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もあり︑﹁ガンシンの若手社員の

学で経営学を専攻していたこと

月︑中途採用で株式会社ガンシ
先頭に立ってほしい﹂と期待され

年︶２

ンに入社した吉村安弘さん︒現
ていたのかもしれませんね︒

１ ９ ８ ５ 年︵ 昭 和

在は専務取締役として活躍する
吉 村さんの︑これまでの経 歴や
今後の目標を聞きました︒
入社後はどのような業務に
携わったのでしょうか︒

クレーンの配車と人員配置で

で︑卒業後は地元の山口へ戻るこ

進学しました︒私は長男だったの

高校を卒業後︑ 東京の大学へ

に業務に集中できるよう営業の

は︑新任の柳井支店長がスムーズ

務取締役に就任しました︒現在

支店の支店長を務めたのちに専

まず︑ガンシンに入社した
経緯を教えてください︒

とになったんです︒ちょうどこの
フォローをしたり︑各部署からの

す︒そこから経験を積み︑柳井

時に平生町に新しい病院が完成
情報を集めたりしています︒支店

これまで携わった中で︑特に
印 象に残っているお仕 事に
ついてお聞かせください

体のことに目を配っています︒

考えていましたが︑現在は会社全

長時代は柳井支店のことだけを

するということで︑その病院に就
職を決めました︒
就職してからは︑ 新しい病院
を地元の人に知ってもらうため︑
営業活動をする必要がありまし
た︒いろいろなところを回りまし
たが︑その一つがガンシン平生支
店︵現柳井支店︶だったんです︒

柳 井 火 力 発 電 所の工 事です︒

当時の支店長と仲良くなり︑
﹁う
ちで一緒に働かないか﹂と誘って

お酒は飲まなくなったようなので
ジュースとお菓子を渡したいです。

特 に放 水 路 と 取 水 路の工 事 に

Q4

いただいたことが入社のきっかけ

盆・正月くらいしかお墓参りもしないので、お墓参り
をしようと思います。

はたくさんのゼ ネコンがいらっ

会社のさらなる発展を心から

Q4

です︒病院に就職して２〜３年

でもそんな時︑心から信頼して

願う吉村さん︒頼もしい後進の

プレゼントを渡しに行った時、
家で一緒に晩ごはんを食べました。

しゃり︑一緒に仕事をしました︒

的 に 経 営 者 と して 社 長 を フォ

相談できる相手がひとりでもい

輩出に期待を寄せ︑ご自身も人

Q3

目のことでした︒ 今思えば︑ 大

ものです︒ 会社という組織で働

ローできるような人 材を育てて

れば︑ 諦めずに志を貫くことが

材育成に力を注ぎます︒その願

私が結婚した頃に、父、弟と主人で１泊２日のゴルフ
に行きました。

とで救われました︒だからこそ︑
今日までがんばることができた

ます︒

く以上︑ すべてを思い通りに進

できる︒私はそう信じています︒

一緒にテレビでカープの試合観戦
をして、温泉にでも誘ってみようか
と思います。

いを 胸 にこ れ か ら も 前 を 見 据

Q4

実際私も︑自らの考えを曲げ

甚平

え︑ガンシンの成長を支えていく

Q2

ざるを得ないことがありました

思いをすることだってあります︒

いきたいですね︒

自らの仕事に責任を持ち︑将来

て計画を立てる力です︒その上で

Q3

野球チームのカープが好きな仕事
人間です。

ことでしょう︒

Q3

年に

およぶ長期の工事で︑それまで
んです︒

﹃夢なき者には成功なし ﹄とい

ています︒

Q2

めることは不可能です︒ 悔しい

挫折や失敗は︑ 仕事にはつき
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Q1

が︑話を聞いてくれる人がいたこ

平本 将一さん

ガンシンテック 係長

焼酎とビール

それにこの案件は︑ 約

にお世話になり︑今でも感謝の
のガンシンの歴 史において最 も

も過言ではないと思っています︒

た︒この先も末 永 く会 社が存 続

ん︒でも当 時の担 当 者の方は︑

う言葉をモットーにしています︒

特に必要なのは︑
ただ上からの

できる よ う︑ 人 材 確 保 と 人 材

﹁いつならできる？ それに合わ

夢を持 ち︑ それに向かって突き

指示を待つのではなく︑自ら考え

息子がドライブに誘ってくれるので、神
社やお寺を参拝して美味しいランチで
も食べて帰ろうかと思います。

教 育に力を入れたいと思ってい

せるように調整するよ﹂とあた

進んでいくことが大切だと考え

Q4

Q2

当 時の担 当 者の方 々 には 本 当

気 持 ちでいっぱいです︒ たくさ

で感じましたね︒
たとえば︑レッカーや人手が

周 年 を 迎 えること がで き ま し

おかげさまでガンシンは︑

亡くなって６年になります。
年月が浅いせいか良いこと
70
も悪いことも思い出になっ
ています。

たかい言 葉をかけてくださった

仕 事において︑ご自 身が
大 切 に し てい る こ と は
何ですか︒

最後に︑今後の目標を
お聞かせください︒

規模の大きい工事でもありまし

ランニングシューズを贈るつもりです。

ん 相 談に乗っていた だ き︑ フォ

Q4

た︒この工事があったからこそ︑

子どもの頃に交通事故にあった時、会社を
休んで通院の手助けをしてくれました。

ローもしていただきました︒ 人

Q3

今 日のガンシンがあると言って
車のキーケース

と人とのふれあいの大切さを肌

Q2
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ネクタイ

足りなくて先方の希望する日程

では作業ができない場合︑﹁じゃ

あ︑お前のところには頼まない﹂

と言われてもおかしくありませ

鳴瀬 弘美さん

ガンシンテック

西川 智博さん

建設事業部
父の日に何か
プレゼントを渡した
ことはありますか？
また何を
渡しましたか？

あなたの
お父さんは
どんな人ですか？

んです︒この言葉は忘れられま

錦帯橋に連れて行ってもらったことを覚
えています。

Q2

Q1

せん︒その時に出会った方たちと

Q3

のご縁は︑今でも私の宝物です︒

肩たたき

芯が強く、行動力と決断力がある人です。

Q1

お墓参りにでも行こうと思います。

Q4

Q2

Q1

◆年
商：20 億円
おだやかで、大きな声は一度も
◆従業員数：90
名 です。
出したことのない優しい人
（※平成 30 年 12 月時点）

頑固で物静かな人です。

6 月号

「自分で正しいと思ったことは
自分で責任を持ち、思い切って
やれ！」や「すぐにだめと答えを
出す前に出来るように考えろ！」
などと常に言われておりました。

Q3

お酒が好きで、子どもに優しい人です。

友森 啓太さん

浜重
千絵
年
：昭和
23さん
年 10 月
建設事業部
◆設 立

「旦那にしたくない男」の典型で、正義感はあり
頑固で外面がいい人です。

吉村 安弘
専務取締役
10

Q1

Vol.3
食事

Q2

Q1

建設事業部 整備工場

企業情報

私の父は「疲れた」とは一切口にしない仕事
一筋の１番尊敬のできる人です。
Q1

稲本 悟さん
クレーン事業部
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【コース】
全長
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5

平生シーサイドゴルフ場

【ローカルルール】

1,207 ヤード

par27

97 ヤード
114 ヤード
199 ヤード
102 ヤード
95 ヤード

NO.6
NO.7
NO.8
NO.9

235 ヤード
91 ヤード
149 ヤード
125 ヤード

【料金】
通常： 日の出〜日没
土日祝 3,500 円（平日 2,500 円）
早朝： 日の出〜 9：00
土日祝 2,000 円（平日 1,500 円）
薄暮： 15：00（17：00）〜
土日祝 2,000 円（平日 1,500 円）

１．OB の境界は白杭、コースの境
界は赤杭、修理地は青杭、ウォー
ターハザードは黄杭をもって表
示する。
２．スルーザグリーン内の打球はす
べて６インチ内でホールに近寄
らない場所にリプレースするこ
とができる。
３．打球が金網、排水溝、盛土等の
ためプレイの障害となる場合
は、 １ ク ラ ブ レ ン グ ス 以 内 で
ホールに近寄らない場所にド
ロップすることができる。
４．打球がウォーターハザード（黄
杭）又は境界杭（赤杭）を越え
た場合は、罰打１を加えて入っ

た場所から２クラブレングス以
内でホールに近寄らない場所に
ドロップしなければならない。
５．NO.3、NO.6、NO.8 のティグラ
ンドの第１打が OB となった場
合は特設ティからプレーイング
4 でプレイしなければならない。
６．他コースのティグランド、
グリー
ン及びバンカーに入った打球は
すべて OB とする。
７．グリーン上ではパター以外を使
用してはならない。（特にカー
トをあげないでください。）
８．その他のルールは、クラブハウ
ス内に表示する。

を紹介！

皆さん、平生シーサイドゴルフ場は利用していますか？
今回はゴルフ場のおすすめポイントを専務取締役の吉村さん
に伺いました！

専務取締役

吉村 安弘さん

コースの特徴やおすすめポイントを
教えてください！
９ホールのショートコースで、全長 1,207 ヤードのゴルフ
場です。初心者の方やアプローチの練習をした
い方におすすめです。料金は 1 日 2,500
円と大変お得になっています。ゴルフ
場の隣にレストランがあったり、休憩
室やシャワー室も完備されているので、
朝から晩までお楽しみいただけます。

今後どのようなゴルフ場にしていきたいですか？
皆さんがマナーを守って、安全にお楽しみいただけ
るようなゴルフ場にしていきたいです。シーサイド
でかつショートコースとなると、安全第一に努める
ことが大切だと考えています。あまり遠くまで飛ば
しすぎてしまうと、近くの建物の壁や屋根に当たっ

てしまいます。皆さんが楽しんで利用できるように
するためにも、各々マナーを守りながらゴルフをし
ていただきたいと思います。私たちも「飛ばしすぎ
注意」という看板をコースの途中に立てていますの
で、気にかけていただけると嬉しいです。

社員の方にはどのような特典がありますか？
社員は福利厚生の一環でゴルフ場の利用が無料となっています。この特
典をぜひ活用して、社員の皆さんにもゴルフを楽しんでいただければと
思います。

まだ利用したことのない社員の方にメッセージをお願
いします！
今からゴルフを始めたい方やストレス発散をしたい方はぜひこのゴルフ場を利
用してみてください。普段仕事をする中でリフレッシュしたいなと感じた時に、
ゴルフが 1 つの選択肢になってくれたら嬉しいです。ゴルフは好き嫌いが分
かれるスポーツかもしれませんが、社員特典を利用しつつ多くの方に楽しんで
いただきたいです。

