
　東住吉区で工事をしていた住宅も5/22(火 )大安・吉日をもって引渡しを迎えました。
鉄骨3階建て+屋上（1階部分はガレージ）、家族構成は夫婦に子供2人の4人家族です。
8月中旬～5月中旬までの約9カ月間の工事でした。
中央区の設計事務所の設計・監理のもと、白と黒を基調としたアーバンチックな仕上が
りの建物になりました。外壁は一面白塗りの壁で左官職人さんが足場に10人並んで一気
に仕上げました。なかなか迫力のある仕上がりになったと思います。

　四隅コーナー部はガルバニュウム鋼板の一文字葺きです。鋭角に尖ったコーナー部分
は設計事務所のこだわりが強かった為、板金職人さんには特に慎重にやっていただきま
した。曲線の鉄骨階段で2階に上がるとこちらも
苦労したキッチン台が見えてきます。
天板がステンレスのヘアライン仕上げでシンクと
ダイニングテーブルが一体になった仕様になって
います。長さが3,900もあるステンレスの平板の
一枚物です。
工場での施工、現場搬入はなかなか大変でした。

最後になりますが、こちらのお宅には屋上があり、
知り合いをたくさん呼んでバーベキューをするの
が楽しみだとおっしゃっていました。

ありがとうございました。

リフォーム情報竣工　湯里の家

外観 屋上

２階キッチン

外観 １階店舗 ３階 LDK

　3月下旬に高槻で店舗付住宅の３Ｆ建てを竣工させて頂きました。

1階の店舗は焼き鳥屋さんです。場所は、高槻の今城塚古墳の近くに位置する岡本町です。

店内はあまり高級感漂うお店というよりも、どなたでも、お気軽にお越しいただけるような雰囲気で、完成させました。店長さんも気さく

な方で、アットホームなもてなしをしてくれると思います。我社の工事の出来栄えと、お味の方をご賞味してください。

営業部課長
武内　信也
先日ＴＶを見ているとロングブレス
ダイエットの特集をしておりました。
毎日２分間で必ず痩せるとの事。
私よりも子供達２人が真剣に見
て、自分で試していました。私に
アドバイスをくれるのですが、ま
だその気になれない状況です。
健康のためには、少しやせた方が
いいのですが・・・
　

企画部部長
山本　康博

洲鎌　徹

初夢「自転車で 1000km」の
実現に向けての中間報告です。
猪名川、五月山、空港、緑地
公園あたりが行動範囲ですが
季節の移り変わりがとても新
鮮に感じられます。
現在目標の４０％程度です。
これからは厳しい暑さを乗り
切ることをポイントにして走
りたいと思います。

工事部工務課
岸本　清治

工事部工務課
大久保　誠

工事部工務課
芳永　晃ニ

早いもので、もう6月になりました。
今年も又、暑い夏がやってきます。
体調管理に気を付けてやっていきた
いと思います。

今年も待望のプロ野球が始まり、我が阪神
タイガースは順調な滑り出し。まずは、
オールスターまでに最低5割の勝率で戦う
様に、和田監督に伝えたいと思っており
ます。ちなみに２回球場に応援に行きま
したが、２連敗です。あと３回は行く予定
ですので、３連勝を予定しております。

統括部長
藤野　茂生
２５年ぶりの金環日食が
見れて良かったです
サングラスを重ねて見た
ので眩しくて目が痛かっ
たですが､ 良い思い出に
なりました。

工事部工事課
藤原　浩史
節電の夏です。うちわにかき
氷にステテコ、暑い夏を乗り
切りましょう。しかし、夏の
スタミナ補充はビールと串カ
ツに限ります。

工事部工事課
今村　憲一

工事部工事課
洲鎌　徹

工事部次長
木戸　紀之 

最近年齢のせいか季節の移ろいが
妙に愛しく感じられます・・・。
限り有る人生の日々をもっと大切
に生きて行こうと思いつつも、結
構無駄な事も楽しんでいる自分が
います。

今年ももう半分、あっと言う間に6月
です。冬から春を飛ばして初夏、急激
な気温の変化に体調をくずしかけて大
変でした。
我が家では、雨の止み間に竹の子掘り
に出かけたりと､色々ありました。

工事部係長
川添　誠

5月12日、13日に研修旅行で仙台へ行ってきました。
前職で東北地方に就職をしていましたので、転勤で仙
台にも1年程住んでいました。テレビでは見ていまし
たが、被災地の状況は以前の面影がまったく無く想像
を絶するものでした。津波の恐ろしさが肌に感じられ､
バスの中からでしたが、言葉なくただじっと景色をみ
ていました。海岸沿いの地域は行政より住むことが禁
止の指定地域になっているようで、復興には10年後
を目標とのガイドさんのコメントでした。妻の田舎が
秋田なので､ たびたび足を運んで少しずつの復興を確
認しに来たいと思いました。　　

また梅雨の季節がやってきます。
建築では雨だと出来ない工事がある
ので、毎日天気予報をチェックし、
きっちり工程を組んで仕事をしてい
こうと思います。

工事部工事課
梅田　正彦
野球で応援している某チームはGW
の終わりを迎えるまでもなく、いつ
もの定位置に座ってしまいました。
それでも去年よりは明るく上昇志向
が感じられます。
私も今の位置に甘えず上に向かって
いきたいです。

この春から、小学校に通い始めた
長女は、毎日勉強してきた事やルー
ルなどいろいろ教えてくれます。
新しいことを知ることが楽しいよ
うです。
こどもの成長のスピードに驚かさ
れています。

今年も早半年が過ぎようとしています。
体の体調も合いも変らず、病院通い
をしています。1年前に比べると、
糖尿、胃潰瘍とも全快とまでとは行
かなくても、だいぶんと良くなって
おります。皆さんも体には気をつけ
てこの夏を過しましょう。

はじめまして。4月に入社しまし
た、三ツ橋です。
以前も現場監督をしていましたが、
また一から勉強していこうと思っ
ています。一所懸命頑張ります。
よろしくお願いいたします。

工事部工事課
三ツ橋　雄大

経理担当
岩井　美代子

業務担当
松井　由理子

今年も2回目の丸藤通信となりました。今回はどんな
話題を書こうかな？と迷います。
私は、丸藤の玄関前の植栽を担当していますが、なか
なか洒落たガーデニングにならず四苦八苦しています。
センスも必要ですし、花の知識も必要なので大変です。
今の玄関先はやっとらしさが出て来たので、これから
も頑張って育てたいと思います。

病気療養中

社員からの一言

丸藤通信
初夏号 Vol.11

ご挨拶
　皆様いかがお過ごしでしょうか。
世の中の方では、あの東日本大震災の尾を引き原発問題が起こり、
これからどの様に解決していくかが気になります
弊社はこの 5月をもって平成 23年度の決算を迎えます。
大変きびしい環境のもと、売上・利益も昨年よりダウン致しました。
私どもの業界も暗いトンネルの中に入ったままで、
価格面でも競争が厳しく生き延びていくのが大変ですが、
でも皆様方のご支援に支えられ、社員一同「更なる和」となり
新年度をより良い一年にしたいと思っています。
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　弊社社員心得にもありますように、建設業もサービス業と同じくこころから大きな声であいさつをすることに全員で取り組んでいます。
会社に来て頂いたお客さまに、明るく元気な会社のイメージをもって頂けますように日々努力しています。

⑥ 行ってらっしゃい
⑦ ただいま
⑧ お帰りなさい
⑨ お疲れさまでした
⑩ ありがとうございました

① おはようございます
② いらっしゃいませ
③ こんにちは
④ ごくろうさまです
⑤ 行ってきます

平泉には、仏教の中でも特に浄土思想の考えに基づいて造られた、多様な寺院・庭園及び
遺跡が一群として良く残っています。
　
寺院や庭園は、この世に理想世界を創り出そうとしたもので、海外からの影響を受けつつ
日本で独自の発展を遂げたものです。
　
平泉の理想世界の表現は、他に例の無いものとされています。
　

2011年3月11日に発生した地震と、その直後に襲来した大津波によって、島の文化財
の一部が破損するなどの被害が発生したが、周辺の自治体と比較して被害は軽微で済ん
でいる。その理由として、津波は浅い海に入ると速度が落ちて急激にエネルギーを失う
のと、松島湾内に点在する島々が緩衝材となり、津波の勢いを弱めたと見られている。

松島は、仙台平野を南北に分ける松島丘陵東端が海にまで達し、それが沈水して出来た
リアス式海岸で湾内の水深は10ｍ以内である。

丸藤会　研修会を終えて　

　昨年、奥州平泉の中尊寺がユネスコ世界文化遺産に登録されました。中尊寺は８５０年比叡
山の高僧、慈覚大師円仁によって開山されたと言われています。
その後１１２４年､ 奥州藤原氏初代藤原清衡によって建立された中尊寺金色堂は、平等院鳳凰堂
と並ぶ平安時代の浄土建築の代表と言われています。

　この写真は中尊寺・白山神社能楽堂です。
ここの「白山神社能舞台」は重要文化財に指定されており、1853年に伊達藩によって再建され
たもので、近世の能舞台遺構としては東日本唯一のものと言われています。
立派な萱葺き屋根で造られています。舞台もなかなかの見所です。

丸藤建設の取り組み 木戸　紀之

川添　誠

建築ニュース 藤原　浩史

２. 日本三景　松島

1.　世界遺産　平泉　　平泉がなぜ世界遺産なのか？

　今回は震災復興に少しでもお役に立てる事も含めて、研修会を開催致しました。
2日間共天候も良く、一切無事故で終える事が出来ました。（参加人数43名）

日程　5月13日（日）～5月14日（月）　　
行き先　宮城県仙台

主な観光地　1. 世界遺産　平泉　・　2. 日本三景　松島

①

②

①

②

③

挨拶の基本（大きな声で、明るく、元気よく）

　学生の頃にアルバイトでジャズベースを弾いていたのですが､ 最初
はジャズというジャンルがどうも苦手で好きになれませんでした。
ロックやポップスのほうが理解し
やすいし耳馴染みが良かったので
すが・・・。
でもいつの間にかジャズが一番好
きなジャンルになってしまいまし
た。特にウォーム感のある４ビー
トのウッドベースの音が気持ちを
優しく包んでくれるから不思議です。

ニュース＆トピックス
リフォーム事例
武内　信也

　阪神高速11号池田線の猪名川にかかる
橋のことで、川を斜めに縦断しています。
「新猪名川大橋」、通称『ビッグハープ』
と呼ばれています。全長４００ｍ、中央
主塔の高さ９０ｍで､ 主塔からワイヤー
を斜めに張る「斜張橋」という構造で、
このタイプでは日本一の規模だそうで
す。
夏には猪名川の花火大会がありますが、
近くて危険なため通行止めになるそうで
す。
先日は天気も良く、川面がとても穏やか
で、本当に楽器のハープの様でした。
新しい発見でした。

今村　憲一

三ツ橋　雄大

山本　康博

長浜曳山祭

ビッグハープ

ジャズ

　毎年4月中旬に滋賀県長浜市で開催される曳山祭りに行って
きました。曳山の舞台の上で小学生が春休み返上で稽古をし、
歌舞伎を披露するお祭りで、400 年以上の伝統のある日本三
大山車祭りの一つと言われているそうです。
　歴代の名工が装飾した絢爛豪華な曳山は“動く美術館”と
も呼ばれ、重要文化財の見送り幕なども見所の一つです。全
部で１３基の曳山があり、その内の１２基で毎年４基ずつ子供
歌舞伎を披露していきます。
長浜城主、豊臣秀吉公に男の子が生まれ、そのことに喜んだ
秀吉公からお祝いの砂金を贈られた町民は、山車を作り、長
浜八幡宮の祭礼に曳き回したそうです。これが長浜曳山まつ
りの始まりだと言われています。
　出番の山組では、祭りの１週間は休日のようになり仕事を
忘れて祭りに集
中します。私は
翁山奇合に所属
し、今年は他の
曳山の応援に行
きましたが、来
年は翁山の出番
なので今から楽
しみです。

　今回はリフォームの物件をご紹介させて頂きます。
木造築２５年程になる２Ｆ建ての建物です。
今回は全面内装の全面リフォームです。
壁は従来の真壁タイプに綿壁と昔の家です。
よく体がこすりボロボロと粉が落ちるから困ると聞きます。
予算もあり、柱を隠さずにベニヤを貼り、クロスで仕上げました。
水廻りも新設にして一応きれいになりました。リフォームの要望
も十人いれば、十色とさまざまです。いろいろなご提案もさせて
頂きますので、お考えの方はぜひご連絡お待ちしております。

キッチン

洗面所浴室

Before

After

Before

After

Before

After

丸 藤 広　 場


