健 康 応 援 便

とで、摂取エネルギーは減り

ますが、エネルギー不足分は、

体脂肪ではなく、筋肉から補

おうとします。これを繰り返

していくと、筋肉量が減り、

基礎代謝率が下がり、脂肪が

仕事が中心の生活をしている

いますか？働き盛り世代は、

皆様は、朝食を毎日食べて

朝食欠食者が多いことが分か

に、県と比較し、東部地域に

別）です。全年代の男女とも

地域で比較したグラフ（男女

ネルギーが不足していること

りませんか？これは、脳のエ

かどらない！なんてことはあ

集中力が出なくて、仕事がは

なんとなくイライラしたり、

ーが増加します。

れやすくなり、消費エネルギ

体温が上昇し、脂肪が燃焼さ

なります。

連鎖が続き、痩せにくい体と

んぶりにしてみるのもおすす

ボカド」を和えたお好みのど

んつゆとごま油で、納豆とア

燃えにくくなり……と、負の

ため、どうしても夕食が夜遅
ります。朝食を毎日食べるこ

が原因なのです。

ていても、なかなか行動に移

活動するために、必要なエ

主食、主菜、副菜のそろっ

めです。ご飯は週末にまとめ

ト」を組み合わせたり、「め

タス、一口大に切ったトマ

くになってしまったり、朝の
とは良いことであると分かっ

寝ていたい！という気持ちに

て炊いて、小分けにして冷凍

食欲がなく、胃がもたれて

た朝食が理想ですが、まずは

朝食を食べられないときは、

ネルギー源のひとつが糖質で

お茶漬けやお粥のような、消

せないという皆様に、明日か

納豆や豆腐、野菜、きのこ等

化しやすいものがおすすめで

なっているかもしれません。

ー源としています。私たちが、

を含む「おかず」を組合わせ

す。どうしても食べられない

しておくと便利です。

寝ている間も脳は活動をして

ることを意識してみましょう。

朝食の基本形、ご飯やパン等

いますが、これは、夕食の

忙しい朝に、朝食を作るの

ときは、牛乳を飲んだり、バ

すが、脳は、この糖質のうち

「ブドウ糖」を使っているの

が難しい方は、夕食のおかず

ナナやヨーグルトを食べるな

ら朝食を食べたくなる、「朝

です。そして、朝にはエネル

を少し多めに作って、朝食に

ど、簡単なものを食べるよう

図１、２をご覧ください。

ギー不足になっています。朝

まわしてみてもいいですね。

にしてみましょう。

「ブドウ糖」のみをエネルギ

食を食べることで、脳にエネ

ご飯とそのおかずをまとめて

さわやかな一日をスタート

食を食べるメリット」をお伝

これは、平成
えします。

ルギーが補給され、集中力や

レンジで温めれば、カフェ風

させるために、まずは朝食か

年特定健診・

特定保健指導データから、朝

記憶力等が向上し、仕事の効

のワンプレート朝食になり、

ら始めてみませんか？

の「主食」と、魚や肉、卵、

でも、朝食を食べることで、

分は、朝食を食べるよりも

「さわやかな１日のスタート」を朝食から！

静岡県東部健康福祉センター
健康増進課

（22）

朝食を抜いて職場に行くと、

率が上がります。

おしゃれなだけでなく、洗い

朝食を食べなければ、その

静岡県東部健康福祉センター
か？しかし、それは大きな間

和えたツナ缶と、千切りのレ

ま た 、「マヨネーズと 醤 油で

電話０５５︱９２０︱２１１２

健康増進課

物も少なくなります。
違いです。朝食を食べないこ

分、痩せると思っていません

（図2）

－4－
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食欠食者の割合を、県と東部

（図1）
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会員紹介

株式会社

林

組
ンドを設立して、当社と連携

部門として有限会社ハートラ

することを目指してまいりま

しながら優良宅地の開発・販

て建設業を通して地域に貢献
した。

［会社概要］
商 号：株式会社林組

年に私が二代

目の社長に就任して現在に至

そして平成

売を行っております。

工事を中心に営業してまいり
ましたが、時代の変遷ととも

っております。

設立から二十数年間は土木

所在地：御殿
 場市新橋６８７
の１
に建築工事（一般住宅を含む）

これからしばらくの間、建

年４月 日
も手掛けるようになり、現在

設産業を取り巻く環境は人材

立：昭和

資本金：２０５０万円
では土木工事と建築工事の双

不足や材料不足、ＩＣＴを始

設
代表者： 代表取締役 林 則夫
方が主要事業となっておりま

当社は私の父・林由行が昭

て、地域社会との共存共栄を

それらに対応できる企業とし

のニーズを的確に読み取って

します』をモットーに、地域

も『技術と信頼で地域に貢献

優先課題と捉えて、これから

ットワークの構築・活用を最

と地域社会における様々なネ

当社においても、人材確保

れます。

り、厳しい状況が続くと思わ

方改革など課題が山積してお

めとする生産性の向上、働き

和 年に設立し、以来御殿場
地域及びその周辺地域におい

また、平成９年には不動産

す。

12

10

図ってまいりたいと考えてお
ります。

私は、ホアン・コン・ソンと
もうします。ことし、 さいで
す。ベトナムからきました。私
のしゅみは、バレーボールです。
私は、ベトナムのくにで、う
まれそだちました。私たちのせ
いかつは、いちねんじゅうたい
へんです。私は、みせをひらく
というゆめをもち、かぞくのせ
いかつがかわることをのぞんで
いた。しかしそのねがいをじつ
げんするためには、たがくのお
かねがひつようです。これは、

わたしは、ホー・ヴァン・ジ
ャップともうします。
ことし さいです。ベトナム
のちゅうぶのゲアンからきまし
た。しゅみは、つりをすること
です。
ベトナムでは、にほんにかんす
る し ん ぶ ん を よ く よ み ま す。
しんぶんは、にほんのはんえ
いするさんぎょうについて、か
いています。けいざいが、はっ
たつし、せいけつでうつくしい

ベトナムのみじゅくなろうどう
りょくでは、じつげんできませ
ん。
おおくの、かいがいきんむの
かんきょうで、私は日本がとて
もすきです。おおくの、うつく
しいけしきでゆうめいであるだ
けでなく、日本には、ひじょう
にはってんしたけいざいがあり
ます。とくに日本のしょくばか
んきょうは、ほかのくにとはこ
となり、ここではたらくことか
らまなぶことができます。
いま私は、いっしょうけんめ
いに、どりょくします。
３ねんご、くにへかえってか
ら、じぶんのゆめをじつげんし
ます。

くに、ながねんのぶんか、ゆう
こうてきなひとびとからまなぶ
ために、きました。
７月 日に、ベトナムで会社
のひとからインタビューを受け
ました。そのご、私は日本語と
日本文化をべんきょうしました。
日本は、人と車のための非常
に良い安全などうろ、スーパー
マーケットやショップは、買い
物にとても便利です。
ゴミは、非常にしんちょうに
ぶんるいされます。たべものは
たようで、だれもがせんたくで
きます。
ベトナムが日本と同じように
じぞくかのうなかたちで、はっ
てんできるように、日本からま
なびたい。

－5－
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薮田建設㈱
ホー・ヴァン・ジャップ

薮田建設㈱
ホアン・コン・ソン
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15

わかる事位です（番犬として
は、使えます）。
その他にも、いろいろ悪い
ことをしたりしますが、つい
先日私が食卓の上に運転免許
証を置いていたのですが、そ
れを咥えて、どこかに隠した
りします。免許証を忘れた事
に気が付いた私は、会社に出
勤するのが遅れてしまいまし
た。
いろいろ書きましたが、我
が家のチャロはこんな感じで
す。
チャロに対しては、あまり
多くを望まない方が良いと考
えています。
あと６年～７年経つと、チ
ャロにも寿命が来て、みんな
とお別れの時が来るのかなと、
最近考えることがあります。
その時が来るまでは、なんの
取柄の無いチャロですが、か
わいがっていこうと思います。

渡辺建設㈱

正高
母方の祖父について記事を書

以前、このコーナーで私の

渡辺

ても嬉しく、天国の祖父も喜

の感想について言われるとと

いことだったのですが、記事

ことを書くのは大変恥ずかし

響をいただきました。身内の

いたところ、多くの方から反

うこと。それでいて現場では

から立派な体格であったとい

全国大会に出場した程の実力

いう酒豪であり、また柔道の

とにかくお酒が大好き、世に

よく聞いたエピソードでは

さくに対応してくれた。多く

監督だけでなく業者の方々に

さて、母方の祖父について

の方から聞いてきた祖父の思

んでくれているのではないか

取り上げましたので、そうす

い出話はここに書いたような

も挨拶を怠らずだれにでも気

るとやはり父方の祖父につい

昭和の古き良き建設人の姿で

と思います。

ても書かなければならないと

した。

私が幼少期に祖父が他界し

いうことで、今回は私の祖父

の渡辺久雄について書きたい

たことから、会社内外の方々

建設の経営に長く携わってい

うくらいですが、祖父も渡辺

に飾ってある遺影の写真とい

メージするのは家の仏壇の上

す。私が祖父についてまずイ

憶にないのが正直なところで

界してしまったため、殆ど記

祖父久雄は私が幼少の頃他

経過とともに少しずつ薄らい

大切な人との別れは時間の

も解体されてしまいました。

年前に店を閉め、現在は建物

とぐらいです。そのお店も数

ジュースを奢ってもらったこ

の参加する宴会に顔を出し、

は裾野市内の小料理屋で祖父

それでも朧げに覚えているの

とんどないと書きましたが、

てしまったため、思い出はほ

から生前の祖父についてよく

でいってしまいます。その場

と思います。

話を聞いてきました。

所が消えてしまうようなこと

があればなおさらです。祖父

が他界し三十年以上経ちます

が、数少ない思い出はこれか

らも大切にしていきたいと思

います。

－6－

㈱稲村建設

貞則

鈴木

我が家のペットを紹介しま
す。名前は、チャロといいま
す。由来は、テレビでおなじ
みのチャロでなく、パワース
トーンからなづけたと娘が言
っていました。
我が家にチャロがやって来
たのは、２０１３年の３月で
す。その時は、まだ生後２か
月で小さくかわいかったです。
犬種は、トイプードルとマ
ルチーズのミックス（雑種で
す）
。 現 在 の 年 齢 は、 ７ 歳 ２
か月、人間の年齢だと ～
歳位です。

取柄は、特になく、やたら
と身内でも、よその人でもよ
く吠えます。
吠えるだけならよいのです
が、私は、つい最近噛まれま
した。
まったくしょうがない犬だ
なと思います。
チャロの日常は昼間は、ゲ
ージの中で過ごしています。
放しておくと、人が来た時
に噛みつきそうなので、しか
たがないですね。暇だろうけ
ど週末には、嫁に行った娘と、
その子供二人が遊びに来るの
で大変賑やかになります。
そんな中でもチャロは、こ
の家族の中で一番偉いと思っ
ている様で、孫に対して、ラ
イバル心むきだしです。
孫のオモチャやぬいぐるみ
などを奪い取り自分の物にし
て遊んでいます。
取り返そうとすると、ウー
と唸って噛みつこうとします。
その為、孫たちにとっては、
チャロは怖い犬で、あまり好
きでは、ない様です。
ここまで、チャロの悪い事
ばかりを書きましたが、チャ
ロの良い所ってなんだろうと、
よーく考えましたが、思いつ
きませんでした。
強いて言えば、よく吠える
ので人がやって来るとすぐに、

家族紹介
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え
ず
し
い
第１93号

40

45

年のブランクはな

墓石が載って花飾りをした状態で
の完成状況は整然として見栄えの

行えず、先輩監督に指導を仰ぐ始

などの作業においてもスムーズに

思います。

い墓所を完成させ引き渡したいと

なって利用しやすい、気持ちの良

になる所なので墓参者の気持ちに

するものです。いずれ私もお世話

末で、自分自身歯がゆい日々が続

小林道路㈱
菅原 育代

など容赦なく衰えは進行していく

ました。これから先は、今まで以

年まで現場監督して頑張ってみよ

僚、諸先輩方に助けられながら定

の日々でありますが、頼もしき同

進化して行き追いつく事にやっと

こうと思います。

り、ゆっくりゆっくり、やって行

の為、自分の為にのんびりのんび

が、土木人として社会の為、会社

現場監督が出来るかわかりません

のに対して技術や機器は日進月歩、 上にこの言葉を意識し、何歳まで

うと思う今日この頃です。
何の因果か分りませんが、現在
担当している現場は、冨士霊園内
で外棚設置工事を担当しています。
わかる人はわかると思いますが、
基。

ときどき絵本を開きます。
一頁一頁ゆっくり見ていきま

さん詰まっていました。

アンの楽しくて美しい日常
がとても新鮮で、憧れがたく

カバーにクッションたち。

ス、端切れをつなぎ合わせて
作ったパッチワークのベット

り・・・お花や小鳥が刺繍さ
れたナプキンにテーブルクロ

にスープ。
いったいどんな味がするの
だ ろ う？ と 想 像 し て み た

半ばころからか、
んな状況の中、協力会社の親方か
もう何十年も前のこと。
当時お世話になっていた先
ら「工期はまだそこそこあるし、 「 足 も と ば か り 見 て い た ら 行 く 先
生 か ら、「 赤 毛 の ア ン の 手 作
がわからなくなる。
ゆっくり焦らず手戻りの無い様に
り絵本」という三冊の絵本を
遠くの夢ばかり見ていたら足もと
や っ て 行 こ う。
」と声を掛けられ
譲り受けました。
の石ころにつまづく。
て、随分と気持ちが楽になり非常
アンの子供時代、青春時代、
だから休みながらのんびりのんび
に有難い言葉でした。やはり年を
夢の家庭を築くまでの数々の
り遠くを見たり近くを見たりゆっ
取って行くことによって体力的な
エピソードに合わせて、カナ
」
部分だけではなく経験と感の部分、 くりゆっくり今をたのしみながら。
ダ風家庭料理や手作りの小物
と言う言葉が好きになり、この言
記憶の部分など様々な部分で衰え
を紹介する絵本です。
葉を意識して仕事をしてきたつも
を感じました。
その中には、今にもお腹が
りが、ただのつもりで終わってい
あれから 年半、体力や記憶力
鳴り出しそうな美味しそうな
パイ包みのお肉料理やケーキ

き焦る気持ちとの葛藤でした。そ

●現場代理人の声

年は現場監

年になろうとしています。

私が建設業界に携わってから早い
もので
諸般の事情でそのうち
歳の時

年振りに現場

督の職を離れていました。
に今の会社に転職し

区画の宅

管理の業務に復帰しました。最初に
担当した現場は、民間の

歳

地造成工事でした。工事はほぼ終盤

装工が残っている程度でした。

戦で区画見切工、道路排水物工と舗

19

かなか大きく測量、丁張、施工管理

30

満昭
中谷
50

す。
そして針に糸を通し縫い物を
始めます。
そんな時間が、私はとっても
楽しいのです。
そしていつしか絵本のことを
忘れ、またふと思い出し、

アンの世界にお邪魔したくな
るのです。
刺繍の入ったバックや靴下は、
私のおしゃれ心をくすぐりま

す。
端切れで作ったコースターや

ナプキンは、いつものテーブ
ルに特別感をプラスしてくれ、

私の日常を豊かなものにして

くれます。
「赤毛のアンの手作り絵本」

は、私に元気をくれる大切な

宝物です。

－7－
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になってからの
12

2

お墓を作っています。その数

421

臼幸産業㈱
50

12
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でしまいました。
その後、結婚し三人の子ど

小学校の頃『小さな子ども
が大好き！』というその思い
もの子育てに専念する為、一

いましたが、あれから数十年

だけで選んだ職業が保育士で

大学卒業後、期待と不安の
経った現在もやはり子供と関

時、保育の仕事はお休みして

中、無我夢中で保育に取り組
わる仕事に未練があり、縁あ

した。

んだ日々、もちろん期待して
って学童保育の支援員をさせ

小学校一年生からが対象で、

て頂いています。

いたような楽しい事ばかりで
はありませんでした。
子どもとの関わり、保護者
放課後家庭に代わり生活の支

主要行事予定

日）

◎技士会沼津地区代議員会
（４月

日）

◎技術委員会正副部会長会議
（４月 日）
◎広報青年委員会（４月
（４月

日）

◎理事会（４月

日）
日）

◎富士山不法投棄ネットワー
ク会議（４月 日）

◎県協会理事会（４月

◎安全委員会（４月

日）

◎年度監査（協会・組合・分会）

14

◎協会・組合・建災防分会総
会（５月 日）
◎技術委員会全体会議（５月

日）

13

への対応、事務仕事など、あ

援をする重要な仕事でとても

やっぱりこの仕事が好き

らゆる場面で自分の未熟さを

やりがいがあります。
年々体力の衰えを感じます

感じ、その責任の重さに押し
つぶされそうになったことも

が、毎日子どもたちからたく

の何気ないやさしい言葉に癒

合い過ごしていく中、子ども

どもとかかわる）が大好きで

やっぱり私は、この仕事（子

頑張ることができています。

日・

日）

◎県協会等総会・理事会
（５月

◎会員国内研修旅行（６月５
～７日）

覧ください。

※各種講習会は協会ＨＰをご

19

……

さ れ、
（ 先 生 ～！ 先 生 ～！）

す。

しかし、毎日子どもと向き

22

23

21

30

26

令和元年度

安全標語コンクール入賞作品

和子

㈱一杉興業

【最優秀】
声かけは仲間を守る命綱 みんなで継続ゼロ災害
栗田 貴史
渡邊工業㈱
【優 秀】
チョット待て！あせるな省くなその作業 見直す心に ゼ
ロ災害
鈴木 利徳
㈱オサコー建設
目指そうぜ ワンチームで無災害
石塚 克之
富士峰建設㈱
【佳 作】
摘みとろう 小さなヒヤリは 危険の芽
岡本 茉伊
岳南建設㈱
安全は未来をつくる第一歩 守って安全 ゼロ災害
渡邉 千夏
㈱オサコー建設
我が目でチェック よし！ヨ

羽切
振払え

佐野三恵子

㈱西田工務店

㈱佐藤建設

ゆとりをもって

㈱丸勝工務店

浅賀 和弥
㈱加藤工務店
何を根拠に言っている？ 安全点検怠るな

予知活動で

今日もやります安全確認
シ！よーし！

迫る影
大丈夫！

陽皐

いつもの作業に落とし穴

菅谷

ＯＮＥ ＴＥＡＭ
井ノ口 学

家族の笑顔

泰司

渡邊工業㈱

岩崎 梨絵
小林道路㈱
仲間と共に危険予知

焦るな判断

思い出してね

意識は常に

気を付けよう
０災職場
全員の
作業前

慣れるな作業

荻田

－8－

10
10

17
25

◎安全大会・祈願祭（６月
さんの元気とパワーをもらい、
日）

笑顔で駆け寄り慕ってくれる
姿を見ると、疲れも吹き飛ん

22

令和2年 4月 １ 日（水曜日）
え
ず
し
い
第１93号

月

査した第

日の広報青年委員会で審

回写真コンクール入賞

作品は次のとおりです。
数多くの応募をいただきありがと
うございました。

・最優秀賞

貢一さん

「橋と富士山」
立道
・優秀賞
「箱根スカイラインから望む
愛鷹山と富士山」
英志さん

貢さん

－9－

宮脇

矢後

「富士回天」

・佳作

貴広さん

「母子はじめての春」
鳥山

遼真さん

「ぼくの通学路から見たふじ
さん」
大川

久美子さん

「黒部ダム」
芹澤

美保さん

「ハイタッチ」
杉山

「朝日と地霧」
貫太さん

優秀賞「箱根スカイラインから望む愛鷹山と富士山」
宮脇 英志さん

貢さん

優秀賞「富士回天」矢後

4
32

2
長島

貢一さん
立道

第１93号
え
ず
し
い
令和2年 4月 １ 日（水曜日）

第32回
（一社）
沼津建設業協会
写真コンクール

最優秀賞

「橋と富士山」

第１93号

い

し

ず

え

令和2年 4月 １ 日（水曜日）

佳作「母子はじめての春」鳥山

佳作「ハイタッチ」杉山

貴広さん

美保さん

佳作「ぼくの通学路から見たふじさん」大川

佳作「朝日と地霧」長島

貫太さん
佳作「黒部ダム」芹澤

－10－

久美子さん

遼真さん

