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津田　徹

 
　平素は格別な御引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
いかがお過ごしでしょうか？
最近は、北朝鮮のミサイル問題、また、１０月２２日に第４８回衆議院議員選挙が行われます。
この通信が皆様のところに届く頃には、結果が出ていますが、企業収益 2012 年から 26 . 5 兆円増の 75 兆円、
また、就業者数 2012 年から 185 万人増の 6 ,456 万人等、アベノミクス実績の
自民党か、はたまた、新しく結成された、消費税増税反対、国民ファースト政
治を掲げる、小池代表の希望の党が、どこまで奮起できるか見物です。
　株価も２１年ぶりに高値の 21,000 円台に上がり、景気も良さそうです。
早いもので 2017 年もあと残り３ヶ月となりましたが、社員一同、より一層こ
れからも気を引き締めて頑張っていきたいと思いますので、何卒、宜しくお願
い致します。

行楽の秋！　
行ったところ・行きたいところ

企画部部長
山本　康博
めっきり涼しくなってきました。
10月に善光寺と松本城に行く予定
をしています。
一泊、片道約450ｋｍ、車で6時間
ぐらいかかりそうです。体力と勝負
です。休憩を取りながら安全第一で!

江ノ電ファンの私は若い頃から
「湘南・鎌倉」が好きです。
特に江ノ電の車窓から見る海の景色
はいつもワクワクします。最近では
「海街ダイアリィー」「最後から２番
目の恋」など映画やテレビの舞台に
もなっていましたね。

専務取締役
藤野　茂

工事部工事課
林　賢太郎

工事部次長
武内　信也

最近千里ビアガーデンに行きまし
た。特にローストビーフが美味しく
て、ビールが進みます。
みなさん千里ビアガーデン行った時
は、ローストビーフをおすすめしま
す。是非行ってみて下さい。

工事部工事課
津田　徹
最近休みの日を利用して、兵庫県を
中心に釣りに出掛けています。
太刀魚や青魚狙いでルアー釣りをし
ています。
ビールを飲みながらのんびりでき
て、リフレッシュになり、釣れた魚
は新鮮でとてもおいしいです。

工事部工事課
松本　伸太郎
秋に行きたい場所と言えば、三重
県の曽爾高原です。
ススキの穂が一面に広がり、夕方、
日が沈む前は、最高の景色です。
11 月に入ったら行こうと思いま
す。

工事部工事課
二宮　隆幸
先日、お彼岸会で京都の知恩院に
行ってきました。
日曜日という事も有り、祇園の町
は人でいっぱいでしたが、
着物や袴を着た人もたくさんい
て、たまには情緒ある風景を見る
のも良いものだなと感じました。

工事部工務課リーダー
田村　浩昭
この何年かで、西国観音霊場３３カ
所のお礼参りに行っておりますが、
中々満願出来ておりません。
後５寺残っておりますが、この秋御
参り出来ればいいなと、思っており
ます。頑張ります。

業務担当
川崎　裕子
知り合いに鉄子がいて、時間があれば電車に乗って出かけているそうです。
お金がかかりそうだなぁと思いきや、一駅運賃で一日楽しめる方法があるそうなんで
す。「大回り乗車」と言うらしく、改札の外には出られませんが、区間内の路線であれば、
自由に乗車、降車が出来るので、お昼は駅弁を買って車内で食べ、景色のきれいな場
所で写真撮影等、まる一日十分楽しめるみたいです。
工夫次第で2 府 5県を巡る事も可能です。ルートを吟味して、この秋、是非挑戦して
みたいです。

業務担当
村松　正美

家族で滋賀にツーリングにでかけました！琵琶湖を二日かけて
ゆっくりまわり、きれいな景色と風に癒されました。
秋には紅葉を見に京都の嵐山まで近距離ツーリングに出かけた
いと思っています！

工事部主任
今村　憲一

この秋は、今夢中になっているゴル
フにできる限り行きたいと思ってお
ります。
最近、スコアが伸び悩んでいるので、
気候が良い季節に上達するよう、頑
張ります。

夜勤の最中空を見上げると地方の現
場では星が良く見えます。視力が悪
くなり市内ではほとんど見る事もな
い星を沢山見られて、子供の頃見た
満天の星空が見られる様な場所に
行ってみたいなと思います。

工事部工事課
隅田　哲司

TV で滋賀県にはたくさんの観光
スポットがあり、日帰りでも十分
楽しいとの事でした。滋賀マップ・
ネットをみて、行った気分になら
ぬように、滋賀県スポット地を、
この秋に行きたいと思います。目
指せ滋賀。

工事部工事課
川端　智浩
最近は気候がいいので休みごとにできるだけ家族で出かけるようにしてい
ます。長女が吊り橋に行ってみたいということでしたので、二週続けて交
野の府民の森の吊橋と、十津川の吊橋に行ってきました。
最初は揺れて怖がっていましたが、何回か渡っているうちに、楽しくなっ
てきたのか、妹と二人で渡っていました。これからも、時間があれば出か
けていきたいと思いました。

この秋は家族総出でアスレチックに行きました。
場所は、生駒山麗公園の中にある施設です。上は４０半ばの夫婦から、下
は１０歳の子供まで全身汗だくになりながら楽しみました。ゴールしてか
ら気付いたのですが、全コースを周るのでは無く、年齢別のコースだった
みたいで終わった時には8人とも膝が笑っていました。

経理担当
岩井　美代子
先日、ゴルフに行って来ました。毎
月1回は運動の為に行っています。
少しずつスコアも伸びて来て、今一
番楽しい時期かな！と思います。

工事部工務課
岸本　清治

幼稚園の夏休み期間を利用してトイレの改修工事を行いました。

子供用大便器のブースをR形状にして扉をなくしたり、小便器の足置き

場に動物の足形を付けたり、色々アイデア

を出して可愛くて入りやすいトイレにする

事が出来ました。お施主様・協力会社の皆

様にも協力していただき誠にありがとうご

ざいました。また、この様な工事があれば

挑戦したいと思います。

この秋は会社の仲間とゴルフに行き
まして、二組のコンペながら優勝さ
せてもらいました。
もう一回、友人たちとプライベート
でいき 80 台が目前のゴルフをしま
した！
ギリギリ届かず…次回頑張ります！

工事部係長
三浦　年也

ナカガワ尼崎店 二宮　隆幸

７月下旬より、阪神尼崎商店街の中にある、
ナカガワ尼崎店２階店舗改装工事を担当さ
せて頂きました。
２０９㎡の店舗の売場部分を８１㎡から１３７
㎡へと広げ、売場・事務所部分共に、内装・
家具・照明等の工事を行いました。
真夏の暑い中、エアコンが使えない中での
家具移動は大変苦労しました。
完成まであと少し！残りの作業も気を引き
締めてがんばりたいと思います。

「レクサス東大阪店　隣地駐車場新設工事」　今村　憲一

川端　智浩

　今年の８月から９月の約２か月間の工期で大阪トヨタ自動車様の「レクサス東大阪店隣地

駐車場新設工事」を担当させていただきました。場所は中央環状線沿い・カーポートを含む

約1,6 40㎡の敷地面積です。駐車台数は47台と台数も十分に確保し、錆に強いアルミ製のカー

ポート 3台用を 3棟新設しました。

また、緑地を 100 ㎡とりまして、緑化ブロック駐車場も5 台設けました。

工事中は役所等の申請・許可にも想定以上に日程を要し、工程もかなりタイトになり、また

お店にも頻繁に車両移動等の協力をしていただき予定通りに竣工させていただく事ができま

した。

お引渡し後は、高級車レクサスが快適に保管・管理できる施設に生まれ変わった事を感じて

いただければ幸いです。

思誠寮アスファルト改修工事　
　今回の工事は長年取引をしている、 東京海上日動火災（株）の社員寮の駐
車場アスファルト工事を請負いました。何ヶ所か陥没したりしていて、補修を
繰り返していたのですが、根本から直さないと同じことの繰り返しなので、
全面改修となりました。
施工面積は 71 9 . 9 ㎡で社員様の車の移動をし
ながらの工事となりました。アスファルト工
事としましては、9/16 に完了しましたが、敷
地廻りのブロック塀改修工事も、継続して施
工していますので、全ての完了は 10/11 予定
です。

主
な
工
事
状
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初めて投稿させていただきます。
あれだけ暑かった夏も今では嘘のように過ごしやすくなってまいりました。
丸藤建設の社長、専務をはじめ社員の方々には、日頃より大変お世話になりありがとうござい
ます。
当社はお引取りさせていただいて5年近くなります。内装工事・原状復旧工事等をメインとさ
せていただいております。
丸藤会の皆様方とは、毎年の旅行やパーティーなどで親しくさせいただき、大変ありがたく思っ
ております。
弊社も今一層の努力をするつもりです。
今後とも、どうぞ宜しくお願い申し上げます。　　　　　　　　

バーベキュー大会！　村松　正美

川﨑　裕子

二宮　隆幸丸藤建設の取り組み
　10/6（金）に会社でバーベキューをしました！
朝から買出しに行ったり、材料を切ったりで大忙し！（私は電話番で何もしていませんが…。）
私のリクエストでアスパラの豚巻きも用意してくれてとても美味しかったです。
なぜかいつもやきそば担当になる今村主任のそばめしも絶品でした！
社員が集まって食事をするのは 8月のビアガーデン以来なのでずっと楽し
みにしていました。これからのお仕事の話やプライベートなお話もたくさ
んできて本当に楽しかったです。次回は社長のリクエストでたこやきパー
ティー？？
今回は全員参加とはいかなかったので、次回は社員全員でできるように日
程の調整をがんばりたいと思います。

① 部下の 10 倍の愛社精神を持とう！
② 何事も、素直に受け止め吸収しよう
③ ノルマではなく、目標を追いかけよう
④ 不平不満を言う前に、全力を出そう
⑤ そこそこで満足せず、向上心を持とう

期待を超える「人財」になろう　その２

私は、まだまだ勉強の身ですので、期待を超える人材になる為に、特に「何事も、素直に受け止め吸収しよう」を
常に意識しています。
これからも、上司・先輩に教えてもらう事は、素直に吸収してこうと思います。

株式会社　ラン ・ コーポレーション
代表取締役　山岡　進

理想の安全へ「Lexus　Safety　System+A」
　いよいよ発売されましたね！レクサスの旗艦セダン「LS」！11年ぶりに全面改良し、
最先端の予防安全技術を搭載しました。
その中でも注目したいのが「ドライバー異常時停車支援システム」です。
ドライバーの無操作状態が継続した場合に音と表示で知られ、さらにハザードと
ホーンで車外に異常を報知しながら減速停車。ロックもはずし早期のドライバー救
命・救護に寄与します。世界のトヨタは安全面でも皆様をうらぎりません。

丸藤建設（株）では150台、200台を目指し車両紹介に力を入れております。
皆様、今後共ご協力の程宜しくお願い致します。
ネッツでの取扱車種もご紹介できますので、ご相談は丸藤建設（株）　社長・専務ま
で！！（06-6854-7601）

「なごみ会」ボーリング大会参加　
　平素より大変お世話になっています東京海上日動ファシリティーズ株式会社様主催の「第9回大阪なごみ会　ボーリング

大会」が7月26日（水）淀川区のイーグルボウルで開催されました。弊社社長と担当者計5名で参加させていただきました。

たくさんの協力会社の方々が参加し、賑やかに2ゲームを楽しみました。

ボーリング大会の後に開催された懇親会にて、成績発表・表彰式が行われました。

もしかしたらBBあたりに、とドキドキしながら発表を聞いていましたが、私の名前が呼ば

れることはありませんでした。そしてボーリングは苦手と言っていた田村が弊社参加者の中

でトップでした。

ボーリング大会・懇親会と楽しい時間を過ごさせていただき本当にありがとうございました。

レクサス　LS500ｈ/LS500

　今年の７月に、島根県の仕事帰り途中に、
道の駅が有り立ち寄りました。
トイレ休憩だけする予定が、海鮮丼に目に入
り、せっかく遠い所まで来たから、自分への
ご褒美に海鮮丼を食べました。
とても美味しかったです。島根の道の駅に
寄った時は、是非食べて見て下さい。

林　賢太郎

岩井美代子

松本　伸太郎

能勢郡能勢町の「Dear N's kitchen」

小豆島　エンジェルロード

島根・道の駅

　夏が終わり、少し朝夕過ごしやすくなって来ると、ぶらりと出か
けたく成ります。遠出をするの
も良いのですが、私は近場で
ちょっとした田舎が大好きです。
お 勧 め は、能 勢 郡 能 勢 町 の
「Dear N's kitchen」です。
「シェフのおまかせランチ」は最
高でした。
ぜひ、一度行ってみて下さい。

丸 藤 広　 場

協力会社紹介 株式会社 ラン・コーポレーション 様

　8月のお盆休みを利用して、家族旅行で、小豆島に行って来
ました。オリーブ園が有名との事で、お土産で購入したオリー
ブオイルは絶品でした。名所として知られるエンジェルロード
にも行きました。海水が引いて、砂地が現れ広がっていく光景
が何となく不思議な感覚を覚えました。
のんびり出来る所なので、機会があればもう一度行きたいなと
思います。


