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思いやりの心

北陸電設ニュース

辻村

武士

№57
今年の六月に僕の父親 は長年勤めた会 社を退職し ました。僕の父 親は営業・サービス
業で勤め ていました。 そのこともあり 、僕が小さ い頃は家で一緒 に過ごすことが少なく

９月初旬に市協会研修旅行として、富山―羽田―釧路と飛行機にて、道東（釧路・知床・羅臼・網走）に行ってきました。

転勤など も多くありました。なので、僕 が小学校の時や中学 校の時の授業参観や運動会、

６日３時６分に発生した北海道胆振東部地震の際は幸いにも知床での宿泊だったので揺れを感じる事も無く朝を迎えた状態

野球の試 合といった行 事には母や兄が 来てくれた ことを覚えてい ます。そんな父が定年

でした。富山からの電話で北海道地震を知り、その時はすでに道内全域停電となっていたのですが、宿泊先のホテルが全負

を迎え会 社を退職し、 今では自分の子 供の面倒を よく見てくれて おり、その姿を見ていると父親とし

荷を自家用発電機にてまかなっており、停電にも気付かず、ニュースを見て初めて大変な事態になっている事を理解しまし

ての背中 が大きく感じ ることがありま す。僕は二 年前に結婚し、 一歳の子供が一人います。子供が生

た。ホテルを出ると唯一の情報源は携帯電話でした。その携帯も夕方頃には電池切れもそうですが、基地局もダウンし始め

ま れ て 一 年が 経 ち、「 父 親」 と して の 意識 が 少し ず つ 出 て き ま し た。 し かし 、 結婚 し、子 供が生ま れ

不通となりました。電気の無い不安・不便を体験し、電気工事業という商いしている自分達が、改めて電気の大事さ尊さ、

た途端に 独身の時とは 違う、父親とし ての自覚、 社会人としての 自覚というものが社会から大きく求

そしてその仕事に携わっている誇りをも実感する事が出来る旅行となりました。お客さまに安全・安心に電気を使って頂け

められる ようになり少 し不安になって いました。 そんな時、僕の 父はどういう父親でどういった社会

るように工事をする!!これが我社の最も基礎となる部分です。
代表取締役社長

藤岡健一

人だった のかを思い出 してみることに しました。 すると僕の父に は家族にも会社の人にも「優しい」
といった 父親の姿があ りました。ただ 人に優しく するというと簡 単に思ってしまいがちですが、父の
優しさと は、まず人の 気持ちになって 物事を考え 、話を聞くとい った思いやりのある優しさだと気付
きました 。父親として 社会人として悩 んでいた僕 はそんな父の姿 を自分自身の目標として実践してい

業務（着工・竣工等）
○立山室堂地区内火山ガス保安施設(風向風速計
等)修理工事を受注
○某園の受変電設備新設工事を竣工

北 設フ ァミ リー が増 えま した

くことに しました。人 に思いやりを持 って接する ことは仕事をす るうえでお客様の要望を叶えるため
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と思いま した。また父 親として自分自 身に自信を 持てれるように これからも家族と共に成長していき
たいと思 います。

末永くお幸せに
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・社員研修旅行へ行ってきました（裏面参照）

コンプレックス

・庭の栗の木が実り始めました。

高坂

元将

・雀たちで巣箱の取り合いになっていたので、数を

自分は学生時代の事故 で左耳の聴力を 失ってしま い、それから初 対面の方と会話する

追加しました。
・９月防災月間に因んで作業車の簡易救急セットを
某現場 に当社作業員が十数人入

確認しました。

これからも続々、北設ファミリーが

場しています。あちらこちらで分業し

・クレーン付キャンターが新車になりました。

て作業にあたっている状況を見ると

・8/19に放送されたKNB情報局をHPにリンクしま

北設のマンパワーが感じられます。

ことがか なり不安にな っていました。 今はだいぶ ん片方だけの耳 の生活に慣れては来ま
増えますように(*^_^*)

した。

したが、 それでも体調 や環境により言 葉が聞き取 れないこともあ るので、そのことがと
ても心配 でコンプレックス となっていました 。
就職して自分はお客さ んとよく会話す ることが必 要な部署に入る こととなり最初はそれがとても不
安でした 。そもそも聴 力以前に人とコ ミュニケー ションをとるこ と自体が苦手だったので最初は本当

社員旅行所感

畠山

満喜子

にどうお 客さんと接す れば良いのだろ うと悩んだ りしましたが、 あまり考えても仕方が無いと思いき
り、「 無 い物 は 仕 方が 無 い。 あ る物 で 勝負 し てい こ う 」 と 持 ち 前 の明 る さを 前 面に 出して 毎日お客 さ

昭和四六年から現在までの旅行記録は、部長の手によって一冊のファ
イルに纏められています。そのファイルに今年は、新しい記録が加わる
のですが、まず最初から見てみます。
初め頃は旅行の計画、工程表は社内で作成されていました。故人の元
会長、畠山才次郎氏の手書きの案内を、つい懐かしく見てしまいました。そんな時期を過ぎて、旅行
は三一回を重ねました。全国の景勝地では、松山、木曽、出雲、琵琶湖、沖縄、東京ディズニーラン
ドなどをめぐり、海外へもソウル、シンガポール、ハワイ、香港とマカオ、台湾へと出かけました。
今年は再び香港、マカオ、台湾の三か国を出入りする旅程でした。楽しかった状況は今回の「北陸
電設ニュース」に記載されました。
旅行を、実施できたのは本当に喜ばしいことでした。二班に分かれて、それぞれが携わっている現
場を調整しつつ参加した社員たち。私は後発でしたが、十七名は組織としてゆったりとした統制が取
れていると感じました。その余裕が業務の質に反映するのではないでしょうか。
さて、一人一人が持ち帰った旅行の印象は、どうだったのでしょうか。老齢になった私には一緒に
テーブルを囲んで食べた北京ダックも、香港の修築のビルに組まれてあった竹の足場も、あれもこれ
もきらきらと心にのこっています。
社長の弛まざる精進と社員の皆様のおかげで、楽しい旅でした。ありがとう‼

んと接し ていくように しました。そう すると自然 にお客さんとも コミュニケーションもとれるように
なり、会 話もうまく出来る ようになっていき ました。
そうしてお客さんと接 しているある日 、お客さん に自分の耳が片 方聞こえていないと言う会話をし
た こ と が あっ た ので す が、「 全 然、 そ んな ふ うに は 感 じ な か っ た よ」 と いう 言 葉が 返って きました 。
それまで は自分の聴力 のことで何かお 客さんに迷 惑をかけてはい ないだろうかという不安を持ちなが
ら毎日を 過ごしていま したが、その時 から耳のこ とは自分で勝手 に気にしすぎていたんじゃないかと
思えるよ うになり、自 分のコンプレッ クスについ ても自信を持つ きっかけとなりました。そして自分
はコミュ ニケーション をとることに苦 手意識を持 っていただけで 人と会話してもらうこと自体はすご
く好きな んだなと気付きま した。
仕事の技術面でもまだ まだ失敗もあっ たりします が毎日指導して いただく上司や応援してくれる同
期の存在 、そしてお客さん の理解があって毎 日頑張れているな とこの頃つくづく思います。
まだまだ足りないところも多い自分ですが、これからも日々 進歩していきたいと思います。
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社員研修旅行（香港・マカオ・台湾

４泊５日）

第ー班9／16(日)〜9／20（木） 第二班9／30(日)〜10／4（木）

ほぼ貸切状態のオープントップバス

第一班

中正紀念堂

蒋介石像前にて

旅行中に誕生日を迎えました！

ビクトリアパークにて百万ドルの夜景観賞
朝：弁当
昼：機内
夕：×

スターフェリー乗船中

第二班

故宮博物院前にて

ガ ーデ ン オブス ターの
ブルースリーや忠烈
祠の衛兵、 カオナシ
の モ ノ マ ネに 取 り憑 か
れた社員達
国慶節(中国の建国記念日)という祝日で、行く先々に人が多く
混雑していたため、多少のスケジュール変更がありました。
どちらの班も無事旅行を楽しんで帰ってきました。

