皆さん︑新年 明けましておめ でとうございま す︒
年 末から年始に かけて︑８連休 でしたので︑久 しぶ
り に実家でゆっ くりされた方も 多かったのでは ない
で しょうか︒さ て︑昨年︑２０ １３年は︑アベ ノミ
ク スによる経済 効果や東京オリ ンピック・パラ リン
ピ ック開催決定 などで︑長らく 停滞していた日 本経
済 に︑ようやく 明るい兆しが広 がり始め︑久々 に日
本 に活気を感じ ることができた 一年でした︒我 々の
住 む東北におい ても︑リニアコ ライダーの国内 候補
地 が北上山地に 決定され目標が 建設実現へと変 わり
ま した︒大晦日 の紅白歌合戦で は︑久慈市をロ ケ地
に した﹁あまち ゃん﹂が番組を 盛り上げていた こと
は 地元の私たち にとって嬉しい 事でした︒また ︑岩
手 の銀次選手や マー君を始めと する各選手の活 躍に
よ る楽天イーグ ルスの日本一も 被災地東北に元 気を
取り戻させていただきました︒
さて︑早いも ので間もなく東 日本大震災から ３年
が 経過します︒ 誰かが復興へ５ 年と言っており まし
た が︑被災地は ガレキが片付い たぐらいで︑被 災者
の 生活環境はい まだ厳しい状況 下に有ります︒ 午年
の 今年は急ピッ チで復興事業が 進んで行くこと を期
待されます︒
当社の昨年は 宮城工事事務所 の開所や宿舎併 設︑
釜 石出張所の設 置に次いで︑福 島県相馬市に株 式会
社 エフエス栄の 設立など作業拠 点強化を目的に 展開
してまいりました︒
また︑多くの復興工事を御用命いただき本年に入っ
て も継続して工 事を進めている ところでありま す︒
し か し︑ 復 興需 要 の影 響も あ って 日 に日 に﹁ 人 ﹂
﹁ 物﹂の不足が 深刻な状況に入 り︑取引先様に ご迷
惑をお掛けすることも少なくありません︒

１月５日にス タートしたＮＨ Ｋ大河ドラマ﹃ 軍師
官 兵衛﹄これは 戦国時代から江 戸時代初期にか けて
の 乱世を生き︑ ︻戦国最強のナ ンバー２︼と呼 ばれ
た武将・黒田官兵衛の物語です︒

これ を乗り越えなく ては
是から先へは進めません︑
自分の目標をしっかり持っ
て︒
例 えば一つの資格 を必
ず取 得して仕事に役 立て
てい くとかの実現で きる
目標 を持って前進し て欲
しい ︑会社としても でき
る限 りの応援をして いき
たいと思います︒
会 社としても新し い体
制を 組みこの厳しい 時期
を乗 り切ろうと思っ てい
ます︒
東 北に育てられな がら
此処 まで進んできた 栄開
発です︒
こ の先少しでも東 北の
人た ちの手助けが出 来る
事を 仕事を通して実 行で
きたらと思います︒
私 も昨年の後半は 陸前
高田の宿舎にかなり泊まっ
てお りましたが久し ぶり
に朝の現場の雰囲気︑
個々 の人たちとの会 話な
ど︑ 忘れていたこと を少
しづ つ思い出し新鮮 な気
分になれました︒
今 年も陸前高田宿 舎が
多く なると思います が︑
出来 るだけ皆さんと 話し
合い 協力しながら仕 事を
しよ うと思ってます ︒皆
さん も気軽に声をか けて
くだ さい︒何かしら 力に
なれ る事があるかも しれ
ませんので︒
本 年もみんなで協 力し
合い 東北の復興の一 端を
担おうではないか︒

新年 明けましてお めで
とうございます︒
輝かし き２０１４年 の幕
開けに 当たりまして 一言
ご挨拶申し上げます︒
皆様に 置かれまして もお
健やか に新年を迎え られ
た事と お慶び申し上 げま
す︒
さて ︑当社と致し まし
ては︑東日本大震災以降︑
復旧復 興工事や三陸 道工
事など の増大する工 事量
で岩手 県から宮城県 沿岸
部へ掛 けての工事が 主な
業態と なり︑家族と 離れ
て遠隔 地で生活しな がら
の仕事 で皆様には大 変な
ご心労 をお掛けいた して
おります︒
その 甲斐があって 社員
各位へ も給与面で些 少還
元され たり︑寄宿舎 の改
善や増 設が行われた り︑
機械設 備の更新など に︑
強いて は震災復興工 事が
終了し た際に業者過 多に
よる競 争時代突入に 備え
ての内 部留保が必要 とな
ります︒その準備を進め︑
皆さん が安心して定 年ま
で勤務 出来ますよう 考え
ております︒
しか し︑残念なこ とに
昨年も 何人か会社を 去っ
て行か れた仲間の方 々が
居られ ますが︑私の 聴い
ている ところでは︑ 地元
の業者 さんは先を見 据え
て人員 の増強は抑え て計
画され ている様です ︒県
外の同 業種さんなど が︑
地元相 場より高い賃 金で
重機オ ペレーターさ んや
ダンプ トラックの募 集を
して居 るようですが ︑震
災復興 等の工事が終 わっ
ても東 京オリンピッ クや

南海トラ フ震災対策︑ 沖
縄辺野古 基地の埋め立 て
工事など を考えて沢山 の
人材を募 集して居られ る
のかと考 えたりしてい ま
す︒
当社は ︑東北地方を 拠
点として の企業であり ま
すので︑ 大震災関係の 仕
事量が減 っても社員全 員
が東北地 方で生涯安定 し
て生活で きるような企 業
として確 実なものとな る
ように今 年一年努力し て
参る所存 でございます ︒
皆様の協 力なくして出 来
る事ではありませんので︑
今年もよ ろしくお願い 致
します︒

昨年十二 月 二日︑釜 石
市教育センターに於いて︑
釜石大槌 地区行政事務 組
合 消防 本 部 消 防長 よ り
当社グル ープの 名と 他
社様の 名計 名が平 成
２５年１ １月９日に釜 石
市両石町 地内の県道で 発
生した車両火災において︑
自らの危 険を顧みず初 期
消火及び 事故車両から 負
傷者を救 出した活動の 功
績を称え ていただいて ま
いりました︒
表彰受賞者 右から
佐々木則男
高橋聖史
東海林勝博
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そ こに﹁うま﹂ という風の 如く駆ける動 物が合わ
さる 年が︑きのえ うまです︒ 我々も今年の 干支にあ
やか り︑駿馬︵し ゅんめ︶が 大地を駆け抜 けるが如
く︑ 目標へと邁進 し︑新芽︵ しんめ︶が土 から天へ
と伸 びるが如く︑ 新たなステ ージへと突き 抜けてい
きましょう︒

変 あわただしく過 ごして
来たような 年でしたが︑
皆 さんの協力と努 力で何
と か乗り切ってき たのだ
と思っています︒
今年も忙しくな ること
と思っております︒
本 社や自宅から離 れての
仕 事が増え皆さん には何
かと苦労をかけますが︑

最 後になります が︑今年一 年の無事故無 災害と皆
さん とご家族のご 健勝とご活 躍を祈念し︑ 新年の挨
拶とさせて頂きます︒

明けましてお めでとう
御座います︒
昨年中は公私 に渡り皆
さんには大変お 世話にな
りました︒
今年も何んだ 勘だとお
世話になりそう な気がし
ますがよろしく お願いい
たします︒
昨年は栄開発と しても大
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﹁ 官兵 衛は︑ 戦国の 三英傑 ︵織田 信長︑ 豊臣 秀吉︑
徳 川家 康︶に 仕えて いまし た︒ま た︑生 涯五 十余の
戦 ︵い くさ︶ でも負 け知ら ずでし た︒プ ロ野 球でた
とえれば︑楽天のマー君︵田中将大投手︶ですね︒
五十戦以上無敗と は︑まさに最強の 軍師︒よっぽど
恐 ろ し い 豪 傑か と 思 い き や ︑実 は 官 兵 衛 の 戦術 は
﹁戦わずして勝つ﹂でした︒
﹁ 戦 わずし て勝つ とい うのは ︑孫子 の兵 法の中
で も上 策とさ れてい ますが ︑官兵 衛もそ れを 実践し
て いま した︒ ﹃鳥取 城の渇 え殺し ︵飢え 殺し ︶﹄は
有 名で す︒鳥 取城に 米が行 かない ように ︑戦 の前に
鳥 取周 辺の米 を高値 で買い 取って いまし た︒ また︑
同 時に 陸上や 海上を 封鎖し ︑米が 運び込 まれ ないよ
うにもしていました︒そのため鳥取城は兵糧が尽き︑
半年で落城しました︒
また ︑﹃備 中高松 城の水 攻め﹄ も有名 です ︒高松
城 は山 城では なく︑ 沼地の 低い土 地に建 てら れてい
ま した ︒そし て︑三 方が山 に囲ま れ︑足 守川 が近く
を 流れ ていた ため︑ 堤防を 造り︑ 川の水 を高 松城へ
と流し込んだのです︒季節が梅雨だったこともあり︑
す ぐに 城の周 りは湖 のよう になり ました ︒こ うして
官 兵衛 は戦わ ずして 勝って いきま した︒ もし 兵を出
せば︑多少は犠牲が出たでしょう︒兵力を温存して︑
知力で制する︒これが官兵衛の戦い方でした﹂
ほか にも︑ 城造り の名人 ︑説得 の名人 など として
名 高い 官兵衛 ︒その 卓越し た知力 で戦国 時代 をどう
生 き︑ 最強の 軍師と なった のか︑ 時代背 景は 違って
も 復興 需要の 中︑戦 力︵人 員・重 機・ダ ンプ ︶の不
足している今日︑我々も学ぶべき点が多そうです︒
兵力 を温存 する余 裕はあ りませ んが︑ これ まで積
み 重ね た経験 ︑デー タを駆 使し知 力を持 って 我々の
使命を全うしていきましょう︒
最後 にお正 月です ので︑ 干支の 話をし たい と思い
ます︒今年の干支は︑﹁甲午︵きのえうま︶﹂です︒
﹁ きの え﹂と は︑冬 が明け て︑春 になり ︑草 木の芽
が ︑土 の中か ら頭を 出して ︑伸び ていく とい う様を
指すそうです︒
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