻も早く解消されることを念じ、少しでも貢 しょうか？
献できればと思っております。
私事ではございますが、昨年は仕事を任すとい
また消費税の増税が実施される年でもあり
う事がなかなか出来ず、新たな事に取り組む事
ます、政府の補助施策等も有りますが少なか
が出来なかったので本年は任せる事は任し新た
らず駆け込み受注等でバタバタとする時期が
な事に取り組んでいきたいと思います。
あることと思います。スムーズにかつ的確に対
皆様のご要望により一層お応えできるようさ
応していけるよう努力していきますのでどうぞ らに精励してまいります。
よろしくお願いいたします。
皆様のご健康とご繁栄を心からお祈り申し上
最後になりますが皆様方の益々のご健勝とご げますとともに、本年もご指導とご鞭撻のほどよ
多幸を祈念いたしまして新年のご挨拶とさせて ろしくお願い申し上げます。
いただきます。
1

業務部 中村 満
新年明けましておめでとうございます
旧年中は事故、病気等無く無事に過ごすことが出来ま
した。年々体力の低下を実感していきますが出来る限
りお客様の要望に応えられるよう日々進化し頑張りた
いと思いますので今年もよろしくお願いします。

目標は、【
断捨離】
不要なモノを断つ・
捨てる・
モノへの執
着から離れる
私にとっては、難題ですが心がけスッキリ
出きるように努力しようと思います。

総務部 山下 由恵
明けましておめでとうございます。
パソコンのこと、商 品のこと、皆さんに教え
ても ら い、助 けても ら いな がら 、一 年がた
ちました。
いつも電話で声を聞いているお客様に
お会いできたとき、嬉しく思っています
まだ ま だ皆 さ んに聞 いてばかりですが、
正 確 に一 つ一 つ確 認 しな がら 、こな してい
こうと思います。
今年もよろしくお願い致します。

業務部 中田 享志
総務部 永谷 寿子
新年明けましておめでとうございます。
あけましておめでとうございます。
昨年は、作業中の怪我、配送中の事故もなく無事に
昨年も色々お世話になりありがとうござ
年過ごすことができました。今年も怪我や事故には注
いました。
意し作業して行こうと思います。しかし、今だに自分
昨年は地震、台風、そして秋なのに
の勘違いからの間違いをしてしまうことがあるので、
夏のような暑い日があったりで自然の怖さ
今年はしっかり確認する事を意識して作業していこう
を痛感した年でした。
と思います。
その影 響 で商品の納期が遅れてお客様に
今年 年またご迷惑かけることもあるかと思います
ご迷惑をおかけすることもあり、本当に申
が、どうぞよろしくお願いします。
し訳ありませんでした。
春以降は仕事に追われることが多く
な り 、異 常 気 象 のせいか、年 のせいかはわ
業務部 安井 信行
かりませんが身体にもガタがきてしんどい
新年明けましておめでとうございます。
昨年はいろいろな方々にお世話になり、ありがとうござ ときもありました。
今 年 は急 がな い仕事 も 後回しにせず 、で
いました。
今年は、よりいっそう自分 自身 成長でき る よに、努力 き ることは早めに終えるようにしていきた
いと思います。
していきたいと思いますので、ご協力のほど
迷惑をかけないように健康にも気を
よろしくお願いします。
つけてがんばりたいと思 います ので今 年 も
どうぞよろしくお願いします。
1

中村満 安井信行 松本圭介 井上陽史

総務部長 永谷 明美
大変おせわになり有難うございます。
昨年は、自然災害の多い年で心痛める事がありま
した。
今年は、平和で極力何も起こらないことを願うばかり
です。

永谷寿子 山下由恵 永谷明美

1

中田享志

板野力也

倉谷克己

富田恭二

浅利文哉

永谷社長

