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皆様、新年明けましておめでとうございます。
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あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

新年、明けましておめでとうございます。

昨年、次女が大学進学で家を出て、夫婦ふたりになってしまいました。家に

今年も良い年でありますように、と願い６回目の亥年を迎えました。女房

皆様方におかれましては、2019 年の年明け、いかがお過ごしで

いるときはリビングで音楽を流すことが多いです。最近のお気に入りは、paris

は一つ下のネズミ年です。ネズミはずる賢いと言うか要領が良いと言うか、

match という日本のユニット。昨年は唐津でのライブに妻と行ってきました。

結婚してから４６、７年経ちますが喧嘩ばかりです。（ネズミ年の人には申

ずーっと前からお気に入りの愛車シトロエン 2CV は、休日に少しずつ手を

し訳ございません）

しょうか。
(株)ラプロスも今年創立 20 年を迎えます。私が入社したのは創
立から 3 年後で、創立した西暦 1999 年に立ち会ってはいませんが、

入れては部品を取り寄せることを繰り返し、
、
、って毎年のことですが、やっと

今年は亥年、猪突猛進と言われています。その性格は持っていると思いま

その年は 2000 年問題がささやかれており暦が 2000 年に変わると

エンジンオーバーホールが完了。今は最高速度を 80km/h に抑えていますが、

すが非常に感受性の高い動物で１００M 先の障害物を感じ得る能力があり

きに、コンピューターに障害が発生して、誤動作が起こりミサイル

慣らし運転が終わったら遠出したいですね。四国とか南紀あたりで美味しいも

１００M 手前で方向転換できる動物と信じます。常に猛進ばかりで有れば

が勝手に発射されるかもしれない、等々言って騒いでいました。が

のを食べたり、美術館や古い建築を見たり、なんて。

亥はこの世から居なくなっているんじゃないかと思います。人の言動により

その正月、ミサイルが飛んできたのは我が家の中だけで、いたって

仕事のほうは、そうですね。マンション建替え

その人の考えを察したり、環境により雰囲気を感じたり、またある時は株の

穏やかなものでした。しかしながら不景気は続いていて、地価は 8

の相談を受けるたび、これが完成するとして５年

上り下がりを感じたり（ちなみに株は買っておりません）。亥の良い処ばか

年連続の下落、国は大手銀行 17 行へ公的資金 5～6 兆円を投入し

先かなぁ、と考えると、つまり完成したときには

り表現しましたが、今年の干支、猪突猛進ばかりで有れば必ず障害に会いま

たりして大変な時期でした、(しかし不思議なことにマンションは

還暦。根気と集中力と体力の維持のために、自転

す、しかし障害から逃げずに積極的に挑戦し障害物を乗り越える勇気が必要

この年、史上最高の販売数でした)。綾小路ではありませんが、
「そ

車とゴルフを継続していきます。仕事もゴルフも

です。進むに当たり十分に検討、吟味し計画を立てていれば対応は出来ると

れから 20 年」わが社も若い人材がそろい(老兵も居ます)、躍進を

空振りしませんよう、仕事も自転車もコケません

思います。頑張りましょう。

続けている最中です。

よう、今年もよろしく願いします。
樋口

恵子

新年明けましておめでとうございます。
念頭抱負に『猪突猛進』と干支に因んで使われますが、前回の亥年から 12

平成の時代も今年で終わりです。昭和、平成、
今年からの新元号も良い時代でありますよう心

新しく 126 代の天皇が即位され、5 月には

から願うばかりです。皆様におかれましても良

新しい元号が発表されます。なにやら光り

い年であります様お祈り申しあげます。これか

輝く未来が来ているような気もしますね。

らもラプロスを宜しくお願い申し上げます。

年経ったのかと不思議なほど昨日のことのようで、改めて月日の流れていく感
覚が年々短くなっていることを実感させられます。今年の 8 月には弊社もお陰
さまで創業 20 周年を迎えるに至りました。改めて節目の年として公私ともに
実り多き一年としたいと思っております。

皆様のご活躍を心よりお祈りいたしま
す。

野村

正樹

新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願い申し
上げます。

個人としては昨年夏より念願であった自宅のリフォームを行い、やっとこさ

今年の抱負は、常に笑顔。さらに笑顔で人の話を聞くことです。 人間や

『終の棲家｣が完成いたしました。間もなく戻り入居です。愛着を持って住み続
ｓａｄａｓｄａｓｄ
けていこうと思っております。本格的なプチシニアライフに入りますが、歳を

ろうと決めたことは、およそ 3 日もてばいいみたいです。なので、常に意識

重ねることに楽しさを感じられるようになりたいと思っております。

て、いつのまにかむすっ、とした顔になってしまいます。「いかん、いかん」

していないとこの目標は達成できません。ついつい感情に流されてしまっ

最近、両親の老いを感じる中で働くにも遊ぶにも足

と気づく。これが意識できるということです。この切り替えが早くできるよ

腰が大切と実感しており、そのためには体力というよ

うになりたいです。1 年前から毎朝瞑想を続けています。これが意識するの

り健康であることを心がけ、昨年 11 月より始めたパー

に非常に役立っています。自分が話していること、やっていることに意識が

ソナルトレーニングで筋力向上を継続していこうと思

向きやすくなります。

っています。そして、毎年つぶやいております・・・

瞑想は、みんなに勧めたいですが、なんかイ

できたら長年の夢でもある韓国短期留学を実現したい

メージが悪いです。今風は、マインドフルネス

ものです。(何年言い続けているのか…(笑))

って言われてます。本当にいいですよ。今年は、

今年もよろしくお願いいたします。

今年は、4 月に今上天皇の退位が行われ、

笑顔で健康。笑顔で話を聞いてみんなも笑顔。

ラプロス丸は 20

周年に向けて

「猪突猛進」して参ります！
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久保山 佑美

幹也

＜私は 50 歳、会社は 20 歳。新しい時代にリスタート！＞

寒中お見舞い申し上げます。

明けましておめでとうございます。昨年も色々ありましたが、皆様

暖冬とは言え、やはり朝晩は冷え込みまずが、皆さまいかがお過ごしでし

のおかげであっという間に一年を乗り切ることが出来ました。健康な

ょうか。
昨年は、母方の祖母の米寿のお祝いをいたしました。遠方に住んでいる親

体と多少の事ではくじけないプラス思考は、両親に感謝です。

山森 陽介
あけましておめでとうございます。昨年末に 1 年 8 カ月の熊
本勤務を終えてやっと福岡に帰ってきた山森です。新年の抱負
はズバリ『良い家を建てる』です。
昨年末より長年の夢だったマイホームの着工を迎えました。

さて、明治維新 100 年目に生まれた私は 12 月に 50 歳になり、創立

戚も来日し、約 5 年ぶりに一同勢揃いしました。皆でわいわい食事をして、

今まで十人十色のライフスタイルのお客様宅を見てきて、自分

20 周年を迎える会社とともに成熟期に入ります。惰性で進んでいくと

翌日は黒川温泉まで足をのばしました。きれいに色づいた木々を見ながらの

の中の“こんな家いいな”リストをフルで反映させた家族にと

現状維持では、筋肉は脂肪に変わってしまいます( ;∀;)

露天風呂は格別でした。孫たちが主体になって手作りした寄せ書きは、その

って最高の家を建てたいと思います。

自分としては、人生 100 年時代に向け、新しい元年からあと半世紀
を健康で生きられるよう「体力」と「仕事力」を更に高め、地元福岡
に貢献していきたいと思います。
会社としても、節目の年を迎えるにあたり、
双方向のコミュニケーションで社員同士の結
束力を高めて、これからの新しい時代を走り続
けられるよう、成長し合える環境を作っていく
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年にしたいと思います。
今年もジョギング＆サイクリングで走り、仕

日から祖母の部屋に飾られています。

あとプライベートでは、建物

歳を重ねて遠慮がちになった祖母ですが、たいそう嬉しかったようで、何

や空間のパースを手書きで書

度も「私は幸せものだ。長生きしてよかった～！」と言って涙を流して喜ん

けるようになりたいです。本当

でおりました。

に上手くなったら物件チラシ

積み重ねてきたものが目に見える形になるとい
うことは、長く積み重ねれば積み重ねたほど嬉し

とかでお披露目したいと思い
ます！！

いものなんだと教えてもらいました。地道にコツ
コツ積み重ねることを今年の抱負にしたいと思い
ます。

事でもフットワーク良く土地情報を収集し、ゴ

まだまだこれからが寒くなります。どうぞお風

ルフではあまり走り回らなくていいよう

邪など召しませぬよう、お体を大切に温かくして、

(^_^;)、頑張ります！

ゆっくりとお過ごしください。

山口

達也

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお
願い申し上げます。
今年の目標は「年間 12 冊本を読む！」です。これってすご
いこと？と思われた方がほとんどでしょう。そうです、全くす

田中

大和

ごいことではありません。月に 1 冊本を読めば達成する目標

新年あけましておめでとうございます。
今年の干支は「亥」いのしし、英語で言うと WILD PIG、ワイルド

です。しかし、お恥ずかしい話、これを目標にするほど私は本
山脇

将寛

を読んでいないのが現状です。

だぜぇ（古っ）
。本来、亥はイノシシではなく豚なのだそうです。干支

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。

成功しているビジネスパーソンが「年間 200 冊」本を読む

が伝わった当時、日本で豚は馴染みがなかったためイノシシを充てた

昨年は 12 月に急に寒くなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

とよく聞くことがあります。忙しく多忙な日々を過ごしている

のだとか。

寒くなると我が家ではコタツが大活躍します。12 月に入ってコタツにもぐる

中で通勤時間などの隙間時間を見つけ本を読むということを

今年中学に上がる長男。サッカーの進路で悩んでいでます。クラブ

時間が長くなるのですが、子供はとても元気で「お庭で遊ぼう！」と目をキ

継続しているとのことです。

チームにするか部活にするかで。本人はクラブチームにしたいようで

ラキラさせています。夜仕事から帰ると子供達が寝ている事もあり、休みの

昨年は語彙力や想像力不

すがそこには大きな壁が。イノシシのごとくぶつかってきてほしいの

日は疲れてあまり遊びに連れていくことが出来ていなかったと反省しており

足に悩んでいたので今年は

ですがどうなることやら。

ます。

そんな自分とはおさらば！

さて、昨年の健康診断で体重が激増してい

本年は「メリハリ」をキーワードに「集

したいという理由からまず

た私。ウエストも同様。なぜだ？おかしい。

中力・効率化」を意識した 1 年にしたいと

は、年間 12 冊を目標に必ず

毎朝の犬の散歩にランニングを月に数回とい

思っております。そして早く家に帰り、

達成したいと思います。

う過酷な運動を始めたのに…。ということで

家族で晩御飯を食べ、お風呂に入り、一

今年の田中はイノシシのごとくマッシブな体

緒に寝る。そのために仕事をダラダラさ

型を目指し猪突猛進で体重を絞ります！

せずこれまで以上に濃い時間を過ごせる

今年は WILD PIG がただの PIG にならぬ
よう張り切ってまいりましょう！

よう心がけようと思います。
追伸：「山脇 5kg 痩せたってよ」Y(＞＜。)Y

ラプロススタッフ一同
今年もよろしく
お願い申し上げます

