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車両紹介 10 0台達成
去る 7 月 1 5 日、協栄会（大阪トヨタ自動車㈱様と取引業者との会）の総会が、帝国ホテル大阪にて開かれました。
協栄会は平成 1 6 年に設立され、今年で 1 2 年目を迎えました。そして平成 2 1 年 1 月より車両紹介制度が始まり、
半年毎に社長様より紹介台数の表彰があります。
弊社は数ある協力業者様の中で、初めて紹介台数 10 0 台を表彰されま
した。弊社藤野社長は、

ご挨拶

「5 0 数年に渡りお取引させて頂き、少しでもお役に立つ事が出来まして

平素は格別な御引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

大変喜ばしく思っております。こうして達成出来ました事は、ひとえに

日本の裏側ブラジルのリオデジャネイロでオリンピックが 8 月5 日に開幕

お客様並びに協力会社の皆様のお蔭です。有難うございました。」

し、22日に閉幕しました。日本勢は金メダル12 個、銀メダル 8 個、銅メダ

と謝辞を述べました。今後は更に 1 5 0 台、2 0 0 台を目指し、車両紹介に

ル21個と、史上最多の 41個 のメダルを獲得、パラリンピックの方では残念

力を入れる意欲を見せております。

ながら金メダルは取れなかったものの、全部で 24 個のメダルを獲得致しま

皆様今後共、ご協力の程宜しくお願い致します。

写真左：大阪トヨタ自動車
（株）小原社長
写真右：弊社 藤野社長

した。日本人選手達が活躍する勇姿に、元気をもらった夏でした。
さて、今話題になっております豊洲市場問題。築地市場の老朽化に伴い新
豊洲市場への移転が決まり、建設費用などの総事業費は約 5,884億円の大規模な計画でしたが、地下水は化学物質

運動の秋

による土壌汚染が深刻で、一部盛り土がされていなかったり、狭くてマグロが切れない等々、問題は山積みです。
東京オリンピックの主要道路建設の計画の為に急がせたのも原因の一つだと言われております。同じ建設業に携わ
る者としては、やはりそこで生活する方の事を第一に考えて建設することが大事だと再認識させられました。東京
オリンピックの建設費用も大幅に膨らみそうですし、小池都知事の手腕が試される時ではないでしょうか。今後も
注目していきたいと思います。

専務取締役

企画部部長

工事部次長

工事部主任

スポーツの秋ですね。ゴルフの上達
目指して頑張ろうと思っていました
が、全く行けておりません。

スポーツはもっぱら見る方が多いで
すが、豪栄道の全勝優勝に久しぶり
に感動しました。日々の努力があれ
ばこそだと再認識させられました。
涼しくなってきたのでウォーキング
に力を入れようと思っています。

会社まで自転車通勤しております。
近所ですが・・・
あと、オリンピックをみてバドミ
ントンを一回、この夏しました・・・

運動？今は特に何もしていませんが、
モノレール通勤なので、行き帰りに
一駅手前で降り、ひたすら歩くよう
にしております。
でも、痩せません（笑）。

工事部主任

工事部工事課

工事部工事課

工事部工事課

自転車を春に買ってから何回か、猪
名川沿いのサイクルコースを走りま
した。ゴルフの方は打ちっ放しにも
行けていませんが・・。
今の現場、イオン広島府中店が広く
て毎日ウォーキング並みに歩き回っ
ています。

今、取り組んでいる現場はとても広
く、図面・資料一式をリュックに詰
めて、1 階から 5 階まで階段で、
東西南北ひたすら歩いている為、結
構な運動量になっています。毎日登
山をしている様な気分です。

運動は全くと言っていいほどしてい
ませんが、現場内での移動で 1 日
約 1 万 5千歩近く歩いている位です
ね。あと、娘が中学の部活でバドミ
ントンをしており、休みの日にたま
に一緒にしています。

老若男女 10人程の仲間と、月に 2
回位日曜日に集まってテニスをし
ています。夏は暑くて結構しんど
かったんですが、涼しくなったの
でこれからの季節は楽しめそうで
す。

工事部工事課

工事部工務課リーダー

2 年程前からゴルフを始めて、
シーズン中は月に 1・2 回のペー
スで行っていました。入社してか
らは行けてないですが、スコアは
置いといて今後も続けていきたい
と思います。

私には持病が有り、毎日夕食後に約
１時間程のウォーキングをしていま
す。
出来るだけこれからも続けていきた
いと思っております。

藤野

茂生

当社は現在、新築工事また活性化工事等の施工を手掛けており、年末までずっと忙しい日々が続きそうです。
お客様により満足していただけるよう、社員一同気を引き締めて頑張っていく所存ですので、今後共宜しくお願い
致します。

三浦

専務取締役

現場報告 大阪トヨタ自動車（株）池田店 新築工事
丸藤通信前号で地鎮祭のご報告をしてから早５ヶ月、工事が着工して

藤野 茂生

年也

工事部工事課

武内

信也

林

賢太郎

秋になり涼しくなってきたので、夜
にウォーキングをしています。
少しでも体重が落ちるように頑張っ
ていきます。

山本

隅田

康博

武内

哲司

川端

工事部工事課

松本

伸太郎

二宮

会社まで自転車で通勤しています。
約 4ｋｍの距離ですが、少し遠回り
して自転車に乗る時間を増やしてい
ます。少し減量出来ました。

から 4 ヵ月が経ちました。
検査場棟・整備工場棟・ショールーム棟・屋外と4 つの区分けで、現在鉄骨
建て方から外壁取付及びサッシ工事と進んでいっております。ショールーム
は、白とシルバーを基調にしたスタイリッシュなデザインとなっています。
1 日平均 4 0 人位で作業を行っておりますが、梅雨、猛暑、最近では台風、
と気候が激しく苦労しています。オープンに向けて何とか工期内で納まる
ように、協力会社の皆さんと共に頑張りたいと思います。

工事部工務課

岸本

清治

運動・・・子供が生まれて少し大きくなった頃
から子供を振り回す？事位でしょうか。
小さな時は軽くて楽だったのですが、大きくな
り人数も増えると大変です。上の子 3 人はもう
しませんが、下の子 3 人はまだ現役です。

津田

智浩

隆幸

経理担当

岩井

今村

信也

美代子

私は、
ゴルフのレッスンに毎月 4 日通い、月に１
回はラウンドに出ていますが、アプローチとパ
ターが頭の中と体が上手く合わず、スコアアッ
プに苦戦しています。
「継続は力なり」と言いますので、ずっとゴルフ
は続けたいと思います。

田村

憲一

徹

浩昭

業務担当

大坪

美湖

特に運動はしていませんが、8 月に動物愛護団体
から子犬を引き取り飼い始めたので、毎日朝晩
30 分ずつ位散歩しています。
散歩コースの草花を眺めつつ愛犬と楽しく歩いて
います。

協力会社紹介

交南設備株式会社 様

主な工事状況

平素は丸藤建設様、丸藤ＧＰ会の皆様方に大変お世話になっております。
設備工事・土木工事を専門とする経歴 57 年の会社です。

大阪トヨタ大東店
耐震改修工事

丸藤建設株式会社様とは、約 5 年のお付き合いをさせて頂いております。
主に改修工事でお世話になっておりますが、改修工事は固定概念にとらわれず、多角的に考えな
ければ、お客様に喜んで頂けない仕事だと認識しております。

今村

憲一

６月末より 9 月中旬にかけて、外環状線沿いにある「大阪トヨタ

イオンモール神戸北店
活性化工事

三浦

年也

神戸三田アウトレットの横にあるイオンモール神戸北店

今後も丸藤建設様や、協力業者の皆様と共に歩めるよう、日々勉強し、信用ある確実な仕事が出

大東店 耐震改修工事」を担当させていただきました。日中はショー

で、物販の店舗を飲食店舖に変える工事を行いました。

来るよう努めてまいります。

ルーム・整備工場共に営業されているので、連日閉店後から翌朝ま

売場面積17,847 ㎡、防災設備工事・電気設備工事・空

これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

での工事を約２か月半の工程で順次進めさせていただきました。

調設備工事・給排水設備工事等・設備工事全般を改修して

やや複雑な工事内容でしたが、皆様のご協力により無事完工する事

います。

交南設備株式会社 山部 耕次

ができました。有難うございました。

イオンりんくう泉南店
活性化工事

丸藤建設の取り組み

松本

伸太郎

松本

伸太郎

② 明るく挨拶をする。

③ 親切に電話対応をする。

④ 上司を助け、部下に教える。

⑤ 他の部署と協力する。

⑥ 良くないことは見て見ぬふりをせず注意する。

隅田

哲司

現在までの進捗として、138 件 中、7 件の仮 囲い工事を

３階の新築増床棟の内装工事をほぼ完成させ、現在は２階の

させていただきました。6,500 ㎡を超える大商業施設で、

既存店舗の改修の半分が過ぎたところです。３階工事は日中作業 、

来年春先までの長期工事になります。今月は約 7 件予定して

１・２階は夜間工事となる為、只今昼夜連続での作業となっており

います。

ます。売場面積が19,271㎡、規模も大きく注目を集めている

コミュニケーション力を高めよう
① 報告・連絡・相談をする。

イオン広島府中店
活性化工事

現場の為、緊張感のある毎日を送っています。

恒例のビアガーデン

岩井

美代子

8 月 3 日 ( 水 )、恒例のビアガーデンがやって来ました。
今回は梅田阪急トップビアガーデンに行く予定にしていましたが、あいに

自分で考え行動する事も必要だと思いますが、報告・連絡・相談を徹底する事により、更に良い発想・行動に繋がると思います。
上記の項目の中では、「明るく挨拶をする」と言う事を私は常に行っています。
大きな声で挨拶する事により、周りのモチベーションもアップ出来ると思いますし、自分自身の元気にも繋がると思っています。

くの雨に見舞われてしまい、急きょ社長の手配で場所を変え、ギャザ阪急
3 階の｢権之介｣で飲み会を行いました。
お店の雰囲気が良く、お料理も季節の｢はも｣ のあれこれ等、とても美味
しく頂きました。毎年雨だったら良いのになぁっと思いました。

助け合いながら仕事に取り組んで行きたいです。

丸 藤 広 場
ネッツトヨタニューリー北大阪（株）豊中少路店 竣工

隅田

哲司

尼のたい焼き

大坪

美湖

国道 2 号線に近い尼崎の三和本通り商店街の中の、
「小椋商店」というたい焼き屋。一丁焼きと言われる一

年始より工事が始まり、既存店舗を営業しながらの新築１期工事、既存店舗の解
体・建替、整備工場棟の改修工事を含んだ２期工事とあり、それぞれの工期が短過
ぎる為、かなりタイトな工程の中、間に合うか心配でしたが、お店の方々のご協力、
協力業者の方々の努力により、7月29 日無事にお引渡しをすることが出来ました。
この場をお借りして皆様方に厚く御礼申し上げます。
私自身技術的に学ぶ事が多かったのですが、それ以上に、営業しながらの工事によ
る気遣い・配慮など責任者としての取るべき姿勢などを非常に多く学ぶ事が出来ま
した。
ネッツトヨタ豊中少路店様におかれましては、同じ地元としてこれからも末永くお
付合いを宜しくお願い致します。

匹ずつ焼くうす皮のパリッとしたたい焼きで、中は少
し塩味の効いたあんこがしっぽまで入っています。
尼崎で育った私にとっては小さい頃から慣れ親しんだ
味で、よそのたい焼きは

天保山にレアポケモン探し
最近、ブームなポケモンＧＯ。昼の１５時から、
友達とレアポケモン探しに天保山に行きました。
夜２１時までひたすら歩いて、あきらめて帰ろう
かとした時に、最後にレアポケモンのラプラスを
見つけてゲットしました。
友達と６時間歩いて良かったなと喜び、帰りに焼
肉を食べて帰りました。

甘過ぎると感じる為ほと
んど食べません。ここの
たい焼きなら 5、6 個ペ
ロリと食べてしまいます。
今は高齢になったお店の
おっちゃん、おばちゃん
との会話も楽しく、長生
きして欲しいなあといつ
も思っています。

奈良県の橋を渡りに
休みの日に、家族で十津川村の谷瀬の
橋を渡りに行ってきました。
高く、長く、揺れて、大人は怖く感じる
のですが、子供達は無邪気に下を覗いた
り、走り回っていました。子供達には恐
怖心は無いのかなと感じる一日でした。

津田

徹

林

賢太郎

