
1 

 

《目次》 

■ 社長コメント ・・・・・・・・・・  P.2 

□ ご結婚された方 ・・・・・・・・・  P.3 

■ 近木協定期総会 ・・・・・・・・・  P.4 

□ 新支店長の抱負 ・・・・・・・・・  P.5～6 

■ コーチング＆支える会 納涼会 ・・・  P.7～8 

□ オカメイフェア決起大会 ・・・・・  P.9 

■“PREGNO STYLE”ロゴ決定 ・・・・・  P.10 

 

 

  

      

Vol.11 

2017年 9月発行 

社内報 

OKAMEI ジャーナル 



2 

 

 

OKAMEI ジャーナル Vol.11（2017 年夏号）社長コメント 

  

今日は 9 月 1 日。防災の日です。皆さん、ピンとこないかもしれませんが、1923 年のこの日、

関東大震災が発生しました。死者、行方不明者が 10 万人を超えるという大災害です。 

阪神大震災や、東日本大震災のリアルな映像を見ている我々にとっては、被害の規模が分かり

にくいですが、10 倍といえばすごい規模です。 

 

 当社の最大のお客様である、SE 構法の NCN さんは毎年この日に、耐震住宅を普及させる為

のイベントを行っておられます。それは、SE 構法が、阪神大震災で、古い木造住宅の多くが

倒壊したのを見て、安全な木造住宅を普及させる目的で開発されたからです。 

 

 関東大震災以降も、何度も大きな地震災害が起きており、建築基準法も強化されてきました。

しかしいまだに、一般的な木造住宅であれば、構造計算を省略してもいい、という事になって

います。SE 構法では、全棟構造計算を行っており、NCN さんは、それは、安全の為の最低限

の義務だと考えておられます。 

 

 当社では、その安全な構造体を実際に加工して現場にお届けするという大切な仕事をお任せ

いただいています。その京都工場が、3200 日以上連続して無災害を続けてくれている事は、

大きな誇りであります。 

 毎年のこのイベントに参加しながら、そんなことに、思い至りました。 

 

 さて、もう 9 月になったという事は、当社最大のイベント、オカメイフェアが目前という事

です。これが発刊になる頃だともう本当に時間がありませんが、一人でも多くのお客様に三田

まで来ていただき、オカメイの出す情報を感じて帰っていただきたいと思います。 

 

そして当日は、おもてなしの心で、元気にお客様をお迎えして下さい。 

 

                             代表取締役社長 佐藤 原二 
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結婚報告 

  

                                      三田工場 吉田柊平 

 

 

私事ではございますが、この度、結婚致しましたのでご報告申し上げます。 

 

高校時代からお付き合いしていた千絵さんと昨年 12 月に入籍し、今年 5 月 28 日に 

無事に式を挙げる事が出来ました。 

この度は私たちの結婚に際し、各支店様より心のこもった祝電を頂きまして 

誠にありがとうございました。 

おかげさまで楽しい結婚式の思い出を作ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新婚旅行は北海道に行ってきました。 

函館➡新千歳➡占冠と、様々な観光地に足を運び、 

自然の豊かさやを感じたり美味しい海産物を食べる事が出来たり、大変充実した旅行となりました。 

 

昨年より２人だけの生活がスタートし、楽しい毎日を送っています。 

お互いに思いやりを忘れずにこれからも頑張っていきたいと思います。 

今後とも宜しくお願い致します。 
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2017 年 6 月 6 日(火)、ニューオーサカホテルにて一般社団法人 近畿木造住宅協会 

第７回定期総会を開催致しました。総会には正会員の工務店様･賛助会員のメーカー 

及び仕入先様･岡銘社員の皆様、合計 75 名の方にご参加頂きました。初めての試み 

となった DVD 研修では、㈱ベターホーム 浅野所長様が講師を務めて下さいました。 

非常に好評で、終了後には使用した DVD のレンタル依頼や「自社の安全大会にも 

同じように講演に来て欲しい」というオファーが寄せられました。 

総会の後に行われた懇親会は終始、和やかな雰囲気でした。ホテル一押しメニュー 

の北京ダッグやローストビーフやデザートを堪能しました。 

●『舞台の主役 挨拶・近隣対策編』 

●『声掛けで無災害！』  

DVD は 1 枚 2000 円で貸出可能です！ 

（2 枚で 4000 円 ※税込価格） 

貸出状況は営業企画部へお問合せ下さい。 
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本店営業部 岡本 尚哉 

★本店の店長をやってみて 

5月 16日から役職は店長となりまし

たが、大きく変わった事はないです。 

これからやる事が増えていくのかな 

と思いますが、今は永山部長と二人 

三脚で色々と助けて頂きながら、 

新しい仕事に着手しています。 

 薄利多売な体質からの脱却も 

今後ずっと言い続けて変えていき、

売り手も買い手もお施主様も満足 

のいく商売をしていきます。 

  

四日市支店 山本 武 

 

 

 

5 月に四日市支店へ赴任 

しました。 

初めての支店長、初めての 

東海地方と初めてづくし

なところで責任感は勿論、 

持ち前の好奇心を活かし

ながらメンバーと一緒に 

支店を盛り上げていって 

います。 

何とか四日市支店を、 

“三重にもオカメイあり” 

と東海地方で言われるような、 

この地域で存在感のある支店 

にしていきます。 
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ダイコク加古川店 木村 徹也 

59 期よりダイコク加古川店に 

異動しました。 

ダイコクは今まで自分がやって

きた営業と違い、又、得意先の質

も違うので試行錯誤を繰り返す

毎日です。 

体力勝負的な部分も有るので、

健康に気を付けて日々邁進して

いきます。 

鳥飼支店 上山 貴典 

私が鳥飼支店に赴任し、早 2 年半 

が経ちました。 

支店メンバーは勿論の事、団地内

のおっちゃん達にもご指導頂き、

少しずつですが知識と仲間を 

増やし、ようやく銘木屋の一員に 

なれたかなと感じています。 

 

まだまだ発展途上の身ですが、 

責任感・使命感・期待感をパワー 

に変えて、仲間と切磋琢磨し、 

今まで見たことの無い景色を 

見たいと思います！ 

ご迷惑をお掛けすることも多々 

あると思いますが、何卒宜しく

お願い致します。 
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去る 7/14(金)にコーチング参加者，7/28(金)に支える会参加者 の合同納涼会が開かれました。 

お馴染みの道頓堀ホテルにて、美味しい中華料理を頂きながら和気藹々と楽しい時間を過ごしました。 

同テーブルの人とペア他己紹介、何が出るかな？サイコロを使ったトークショー等の余興や、すっかり

オカメイ夏の風物詩となったガリガリ君早食い競争も行われました。  
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  8 月 2 日(水)、毎年恒例のオカメイフェア説明会&決起大会を開催しました。説明会が終わった後には 

 出展メーカーや仕入先等のご担当者様に多数お集まり頂き、岡銘社員と共にボウリングを楽しみました。 

 ゲーム後の懇親会も非常に盛り上がりました。日々の業務の中で頻繁にやり取りしているメンバーだけで 

 はなく、初対面の人やフェアでしか会わない人達とも交流を深めることが出来る良い機会となりました。 

 懇親会の途中、プレゼンターの本店 岡本店長より、スコア優秀者の皆様へ素敵な商品が贈呈されました。 

 あっと言う間に時が流れ、乾杯から中締まで本当に一瞬でした。SMB 建材㈱ 結城様による中締挨拶では 

 笑いを交えながら、プレグノスタイルの推進や今年のフェアへの意気込みについて語って下さいました。 

 参加者全員で、オカメイ･フェア 2017 を成功させようと決意を新たにした熱い夜になりました。 

 フェア開催までの日数は残り僅かです！年に 1 度の大イベント、一丸となって取り組みましょう！ 

 

1 位 ＴＯＴＯ㈱ 道用様（182・162） 

 

2 位 院庄林業㈱ 池田様（133・195） 

 

3 位 津田産業㈱ 的場様（154・154） 

→「オカメイフェア154
いこ-よ

，1
い

5
こ-

4
よ

」の 

  名スピーチに会場が湧きました！ 

 

ブービー賞：ナイス㈱ 佐藤様（秘密） 
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次号掲載予定（2017年 11 月号） 

  オカメイ･フェア 2017   秋のスポーツ大会   森林ツアー  他  

ご意見、自由欄等に投稿頂ける方は 

営業企画部へ TEL・FAX、あるいは下記

のメールアドレスにお願い致します。 

h-kim@okamei.co.jp (金 鉉宰) 

h-tamura@okamei.co.jp（田村 瞳） 

 編集後記  

毎号、発刊を終えるとホッと一息つくのですが、すぐに次の号が 

やって来ます。今回も、５月号～夏号までの間に色々な出来事が 

ありました。夏季休暇が終わり、いよいよオカメイフェアですね。 

毎年、残暑厳しい中とても大変ですが皆で頑張りましょう。（田村） 

 

イタリア語で「高貴な木」を意味する“Pregiatolegno (プレジャートレグノ)” と、個々の暮らし 

“Life style(ライフスタイル)”を組み合わせて出来た造語が、“プレグノスタイル”です。 

今年のオカメイフェアの注力ポイントとなっています。近年は和室の人気が下降気味で銘木の 

需要も減っていますが、岡銘のルーツである銘木を積極的にアピールして伝統を蘇らせるべく、 

鳥飼支店のオリジナル銘木ブランドとして“プレグノスタイル”が誕生しました。 

そして、7 月に鳥飼支店からインターネット上の公募サイトに情報を出してプレグノロゴマーク

のデザイン募集を行ったところ、多数のデザイナーより応募作品が寄せられました。 

鳥飼での選考の結果、こちらの丸いロゴマークに決まりました。 

 

～㈱岡本銘木店 住空間スタイル “プレグノスタイル”～ 

木をモチーフ

にしており、 

高級感のある 

デザインです。 

カラーバリエーションが複数あり、今後も様々な所に登場します。ご注目下さい。 

mailto:h-kim@okamei.co.jp
mailto:h-tamura@okamei.co.jp（田村

