
営業部課長
武内　信也
4月中旬に調音・遮音材量の研修
に福岡に行ってきました。
１日目・研修、２日目・観光。
観光では、２階建オープンバスで
福岡市内観光、高速道路も走り、
通常の景色とは違う視点で迫力も
あり気分爽快。久々に仕事を忘れ
て良かったです。

　

企画部部長
山本　康博
最近、おなか廻りが増えてきて、
今までのズボンがかなり窮屈に
なってきました。
夏に向けて、体力を付けるために
も運動量を増やさねばと思ってい
ます。
心身共に健康で、今年の夏を乗り
切ろう。

工事部工務課
岸本　清治

業務担当
大坪　美湖
前回新春号で長男の高校受験について書かせていただきましたが、お蔭様
で無事に志望の公立高校に合格することが出来ました！
ほっとしているのも束の間、年子の妹の方が中3になりました。
また高校受験です・・・。　

我が阪神タイガースは、前半戦ま
ずまずの戦いで予定通りの位置を
キープしております。
これから、暑い夏場に向かって、
より一層の熱い声援で優勝めざし
て、現地（甲子園）に1度でも多く、
声援に行けるようにと思う今日、
この頃でございます。
優勝するで～！

専務取締役
藤野　茂生
野球好きな私ですが、今この原稿を
書いている時点では応援している
チームは首位を走っております。
皆様方に通信が届く頃も首位を走っ
ていることを願い応援し、シーズン
終りには、優勝していることを願っ
ております。

工事部工事課
藤原　浩史
いよいよ夏がやってくる。
早朝目覚めと共に体中に熱い血が
流れはじめる。
やる気 .　活気 .　狂気 .　殺気！
さぁ！やるぞ！やるぞ！やるぞ！

工事部工事課
小野　栄己

工事部次長
木戸　紀之 

私事では有りますが、子供が野球を始めました。
野球の大会WBCを見た影響です。まだ初めて
２ヶ月なので、小さい頃から野球をしている子供
には敵いませんが、徐々に上手くなっていき
レギュラー争いをしています。このまま野球を続
け、将来はメジャーリーグで活躍して欲しいです。

工事部工事課
今村　憲一
今年のＧＷは、京阪電車で京都の梅
小路公園に行ってきました。
梅小路公園といえば蒸気機関車で有
名ですが、新しく出来た「空飛ぶペ
ンギン」の水族館やガーデンレスト
ランもお奨めです。
料金がリーズナブルな上、料理の盛
付けや味も納得できるものでした。

気候も良くアウトドアにはピッタリの季節にな
りました。
先日子ども達と一緒にアスレチックに行きまし
た。本人らは楽しそうに目一杯遊んでましたが、
親の方は体力がついていかず大変な思いをしま
した。

工事部課長
川添　誠

年頭の目標に掲げたダイエットを現
在進行形で実施しています。
67㎏の目標にあと１㎏までせまって
います。
ただ年末まで維持しないといけない
ので、65㎏ぐらいまで頑張らなけれ
ばと思っています。

今日は、田村です。
先日趣味の釣りで淡路島に行った時のことです。
洲本市も地震の影響があるのかと思い車から見て
も分りませんが、細い路地を入るとブルーシートを
屋根に被せてある家がまだまだたくさん見えまし
た。復興にはまだまだ少し時間がかかりそうです。

もう6月。また暑い時期がやって
きます。バテないように気合を入
れて、頑張ります。
今後ともよろしくお願いします。

工事部工事課
三ツ橋　雄大

経理担当
岩井　美代子
もう初夏の日差しを感じて来ましたね。
先月、娘が婚約者と新居を構えました。子育てを終えて今感じる事は、育て
ている時は日々大変でしたが、振り返って見るとあっと言う間に過ぎてしま
い走馬燈の様に思い出します。胸にぐっと来るものがあります。
早く元気で可愛いBABYを見せて欲しいと思います。

社員からの一言

丸藤通信
初夏号 Vol.14

専務取締役　就任挨拶

挨拶　創立 50 周年を迎えて

　平素より皆様方には大変お世話になり、厚く御礼申し上げます。
さて、平成 25年 6月1日を持ちまして、専務取締役の任に就く事となりました。
その責任の重さに身の引き締まる思いです。
弊社は創立 50周年を迎えました。これもひとえに、創業時から現在まで続く皆
様方の御支援と、社員の不断の努力があってこそだと思います。
改めて深く御礼申し上げます。
役員就任にあたり、誠に微力ではございますが、今後はもっと広く会社全体を見
て経営に参画し、社員全員と力を合わせてより一層お客様に信頼される丸藤作り
を目指し、一意専心社業の発展に努力する所存でございます。
何卒ご高承のうえ、今後共一層の御指導、御支援を賜りますよう宜しくお願い申
し上げます。

　皆様方には日頃から格別の御引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は 5月が決算で今年の 6月1日より50期に入り、50周年を迎えました。
企業の平均年齢が25年と言われる中、50年を無事迎えられましたのは、本当に皆様方のお蔭と感謝致しております。
それと同時に、丸藤建設の為に努力をして頂いております従業員、協力会社の皆様方にも重ねて御礼を申し上げます。

　振り返れば先代（故　藤野喜蔵）が、大阪トヨペット様（現在の大阪トヨタ自動車様）とのお取引が縁で、昭和39年
6月淀川区にて丸藤建鉄工業（株）を設立致しました。
　私が昭和47年、勤めておりました三洋電機（株）を退社し丸藤に入社、昭和60年（1985 年）代表取締役に就任致しま
して、平成11年（1999 年）現在の丸藤建設株式会社に社名を変更致しました。
　
　50周年を迎えるにあたり、「全社員1人1人が同じ目標を共有する会社作り」を目指し、昨年は第1章「各自の自覚、
責任感、実行力の向上」を目標と致しました。

　今年は第 2章として、「めざせ健全経営、働く社員（家族）の幸せの実現」
に取り組みたいと思っております。その為には、お客様に喜びを与える仕事
をする事、そしてお客様より喜びを与えられる仕事をするよう心掛けます。
　「価格を下げるより価値を上げる」その実現に向けて社員一同努力致します
ので、今後共丸藤建設を末永く御愛顧下さいますようお願い申し上げます。

　最後になりましたが、50周年を迎えるにあたり、統括部長の藤野茂生を専
務取締役に昇格させることとなりました。まだまだ未熟ではありますが、皆様
方の温かいお心とお力添えで御支援、御指導の程宜しくお願い致します。

専務取締役  藤野　茂生

工事部工務課リーダー
田村　浩昭
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第31回丸藤会研修会 岩井　美代子

　5月26日(日)、27日(月)と2日間で静岡県伊豆半島「稲取温泉」へ行きました。
協力会社を含めて総勢43名が参加しました。
1日目は全員観光コースで、2日目はゴルフコースと観光コースに分かれました。
新幹線で熱海駅に到着し、伊東の城ヶ崎海岸を観光！
徒歩で険しい道のりを経て散策しましたが、断崖絶壁で海の色がとても綺麗で、あきらめないで行く価
値が有りました。

　そして天城越えの浄蓮の滝を散策しました。
わさびの産地で、すりおろしたわさびと塩をトッピングした
わさびソフトクリームが美味しかったです。
宿泊は稲取温泉｢銀水荘｣、とても良いおもてなしでした。

観光組は、堂ヶ島の天然記念物を見る事が出来る遊覧船に乗り
ました。天窓洞は凝灰岩でできている海触洞くつで、自然の天
窓からの日差しによって海の色が変化するらしいのですが、お
天気が曇りだったので見る事が出来ず残念でした。

　そして下田ロープウェイに乗り寝姿山自然公園を散策。
山頂に登ると伊豆七島がうっすらと見えました。縁結びの愛染堂にお参りし一路大阪へ向いました。
今年の研修会は9社の協力会社様に初参加して頂き、交流をはかる事ができてとても良かったです。
次回も沢山の協力会社様が参加して頂ける様に社員一同頑張りたいと思います。

2日目、ゴルフ組は稲取カントリークラブへ。　
お天気は曇りでしたが、快適にプレーが出来ました。

城ヶ崎海岸

ゴルフ場

堂ヶ島

浄蓮の滝

丸藤建設株式会社
代表取締役社長　藤野 茂安



弊社では、毎週月曜の７：５０から朝礼を行なっています。朝礼の中に社員のモチベーションアップの為、週替わりに４つのモチベーション
アップの読上げをしています。今回は、下記の項目「成果を上げる一日」を紹介させて頂きます。
仕事の基本で有りますが、初心に帰り身を引き締めて仕事に取組んで行けます。

　地球温暖化につながるCO2の排出量は、交通機関や工場などで削減が進んでいるのに対し、
住宅分野では最近でこそ省エネ性が重視され始めたとはいえ、まだまだ遅れているのが実情です。
また、東日本大震災後の電力不足をきっかけに国民の節電意識も高まるなか、将来にわたり持続
可能な低炭素社会実現に向け「都市の低炭素化の促進に関する法律」が昨年12月4日に施行され
ました。
　ややこしい事を書いていますが、二酸化炭素を抑えるので、低炭素住宅と言うそうです。建物
の断熱性向上はもちろん、主な設備機器を含めてCO2排出削減の配慮をしたエコ住宅のことで
す。これまでデベロッパー・住宅メーカー・工務店などが独自に展開してきたものに統一基準を
設け、環境負荷の少ない住宅の普及を後押しします。皆さんもいろいろ協力して住みよい社会を
作りましょう。
ところで家庭のCO2排出量の削減を図るためには、住宅の省CO2性能を向上させることが必要
不可欠であり、リフォームなどの機会を捉えて代エネ・省エネ設備や省エネ資材等の導入拡大を
図ることが重要です。
そこで、既存住宅・マンションの省CO2性能を向上させるために、それらの断熱性向上に資する
技術（二重窓や断熱材、断熱ドア）の導入を目指しています。
断熱性の高い住まいは、住まいの快適さ、地球へのやさしさ、光熱費の節約などのメリットがあ
ります。これらの技術の導入を拡大し、エコ住宅の普及を加速化させ、家庭部門における大幅な
二酸化炭素削減になります。消費税も上がる前にぜひリフォームを・・・今がチャンスです。

② やる事をすべて書き出す。
④ 朝一番で報・連・相。
⑥ 今日の振り返りをする。

① 朝は早く出社する。
③ やる順番と、時間を決める。
⑤ 全力で仕事をする。
⑦ 明日の準備をする。

新たに認定制度が始まった
「都市の低炭素化の促進に関する法律」ってご存知？　

建築豆知識

丸藤建設の取り組み 小野　栄己

武内信也

建築ニュース
東京スカイツリーQ&A

川添　誠

成果を上げる一日

やるのは今でしょう。

仕事で成果を上げることが大事です｢
｣

Ｑ１ なぜ高さが、634ｍになったのですか？ Ａ１　事業者である東部タワースカイツリ―㈱が2009年 10月に高さを決定。
　　　自立電波塔として高さ世界一をめざし検討を重ねた結果、広く一般的に覚えやすい
　　　数字にしたいことから634ｍに決定された。（634＝むさし）は、日本人にとって
　　　なじみ深い言葉です。

Ｑ２ 世界一の高さの建築物となりますか？ Ａ２　中国、広州タワーの618ｍを上回り自立式電波塔として世界第一位になります。
　　　建築物としてはアラブ首長国連邦のブルジュ・ハリファの828ｍが世界第一位です。

Ｑ３ 杭の深さは、何ｍありますか？ Ａ３　一番深い杭で約50ｍです。

Ｑ４ 一番大きな鉄骨柱の大きさは？ Ａ４　スカイツリ―の足元支える組柱の鉄骨最大部材は直径2.3ｍ、厚さ100ｍｍ、
　　　長さ４ｍです。

Ｑ５ 鉄骨同士はどうやって
　　 接続するのでしょうか？

Ａ５　ほとんどが、溶接による接続です。
　　　参考ですが一番太い柱の溶接には、職人4人で3日間かかります。

以上、東京スカイツリ―に行った際は、こういう事も頭の隅に置いておけば、楽しさも増加するのではないでしょうか！

ニュース＆トピックス

リフォーム工事 工事場所：大阪市淀川区三津屋
工事名称：ＹＫアパートリフォーム工事

今村　憲一

　5月、会社の玄関先に淡紅色
のハナミズキの花が咲きました。
　ハナミズキの花言葉は「私の
思いを受けとめて」「返礼」など。
　大正4年、当時の東京市長の
尾崎氏がワシントンにソメイヨ
シノの桜を贈り、その返礼とし
て40本のハナミズキが日本に
やってきたという、日米友好の
エピソードがあるそうです。
一青窈の「ハナミズキ」の歌も有名ですが、この歌はアメリカの
9.11テロ事件後平和を訴えたくて作られたそうです。
♪君と好きな人が百年続きますように～
この歌詞が愛する人との悲しい別れに想いを馳せて書かれたのかな
と思うと、せつない気持ちになってきませんか？　　　

木戸　紀之

大坪　美湖

三ツ橋　雄大

ゴルフコンペ

ハナミズキ

　先日お得意先のゴルフコンペで竜王ゴルフクラブに行って
きました。
知人から竜王はスコアーが出ると聞いていたのですが、本当
のようで前半は自己ベストの45でした。この時点で頭を過っ
たのは80台のスコアー…。ただそんな
に甘いものではなく、後半は49でＨＤ
25でしたからＮＥＴ69でした。
3アンダー !!
もしかして入賞するのでは？？
ところが4人もアンダーの人がいて
4位でした。うーん、もって無い。
今年中には80台を出したいです。

国外脱出
　「地球は広い！」
　オーストラリアに行ってきました。いろんな人に出会う事ができました。
定年迎えて奥さんに恩返ししている御主人。子供が独立して一息ついてる御夫婦。1人で
各国を回っている20代男性。奥さんを亡くし、1人旅の御主人。ハネムーンで仲良しの 2
組の夫婦。世界を案内している添乗員さん。「ウルル」が好きで添乗員から現地案内人に
転身した20代彼女。日本の奥さんを持つ日本語勉強中の現地ドライバー。
他にも沢山の人と話ができ、いろんな考え方・生き方を知ることができました。
また必ず、国外脱出したいと思います。

　今回ご依頼をいただいたリフォーム工事は、大阪淀川区三津屋にある、築数十年
になるアパートです。三津屋といえば現場近くにある「三津屋商店街」がその距離
の長さや昭和初期を思い出させるノスタルジックな雰囲気で全国的にも有名で度々
テレビや映画の舞台としても登場します。
住みやすい庶民的な下町に清潔感のある快適な賃貸アパートを目指してユニットバ
スをはじめキッチンやトイレの水まわりも新しいものになり、リフォーム前のイ
メージを刷新できたと思います。
最後に高所作業車により建物外部の洗浄やタイルの打診調査もさせていただきまし
た。工事中も近隣の皆様のご協力により苦情も殆どなく予定通リ終えることができ
ました。
「懐かしい街並みでのリフォーム工事」・・・ありがとうございました。
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