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年頭のご挨拶
新年明けましておめでとう御座います。
国難の 2 0 11 年に別れを告げ、新たなる期待と希望のもと、2 012 年を迎えました。

第二回丸藤・GP会が開催されました

山本

康博

さる１月１９日に、「第二回丸藤ＧＰ会」が、千里阪急ホテルにて開催されました。
当日は、協力会社７６社８４名の方が参加され、弊社社員と合わせて１００名となり、
第一回の８２名より大幅に上回り盛大なＧＰ会となりました。
第一部【勉強会】として、弊社社員紹介の後、次のように進行されました。
１．業務・経理よりのお願いとお知らせ
２．丸藤通信の紹介
３．丸藤建設の現場ルール
４．ヒヤリハットについて
５．事故・クレーム報告
６．協力会社表彰
約１時間の勉強会でしたが、みなさん真剣に聞いておられました。プロジェクターを活用した判りやすい
説明で、丸藤建設についてより一層ご理解頂けたのではと思いました。
また、
今回より協力会社を表彰することになり、安全管理・品質管理に優れた（株）
近藤設備、
（株）
後藤タイル店
の２社が選ばれました。

昨年の３月１１日、東日本大震災で被災されました皆様、
並びに先の台風 12 号で被害に遭われた皆様、
またご親戚や知人ご友人の方々にも心よりお見舞い申し上げます。
弊社も今年で 48 期を迎えます。
日々の努力はしておりますが、まだまだ道半ばで御座います。
今年から 5 0 期へ向けての 3 年間のテーマは、
「全社員が一丸となり、同じ目標を共有出来る会社作り」をめざします。
今年はまず、第１章として原点に帰り、
「各人の自覚・責任感・実行力の向上」に取り組みたいと思います。
全員がひとつの目標に向けて一致団結すれば、
そこに何らかの糸口・工夫・改善を見出せると言う事を確信しております。
昔から、｢禍転じて福となす｣という言葉がありますように、今年は絶対に良い年になると信じております。
今年の干支は「辰」で、龍に譬えられます。
昨年日本を直撃した水の中から、天に向かって勢い良く昇って行く龍の如き一年になる事を確信しております。
頑張りましょう！
今年度も、皆様方に支えられ精進して参りますので、宜しくお願い致します。
最後になりましたが、皆様のご健康とご多幸を心より祈念致します。

丸藤建設株式会社
代表取締役社長 藤野 茂安

2 012 年の挑戦・試み

休憩後、第二部【新年互礼会・懇親会】が催され、初めに弊社藤野社長より挨拶があり、改めて
「丸藤 GP 会」の開催趣旨の説明のあと、丸藤建設を取り巻く現状と、今後の取組についての説明と抱負・
決意を述べられました。
引き続き乾杯は、表彰を受けられました（株）
近藤設備の上村様の御発声のもと、参加者全員が和やかな雰
囲気の中、飲食・歓談となりました。
途中アトラクションとして「レッツゴー正児師匠」をお招きしました。懐かしい話や歌など交えた講演で
大いに盛り上がりました。最後に中締めとして 藤野統括部長より、決意表明があり無事お開きとなりま
した。
次回開催に向けて、より一層充実させるべく社員一同新たな気持ちで、「仕事」と、「安全」に取り組み
ます。ご協力宜しくお願い致します。

社員の初夢
企画部部長

統括部長

工事部次長

営業部課長

自転車で 1000km 走破達
成する夢ですが、正夢とな
るよう頑張ります。
仕事も遊びも健康第一で行
きたいものです。

毎年初夢は見れなく、今年
も見れませんでした。
今年一年、最高な年にした
いと思います。

初夢は見たのは見ましたが．．．。
とてもお話し出来るようなもので
は御座いませんので、今年の私的
目標を発表致します。体重７㎏減
の６７㎏にすることと、ゴルフで
９０台のスコア−を出すことです。
今年一年頑張ります。

今年も１年がスタートい
たしました。今年はいよ
いよ本厄の年です。
廻りのみんな、そして自
分自身にも小さな厄で終
わりますようにとお祈り
しています。

山本

康博

藤野

工事部係長

打樋

昨年は災害が続きで日本中が悲しんだ一年でした。
改めて自然・水の恐ろしさを知りました。

丸藤建設としては、近年価格競争の中でどうやって戦っていくか、
どうやって丸藤の名を売っていくかをテーマとし、「 品質向上」をテーマに、更なる向上で
皆様に貢献していきたいと思っております。
その為に、検査員による今まで以上の現場巡回の徹底、以前にも行いました「第二回 GP 会」
の開催、協力会社と共にもう一度、品質向上・安全の徹底に向けてのコミュニケーションを図り、
各現場担当の技術の向上も促し、より良い現場作りをしていきたいと思っております。

統括部長

藤原

藤野 茂生

初夢はみませんでしたが、
家族揃って健康に一年過ご
したいと願います。

信也

工事部係長

川添

誠

今年の阪神タイガースは
和田新体制の元、出発！
少し地味ですが、コツ
コツと勝ち星を重ね、
優勝！和田監督を胴上
げしたのが初夢です。

工事部工事課

工事部工事課

新年明けましておめでとう
ございます。
私の夢は家族旅行をするこ
とです。まとまった休みを
取ることはなかなか難しい
ですが、今年一年はこのテー
マを実現する為に仕事と家
庭を大切に頑張っていきた
いです。

新年あけましておめでとうござい 「初夢？ う〜ん難しい
ます。
です。とりあえず自転
1 月 5 日をもちまして入社 1 年
車に乗って口笛吹いて、
です。あっという間に駆け抜けた 菜の花いっぱいの淀川
1 年でした。
の堤防でも走りたいで
今年の初夢は味気なく、仕事中
す。」
に怒っている夢でした。今年 1
今年もよろしくお願い
年は怒ることなく、仕事したい
いたします。
と思います。

洲鎌

浩史

武内

紀之

梅田

徹

正彦

工事部工事課

今村

憲一

工事部工務課リーダー

工事部工務課

工事部工務課

工事部工務課

経理担当

私の夢は、いつの日か
キャンピングカーであ
てのない日本一周をし
てみたい。

年末から家族全員
が、体調不良で寝
込んでいたので、
今年こそは、健康
第一で頑張りたい
と思います。

入社して、丁度一年が経
ちました。一年が凄く長
く感じられました。仕事
の数・質・密度が濃かっ
たのだと思います。今年
は昨年よりもスマートに
仕事が出来るようにしたい

年始に体調を壊
してしまったの
で、今年は体調
管理に気を付け
て頑張りたいと
思います。

明けましておめでとう御座い
昨年は沢山の勇気を貰った
ます。
ので、今年は原点に戻りそ
2012 年の初夢は見ることが こから一歩踏み出して、
出来ませんでしたが、将来の 「MOS・TOEIC・着付け」
夢として、昇龍の如く丸藤建
にチャレンジしようと思い
設 ㈱が今以上に繁栄してくれ
ます。
る事です。
難しい位が丁度いい精神で
夢は必ず叶うと言いますので、 夢見て頑張ります！
社員一同結束して頑張ります。

田村

我が社の経営理念にもなっている
「敬客愛品の心を以って、信頼される丸藤作りを目指す」
を徹底して社員一丸となり、取組んでいきたいと思っております。

木戸

工事部工事課

美博

明けましておめでとうござ
います。初夢というか夢と
いうか無理なのであまり大
きな声で言えませんがゴル
フでパープレイで廻ること
です。
とりあえず軸がぶれないよ
う仕事・ゴルフ共今年も頑
張ります。

今年は辰年「昇り竜」です。
昨年の悲しみを乗り越え、皆様が最高に良い、
幸せな年になればと願います。

茂生

浩昭

岸本

清治

芳永

晃ニ

大久保

誠

岩井

美代子

業務担当

松井

由理子

戸建てリフォームの基礎知識

現場紹介
リフォーム情報
高槻市・Ｉ邸
武内

打樋

第五回
ニュース＆トピックス

美博

戸建てリフォームの場合、間取り変更や増築は、建物の構造によってできる範囲が異なります。

店舗付住宅新築工事

自分の家の工法の特徴を知っておきましょう。
今回は在来・ツーバイフォー・プレハブ工法について説明します。

信也
鉄骨建方

建物の構造

平成２３年１１月２８日から高槻市内から少し離れた所の岡本町で、１Ｆが焼き鳥屋さん、
２Ｆ事務所・３Ｆ住居の鉄骨造３Ｆ建てを建築中です。

木造在来（軸組）工法

１月の初旬より鉄骨建て方時の中間検査があり、検査済証ももらい、着々と進行しております。
お施主さんが店のオーナーさんで、まだお若いのにすごい馬力を感じております。
限られた予算ではありますが、我社は、店舗の内装も大得意です。
何とかいいものを造り、商売の方にも貢献できるように頑張ります。
３月下旬完成を目指しております。
次号には、いい詳細報告ができると思います。

丸藤建設の取り組み

ツーバイフォー工法

北米生まれの工法で、木口が 2インチ ×4 インチの規格サイズの木材を使うことから、2×4（ツーバイ
フォー）工法と呼ばれています。木材と合板で作られたパネルを面材として壁・床・天井に用いて構造体
を支えます。取り除けない壁が多く、窓やドアなどの開口部を作るのが難しいので、リフォームの場合、
制限が多くなります。

プレハブ工法

あらかじめ工場で加工した部材を、現場で組み立てるもので木質系・鉄鋼系・コンクリート系に分けられ
ます。メーカーによって材質や工法がことなり、リフォームの自由度も違います。

内部階段

岩井美代子

１、年始参り

年始には氏神様に 1 年間の健康・安全・繁盛を祈り御祈祷をして頂きます。

２、丸藤研修会

協力会社様とのコミュニケーションを図る為、行っています。（2011年 5月、北海道札幌へ）

３、GP 会

年に 1 回、協力会社の方々に参加して頂き、安全大会及び懇親会を開催しています。

４、サマーフェスタ

近隣地域の方に、丸藤建設を知って頂く為に 3 年前より展示及び体験学習を行っています。

５、セミナー参加

スキルアップを目標に、セミナーに全員参加し勉強しています。

６、無駄をなくす

ECO を考え、身の回りの無駄を無くす運動をしています。

７、挨拶の励行

挨拶を心がける。「大きな声でハキハキと挨拶をする」

８、イメージアップ

毎朝 , 会社廻りの道路清掃を行っています。花壇の草花は季節ごとに植替えています。

柱や梁など軸で建物を組み立てる工法で、日本の木造住宅の大多数はこの工法で作られています。
リフォームの場合、間仕切り壁などの移動が比較的容易に出来るので、プランの自由度も高く、リフォー
ムに適した構造といえます。ただし、大きな開口部を設けたり、大きな部屋を造る場合は、柱や梁を補強
することが必要になります。

以上のことを考慮し、戸建リフォームの計画をしましょう。

初めての花園観戦

丸 藤
広場
液晶テレビ

川添

梅田

正彦

昨年末、TV を買い換えました。
長年使ってきたブラウン管 TV から４０インチ
の液晶に変えました。
４０インチで５万円ちょっととリーズナブル
でした。
インターネットで価格 . COM をみていたら

建築ニュース

欲しくなり、お酒の勢いでクリック！
木戸

紀之

マウスクリック一つで５万円・・・・・
そう考えると怖いですね。
皆さんは熟慮して購入してください。

先日、建築士法の改定により義務化されました、「定期講習」を受講致しました。
これは、平成 20 年11月に施工され、建築士事務所に所属する建築士が、設計・工事監理義務をする上で必要となる資質や能力の向上
を目的として、3 年毎に、最新の建築関係法規や新しい技術・職業倫理習得の目的で行われています。
構造計算書偽装事件の影響でかなり見直された建築法規の改定により決まった事ですが、昨今の環境問題や建築技術、材料の多様化など、
日々変わっていく状況を把握する為にも、とても必要な事だと感じました。

誠

本年 1 月 3 日に高校ラグビーを花園ラグビー場
に観戦しに行きました。
準々決勝で４試合有り、2 試合目から 3 試合観戦
しました。
初めての花園観戦は素晴らしかったです。
来年も行く予定です。

優しい習慣

松井

由理子

2012 年に入り冬の風景が益々美しく感じられます。
今回私は丸藤建設のすてきな習慣についてひとつご紹介します。
常識ですが、弊社はお礼状を必ず出しています。
その中でも、弊社社長は初めてお名刺を交換させて頂いたお得意先の方に、
必ず季節の写真入りのお葉書をなるべく即日にお出ししています。
これは社会人として常識的な事なのかもしれませんが、ずっと続けている事や心使
いのひとつひとつが素晴らしいと思います。
学生時代、ビジネスマナーを教えて頂いた教
授の「相手への思いやりや、心がけそのも
のがビジネスマナーです。」
と言う言葉を思い出しました。

建築に携わっている上で、資格修得時から時代と共に、知識も更新していくことが当たり前のことだと思います。

ちょっとした心遣いは心温まります。

価格競争は必要ですが、それ以上に、「内容・質の競争」がより重要だと再認識出来ました。

そんな優しい習慣のひとつひとつは
個人的にも真似していきたいと思います。

私の今年のテーマは、「仕事の質の向上」です。より良い商品をお渡し出来ますよう、更なる努力を誓います。

