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就任記念
今回は特集として今年の11月より代表取締役に就任されました
鈴木淳司様にインタビューさせていただきました。
日頃、社内でのピシッとした雰囲気ではない意外な？一面も・・・
Q. ご趣味は何ですか？
Ａ. 所信挨拶のときは、多少のウケ狙いで 庭の草取り と
話しましたが、実はその他にもあります。すべて中途半端
で、辛気臭くて、かつ、家庭の事情で言えません。バス
ケットボールだけ続けてましたが、持病のせいで２年ほど
してません。再開を最近考えてます。奈良建設さんのお
陰で。その他どうしても聞きたい方は酒の席にてどうぞ。
聞きたい人？多分、いないよなア〜。
Q. ご自分の性格を解析してみてください。
Ａ. 第三者の目と自覚ではかなりの差があると思います
が、自覚しているのは 飽き性・気分屋 、 冷酷無比 。
Q. 日頃大切にしている想いをお聞かせください。 え？周りもそう見てる、、、やはり。長所？学生の面接の
Ａ. 実家が土建業だったせいもあって、子供のころ ときから応えられませんでした。強いてゆうなら、ちょっと
から 段取りは７割じゃだめ、８割以上必要 と言
慎重に考える、、、かな？
われ続けました。それです。いかに根回しや準備、
Q. 好きな食べ物は何ですか？
前調査が必要か、ということです。浪人したこと
Ａ. 基本的に、痛風予備群なもの全般。甘味。酒も。まず、
などから、とことん知らされました。
好き嫌いは加齢で減ってきている気がします。と言うより、
Q. 休日はどのように過ごされていますか?
味覚が鈍ってきてる？牡蠣はアレルギーがあるので、好き
Ａ.気候が良い時は、家庭菜園や庭いじりが多い
でも食べれません。
です。または、奥さんと出歩く。
Q. 愛読書はございますか？
Ａ. あります。３冊あります。正確には１冊と２シリーズ
です。１冊は「論語と算盤」（渋沢栄一著）。２シリーズ
は、「神様の御用人」シリーズ（浅葉なつ著）と「ヤッサ
ン」シリーズ（原宏一著）です。どの本も考えさせられ
ます。
Q 生まれ変わったら何になりたいですか？
Ａ.神！あれ？
清澄白河のブルーボトルコーヒーで注文の際、お
名前頂戴しますと言われた友人は、 俺？カミって言
うんだ。 と言ったところ、 ダッチコーヒーでお待ちの
カミさま、カミサマ！！ と連呼されて、些かの気持ち
良さを感じたとか。あやかりたいです。
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Q 宝物は何です
か？
Ａ. 愛と光です！
あれ？いやいや、
当然
会社 と 家族
です！！！！

お忙しい中、インタビューに御協力いただきまして
有難うございました。
杜のバターと呼ばれるアボガドの
栽培（1年目）
市販のアボガド、ケチに考えた
じゅんじ君は
栽培したら実がなるかも・・ と
思い、食べた後の 種 を育てて
みたよ！(ご本人談)
4月（根が出るまで水耕栽培）

衛生委員会より

6月〜7月
（根も芽も
十分に出た
ので鉢に植
え替え）

〜インフルエンザ対策徹底のお願い〜
インフルエンザ流行のピークは１〜2月です。
インフルエンザの感染力は非常に強く、日本では
毎年約1千万人、約10人に１人が感染しています。
あらためて、ご家庭や職場などでのインフルエンザ対
策（手洗いとこまめな水分補給が大事！）の徹底をお
願いします。
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時は過ぎ、冬の到来。
5℃以下になると枯れるという情
報を耳にしたので室内へ！
来年にはきっと実るはず！
副業も見えてくる？？
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安全管理室より
〜「令和元年度冬道スキッド研修会」参加報告〜
わんにゃん
コーナー

去る11月24日(金)に仙台南地区安全運転管理者事業主会他主催の「令和元年度冬道スキッド研修会」が開催され、当
社からは2名が参加致しました。参加者からは、「 スラローム走行・急制動・スキッド訓練は通常の走行では経験しない
場合が多いですが、この機会に訓練できたことは大変勉強になりました。講習会で学んだ事を活かす場面に遭遇した場
合でも慌てることなく、冷静に対処できるよう日頃から安全運転に努めたいと思います」との感想をいただきました。詳細
について知りたい方は安全運転管理者の大場までお問い合わせください。

物性試験課 引地さんチのわんぱくトリオです。
一番上「銀ちゃん」（やんちゃ坊主）
左下「ちいちゃん」（会社で保護されました）
右下「はなちゃん」（16才最長老）
お三方より

「ママ！触らなくていいからエサ代だけ
しっかり稼いでニャン！」

〜ちょっと一息〜
プチグルメ情報

今回は宮城野区榴岡にある洋食屋さん
「おにおんとまと」の
人気メニュー「チーズハンバーグ」のご紹介です。
「チーズハンバーグ」は
手作りふわふわのハンバーグに2種類のとろけ
るチーズをトッピングしたもので、お店の方いわ
く「超やわらか」「お箸でたべられる」
とのことでした。
皆様も近くにお越しの際はお寄りになっては
いかがですか？

洋食屋OBARA
おにおんとまと
チーズハンバーグ
850円（１５０ｇ）

趣味の達人

第三回

とのコメントをいただきました

〜「防火訓練」実施報告〜
去る10月3日(木)に本社社屋で防火訓練を実施いたしました。
「火事だー！！」の声を皮切りに社屋内の各所に設置してある火災報知機が鳴り、社内勤務
中の社員は避難手順にしてがって屋外へ避難いたしました。避難後は各部署単位で整列し員
数点呼を実施し、逃げ遅れたものがいないか確認のうえで防火班長へ報告をいたしました。
その後、訓練用消火器を使った消火訓練や毛布と足場パイプを利用した担架を用いて救護訓
練が行われました。
参加者からは、「実際の火災発生に備えて日頃の訓練が大事であるということが良くわかり
ました。今日の訓練の成果を職場だけでなく家庭でも生かしたいと思いました。」との感想
をいただきました。

連
載

趣味を楽しんでいる方にインタビューするコーナー
本コーナーは趣味を楽しんでいる方をご紹介するコーナーです。
第三回目はコンクリート・岩石試験課の小野亮太さんにインタビュー
させていただきました。

（連載）「土を知る」はお休みさせていただきます。

Q1.スケボーが趣味という事ですが、キャリアはど
のくらいですか？

Q5.スケボーを始めてから仕事の面やプライベートで変わったこ
とはございますか？

Ａ1.今年の3月くらいからなのでそれほど長くはないです。

Ａ5.全身運動になるので、体には結構良いと思います。爽快感が最高で
す。
仕事の面では特に変わりはありませんが、もし会社がLAに引っ越したら
スケボーで通勤しようと思っています。

Q2.きっかけは何だったのでしょう？
Ａ2.動画です。
youtubeの「Lotti Lamaali」という人の動画です。

Q3.魅力はなんですか？

Q6.失敗談はござい
ますか？

Ａ3.スケートボードの中でロングボードフリースタイルダ
ンシングというジャンルを好んでやっているのですが、自
由度が高く普通のスケボーと違いトリック（ステップ、弾
き系、ハンドトリック）の幅が大きいところや広い場所さ
えあれば楽しめる手軽さですね。

Ａ6.田んぼに落っこち
ました。

Q4.自慢のアイテムを紹介してください。

編集部より
師走に入り朝晩はだいぶ冷え込ん
でまいりましたが、皆様いかがお
過ごしでしょうか？
冷え性の方に効果テキメン！！
なのが生姜湯です！
カップにおろし生姜
とはちみつを入れ、
熱湯を注いだら
混ぜ混ぜ♫
ポカポカ体中が
暖まりますよ！
それでは体調を
万全にして有意義
な年末年始をお過
ごしください。
スタッフブログもやってますよ〜
会社HPを是非ご覧くださいね！
https://
www.ctc-kengi.co.jp/

Ａ4.1点目は「LOADEDのBHANGRA」という
デッキダンシングボードの傑作機です。2点目
は「Zenit LongBoard」のjoe45弾き系トリック
向きの質の高い逸品です。やるトリックによって
使い分けています。
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Q7.スケボーの他に今後挑戦してみたいことはありますか？
Ａ7.別のジャンルのスケボーがしたいです。
ダウンヒルボードで猛スピードで山道を滑走したいです。

Q8.最後に皆さんに言いたいこと等がありましたら一言御願いします。
Ａ8.ロングボードのフリースタイルダンシングというジャンルは比較的年齢が高い人でも
楽しめます。なじみの無いジャンルですので動画サイトなどで一度見てもらうのが良い
かもしれません。そんなに怪我もしませんので・・。
興味がございましたらお声がけください。

お忙しい中、インタビューに御協力いただきまして
有難う御座いました。

趣味の達人コーナー寄稿大募集！
趣味の達人コーナーでは皆様からの寄稿を募集中です！
「我こそは！」と思う方はぜひご応募ください！
応募先 ㈱建設技術センター CSR活動室 石川宛

osamu.ishikawa@ctc-kengi.co.jp
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