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ラッコとイルカを

株式会社 谷野宮組

モチーフにしたキャラクター。
リネーブルに通うメンバーが

株式会社谷野宮組さんを取材させていただきました。

描いてくれました !
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このぽってりとしたフォルムがかわいらしいリーフィンのぬい
ぐるみ、リネーブルのメンバーが作成したものです。ぬいぐるみ
本体はもちろん、手に持っている「LINABLE」の文字も手作りと
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いう手の込みよう。どこから見ても愛らしい作品です。
ところが作った本人はというと「もっと可愛くできたはず」と

谷野宮組ってどんな会社

出来に満足いっていない様子。まさしく職人。
そんな職人作・ぬいぐるみリーフィン、リネーブルの玄関でお
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インタビューを経験して緊張しな

今回、議事録担当になり、新

今回、微力ながら挿絵を…

がらも無事に終えることが出来て

しいことに挑戦出来てよかっ

リーフィンの仲間が少しづつ

よかったです。

たです。

増えていく…かも？

本紙初の企業さんへの取材でした。
緊張した〜

ど)、コンクリートに携わる部分に関

ます。実際に15歳から入社して2年間

野宮組」主に建物の基礎工事からコン

しては、マンションの下から上までの

頑張って働いている社員もいます。

クリートの躯体工事を請け負っていま

一連の流れを「谷野宮組」で請け負う

又、建設会社と聞くと、力を求められ

す。今回はお忙しい中、専務取締役の

事が多いそうです。普段当たり前に寝

る男の仕事という印象がありますが、

大関康広さん、常務取締役の谷野宮大

る、起きる、食べる、遊ぶなど、自宅

谷野宮組では大型トラックや重機に

で生活を送れるのも、この様な会社が

乗って働いている女性の方もいるの

あるから安心して暮らしていけると改

で、カッコイイ重機に乗って働きたい

めて感じました。

と思う女性も大歓迎です。

重機で基礎の底となる高さまで穴
を掘ります。地盤を固めた後に鉄
筋と型枠を組み、コンクリートを
流し込んでいきます。コンクリー
トが固まったら型枠を取り外して
いきます。この工程の繰り返しで
す。

( 次のページに続く→)

どんな人材を求めているのか

現在、谷野宮組では関連会社含め
て50名ほどの方が働いています。社
員の大半が未経験からのスタートなの
で、資格取得の支援もしていただけま
す。意欲のある方は一級建築士などの
国家資格の取得も会社が支援してくれ
るので、まずは比較的難易度の低い重
機オペレーターの資格取得を目指す方

リネーブルの note

リネーブルに通う若者が月替りで、日々の活
動やについて投稿をしています。気になった
方は是非ご覧ください。

創作物や日々の活動内容を発信しています。
フォローよろしくお願いします！

＠linable100

愛知県高浜市にある建設会社「谷

建物の骨組みである柱や壁、床
などを作る作業です。災害にも
耐えられるようにシッカリとし
た土台にする必要がある重要な
工程です。

担当することになりました。

リネーブルの SNS

twitter

10代、20代の若い社員を求めてい

躯体工事とは

今回、初めてレイアウトを

が多いそうです。

分離発注が多い中(鉄骨、足場な

基礎工事とは

インタビュー

志さんにお話を伺いました。

instagram

linable2020

【アドバイザー】SY 【文章】SA.SY.MM 【レイアウト】NY 【書記】SY 【イラスト】MK

https://note.com/linableibasyo
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「げんきのかけらとは」
若者の今によりそうフリーペーパーです。不

局では、文章を書く人、写真を撮る人、取材

定期に編集会議を開き、社会勉強や色々な人

に行く人、話を聞く人、しゃべる人などフリー

との関わりの機会にしたり、一人ひとりがで

ペーパーを一緒に作る仲間を募集していま

きることを増やしていこうと思います。編集

す。

公式マスコットキャラクター
リーフィン
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常務の会社にかける想い

2020. 10

社で働いていた頃、建築関係はブラッ
クな業界でした。作業服は自腹で購入

会社訪問をして感じたこと

危険も伴うため、仕事に対する厳し

させられ、給料は最低賃金の半分、長

会社の利益だけでなく、社員一人一

さはありますが、それは重機や道具な

時間労働は当たり前でした。若いころ

どを扱う事が多い作業現場では怪我を
しない為には必要なことです。

趣味のはなし（箏について）
日本でもっとも聞かれているけれ

楽譜を見ながら音を出す音楽に慣れた

人と真剣に向き合い、「もうひとつの

ど、もっとも名の知られていない作曲

私たちには、一見奇妙に思えますが、

に経験したそれらの事に疑問を持って

家族」をモットーに掲げていて、一生

家といえば誰が思い浮かびますか？私

江戸時代までは箏の演奏家は目の見え

いたので、従業員を大切にする職場を

懸命取り組む人の事は決して見捨てな

は宮城道雄が思い浮かびます。

ない男性の職業でした。当時はまだま

社員さんに対する優しさ故に指導す

創ることにしました。」その為、現在

い。そんな考え方に好感を持ちまし

る側は心を鬼にして向き合ってくれて

の谷野宮組では空調服を数着支給、当

た。

います。そして職人気質が故に不愛想

然ながら給料もしっかり支払われま

だと感じることもあるでしょうが、誰

す。

また、インタビュー後に『何で仕事
をやめちゃったの?』『人間関係?』

そして資格取得の支援もしてもらう

『仕事の技術面?』など社員でない僕

事が出来ます。時代に合った環境づく

自身の悩みなどを聞いて下さり、相談

従業員の中にはそれぞれの生活があ

りが会社にとっても社員にとっても大

しやすく、この上司ならついていけそ

り、悩みがあるのも当然です。そのよ

きな成長に繋がっているんだと思いま

うと話をお伺いして感じました。

うな悩み事に対して、一人の人間とし

す。

一人見捨てない思いで社員に向き合っ
ています。

（終わり）

て親身に向き合うように心がけている
そうです。

「春の海」という曲、ご存知でしょ

だ江戸時代からの演奏家が多かっただ

うか？名前は聞いたことなくとも、お

ろう時代ですので、ある意味では自然

そらく皆さんご存知です。なぜか。そ

な流れだったのかもしれません。

れは毎年必ず聞く機会があるからで

14歳の時に処女作「水の変態」を作

す。お正月の特番、あいさつのときに

曲。以降、「瀬音」「唐砧」など数お

よく流れるアレです（いまいちぴんと

おくの曲を世に送り出してきました。

せおと

こない方は下記QRコードから）。

からぎぬた

冒頭の「春の海」は昭和5年（1930

る楽器を作り出しました。なかでも十

スーパーマーケットにテレビにと流

年）の正月に初演。後年フランス人

七弦はヴァイオリンに対してのコント

れていないところはありませんよね。

ヴァイオリニストであるルネ・シュ

ラバスのように合奏の低音パートを支

宮城道雄とはこの曲の作者なのです。

メーとの二重奏で一躍有名になりまし

える楽器として、あるいは独奏楽器と

た。

して、現在でもひろく演奏されていま

宮城は明治27年（1894年）に生ま
れました。8つのころに視力を失い、箏

「春の海」はその名の通り、春の海

曲の道に入ります。子どものころから

――瀬戸内海の春を描写したものと言
われています。

何故、従業員想いなのか

エピソードを聞きました。「私が別会

インタビューの様子

会社外観

株式会社 谷野宮組
所在地

高浜市湯山町 3 丁目 2-8

代表者

宇波 時彦

事業内容
TEL
HP

コンクリートの打設工事、地盤改良 沈下修正工事、経年劣化工事
(0566) - 52 - 5674 ( 代 )

動画公開中
会社の雰囲気を
動画でご覧ください

宮城は昭和31年（1956年）、ここ
西三河は刈谷の地で夜間急行「銀河」

宮城道雄

から転落、この世を去りました。62歳

楽器の開発にも熱心でした。通常の箏

でした。刈谷市交通児童遊園の目と鼻

YouTube の動画へ

は弦が13本ですが、十七弦や八十弦な

の先、線路沿いの一角に彼の供養塔が

ど弦の数を増やし大型化、低音を出せ

建っています。

リネーブルボドゲ部

コンクリート躯体一式施工 土工事、鉄筋工事、型枠工事、

http://www.taninomiya.co.jp/

す。

また、宮城は作曲だけでなく新しい

春の海

谷野宮常務が過去に経験した一つの

供養塔

HPはこちら

プレイヤーはクモと呼ばれる正義の

そこで肝になるのがお題カードで

プルートどっちが上かで20分くらい争

盗賊団。ある日、敵のアジトにつか

す。お題カードには『キャラクターの

いました(笑)。皆さんはどっち派です

まってしまったため、秘密兵器【クモ

人気(マスコット含む)』などのテーマが

か?)、人によって思い描いてること

ノイト】を使って脱出を試みます。し

書かれていて、そのお題に当てはめ

や、その単語の価値が全然違ったりす

かし糸は細く弱いので一人ずつ上らな

て、自分の持ってるカードの数字がど

るのでそこも面白いです

ければいけません。そこで看守にばれ

れくらいなのかを表現していきます。

ないよう雑談をするフリをして上る順

この場合カードが12だったら中島く

番を決めていくというゲームです。

ん、95ならプーさんくらいかな~みた

ルールは簡単。まず初めに、プレイ

いな感じで自分の持ってるカードをそ

ヤーには1~100までのいずれかの数字

れぞれ例えていき、出すタイミングを

が書かれたカードが配られます。それ

測って行きます。相手の説明を聞いて

を数字の小さい順になるよう下から積

変えてもいいので、そこを調整して摺

み上げて行きます。そして全員の手札

り合わしていくのが、もどかしくも楽

がなくなれば脱出成功!無事ゲームクリ

しいです。

アとなります。ただし、前述のとお

相手との感覚がぴったり合えば楽し

り、監守に順番を決めていると悟られ

いし、逆に違うと、ええ~そこ!?みたい

てはいけませんので、実際の数字を言

になったり(ちなみに僕たちは可愛い

うことはできません。

キャラクターのお題で、グーフィーと

ito( イト )
人数

2〜10 人

時間

30 分

年齢

10 才から

