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第 34回 丸藤会研修会の報告

大坪

美湖

平成 28 年 5 月 2 2 日から 2 3 日にかけて、山形県へ丸藤会研修会に行きました。
総勢 4 1名の参加でした。
晴天で、気温も上がり 3 0℃近くありました。1 日目は、牛の搾乳体験、さくらん
ぼ狩りをしました。昼食はそば街道で有名な山形の板そば。長方形の木箱に盛られ

ご挨拶

た簡単には呑み込めない固く太い麺でお腹一杯になりました。順番に茹でるのに時
間がかかる為、座った席によっては 30 分程待たされた方達も・・・。

日頃は皆様方には格別な御引立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。

2 日目はゴルフ組と観光組に分かれ、観光組は最上川下り、山形城址・霞城公園へ。

皆様いかがお過ごしでしょうか？

最上川下りでは、山形弁訛りのユニークな船頭さんの面白い話と最上川舟唄（日本

今年に入って為替も株も大きく変化しております。円は 2 0 円、株の日経平均は

語バージョンと英語バージョン）を聞かせてもらい、楽しいひと時を過ごしました。

4,0 0 0 円乱高下しております。このような状況の下、消費税の値上げ延長が発表

芭蕉の句で有名な最上川ですが、「おしん」の撮影現場にもなったそうです。

されました。まだまだ個人消費は落ち込んでいるようです。

日差しが強かった為、ゴルフ組の中には真っ赤に日焼けされている方がいらっしゃ

5 月は弊社の決算でしたが、皆様のお蔭で目標を達成する事が出来ま

いました。今回参加していただいた協力会社の皆様、暑い中大変お疲れ様でした。

した。また、来期もまとまった工事を受注しており、売上増加が見
込まれます。これもひとえに皆様方のお蔭でございます。

最近こんな事がありました

今まで以上に社員一同、皆様方のご希望に応え、更に信頼される
丸藤作りを目指していきたいと思います。
今後共宜しくお願い致します。

企画部部長

工事部次長

工事部主任

最近ゴルフに熱中しており、夢の
８０台も出始めて、更にゴルフが
楽しくなっております。

最近電車に乗ることがあり、いつも
のように駅の階段は 2 段毎に上る
つもりでしたが、3 段目で足を踏み
外し危うく転倒しかけました。体力
が落ちているのを実感させられ、
ショックでした。

毎週日曜日は地域の少年野球に
行っています。4 月から 1、2 年
生の担当になりました。たまに弟
達の幼稚園児達も混じり、野球の
コーチというより、まるで園長先
生の気分です。

自転車好きの私は、「輪行」（自転車
を専用バッグに入れて電車やバスで
旅行する事）をしようと、オールア
ルミ製の折りたたみ自転車を 1 か月
前に購入したのですが・・まだどこ
にも行けてません。

工事部主任

工事部工事課

工事部工事課

工事部工事課

少し前ですが、お花見 2 か所ほど
行ってまいりました。京都と岐阜で
す。京都は電車で、岐阜はバスで行
きました。公共の乗り物もいいもん
ですね。少しはまりそうです。

ふと本籍地をネットで調べて見たら、
伊賀３大忍者の百地丹波の里で、私
の同性も古くからある家系でびっく
り！先祖が忍者かも？？ 高く飛べ
ないし、水の上も歩けないので多分
違うと思いますが（笑）もっと詳し
く調べて見ようと思います。

孫達が遊びに来た時のこと。生後 6
か月の孫娘が泣き止まず、誰があや
してもダメだったのですが、6 才に
なるお兄ちゃんが行くと、ぴたっと
泣き止み、笑いました。とても不思
議でした。

今年中学生になった娘が、運動という
ことは今までしなかったのに、入学し
てから急にバドミントンがしたいと言
い出し、クラブに入部して頑張ってい
ます。

藤野

専務取締役 藤野 茂生

三浦

大阪トヨタ自動車株式会社様

池田店新築工事

専務取締役

地鎮祭

武内

信也

茂生

年也

国 道 1 71号線沿いの池田市荘園に、今回大阪トヨタ自動車池田
店の新築工事をさせていただくことになりました。
敷地面積は 1129. 96 ㎡あり、建物面積は1 296. 52 ㎡の鉄骨造の
2 階建の建物で、屋上は駐車スペースとなっています。
4月2 8日に地鎮祭を執り行いました。前日から雨が降りましたが、
当日式の始まりには雨も小降りになり何とか天候も持ち直し、
「雨降って地固まる」のことわざ通りになりました。今まで幾度
となく地鎮祭を経験してきましたが、神主さんが入って来られる
度に緊張し、気が引き締まります。
5 月 25 日より工事を開始し、10 月末に竣工の予定です。無事故・
無災害で、安全第一で工事を進めていきたいです。

工事部工事課

津田

徹

山本

隅田

康博

哲司

工事部工事課

林

賢太郎

武内

岡﨑

信也

洋己

工事部工事課

松本

伸太郎

最近、宝塚にあるサーキット場の
ゴーカートに行く様になりました。
速度は 60 ㎞ /ｈと速くはないの
ですが、体感速度は 120 ㎞ /ｈ。
乗っていると恐怖感が有り、熱く
なります。次の日は筋肉痛とムチ
打ち状態になりますが・・
誰か行きませんか？

最近、会社の健康診断に行き、胃の
検査でバリウムを７回も飲まされて
とても辛くて苦しい経験を味わいま
した。

最近、体重が71キロから 68 キロ
に減りました。ビールを控えている
成果だと思います。
65 キロまで頑張ります。

工事部工務課リーダー

工事部工務課

経理担当

この５月１３日、娘に子供が生ま
れました。男の子です。初孫とな
るとやっぱり可愛いですね。

最近、長男が自転車にハマっていて、
何処へ行くにも「自転車？」と聞き
ます。まだ、５メートルしか乗れな
いのに…。誤魔化し、なだめるのが
大変です。

この間、豊中の駅前にある「謙信」
というラーメン屋さんに行きました。
スープがあっさりで、チャーハン
も凄く美味しかったです。近くに
来られたら是非お立ち寄り下さい。

田村

浩昭

岸本

清治

岩井

美代子

今村

川端

憲一

智浩

工事部工事課

松藤

剛嗣

やっと会社にも慣れましたが、社内
ルール・書類関係等、まだわからな
い所があるのが現状です。私生活で
は暗いことばかりが続いたので、気
持ちだけは明るく元気で行きたいと
思っていますので、今後共、皆様ご
指導宜しくお願いします。
業務担当

大坪

美湖

TV で毎週見ていた韓国ドラマ「イ・
サン」。ようやく 77 話の最終回を迎
え感無量・・のはずが、73 話辺りか
ら話をはしょり出し、主人公の息子
が数分で死に、ヒロインである側室
が死に、悪党を一気にやっつけてし
まいました。あっけなかったです。

協力会社紹介

株式会社キンキ 様

バーベキュー大会

弊社は、建設機械レンタル、販売、修理などのサービスに加え仮設トイレ、足場工事、組立ハウ

林

賢太郎

４月1 日に万博記念公園のバーベキュー場で、お花見＆バーベキューをしました。

スなどにより建築、土木業者様を総合的にサポートさせていただいております。
地元のお客様との信頼関係を大切にしながらコツコツと仕事を続けて、今や創業 43 年目を迎える

桜はほぼ満開でしたが、池のすぐ近くなので夜はとても寒かったです。

ことが出来ました。建設機械以外でも、夏の熱中症対策のミストや、サッカーコートの半面分の蚊

炭火を囲んで美味しいお肉に、美味しいお酒を飲み、と

をおびき寄せて捕まえる、デング熱やマラリア対策の屋外用集蚊機（スーパー蚊取りくん）などの

ても楽しいバーベキュー大会になりました。周りに他の

設置、販売も手掛けております。

お客さんもいっぱいいて、どのテーブルもとても盛り上

これからも人が育つ会社、楽しくやりがいのある仕事が出来る会社になるように日々邁進してま
いります。皆様これからも宜しくお願いします。

スーパー蚊取りくん

専務取締役 溝口 豪

がっていました。
来年もバーベキューが出来るように、仕事を頑張ってい
きますので、これからも宜しくお願いします。

建築豆知識

主な工事状況
東急不動産株式会社
あべのキューズモール 原状回復工事

津田

イオン大和郡山店
仮囲い工事約50件

徹

三浦

年也

竹中工務店の管理の中、条件悪くルールも厳しかったの
ですが、工程通りに無事完了しました。協力会社の皆様、
ご協力有難うございました。これからも安全第一で仕事に
励みます。

今のところ、原状回復工事 5件を施工中で、9 月15日辺
りまでの予定で行っております。
5 月8日に仮囲い23 件一度に施工したのが、かなり印象
深いです。

イオン京都西店
食品ゾーンのピット工事

ネッツトヨタニューリー北大阪株式会社
豊中少路店新築工事（1期工事竣工） 隅田 哲司

三浦

年也

4 月 26 日無事に、1 期工事（メインとなる店舗）を竣工・御
引渡しを致しました。工期が無く、鉄骨建方開始から僅か 3 週間
で外部足場を撤去し、その 2 週間後には建物もほぼ完成致しまし
た。完成間近になると、お店の方々が仕上がっていく様子を気に
されて見に来られる様になり、少しずつお話をする機会も増えて
コミュニケーションも取れる様になってきたように思います。
2 期工事は既存整備工場の改修もあり難しい作業も多いので、お
店にご迷惑をかけない様、気を引き締めて頑張ってまいります。

壁面工事、床工事、天井塗装、作業場新設及び 2 か所改
装。住余ゾーンの壁面工事、床工事、天井塗装、全売り場
の仮囲い工事を 3 月1日より4 月 29 日まで行いました。
各関係会社の皆様には大変お世話になり、無事工事が完了
しました。有難うございました。

棟梁と大統領

丸 藤 広 場
最悪のスコア
三浦

年也

来の最悪スコアが出てしまいました。

津田

徹

前向きの発想

少し練習やラウンドをさぼっていたとこ
ろ、びっくりするくらいチョロやざっくり、

飛騨高山に
行って来ました
岩井

美代子

ＧＷに友達と飛騨高山へ旅行に行きました。以前
から一度見たかった有名な「高山祭屋臺 からくり競
演」を見ました。屋台は京都の鉾を少し小さくした
感じで、すごく立派でした。そのあと白川郷に行き

トップ、シャンク、全部出ました。やっぱ

ましたが、冬の時とは全く違った感じでとても癒さ

り日頃の積み重ねですね。暇を見つけて、

れました。

この行きつけの練習場へ行って頑張りま
す。

① 人のせいにしない

② 自分の役割を限定しない

③ 新しいことに挑戦する

④ 難しいことに挑戦する

娘の卒業式

⑤ できない言い訳をしない

⑥ できる方法を考える

川端

上記はほんの一部ですが、毎週朝礼の時に皆で読み上げ、意識付けする様にしています。またモチベー
ションの向上としても効果的です。皆さんの会社ではどんな事をしていますか？
ただ読むだけになりがちですが、意味を理解して実行するのが大事ですね。
私自身は、「できる方法を考える」を常に意識して前向きに仕事に取り組むようにしています。

哲司

１８５３年、フィルモア大統領の親書を携えたペリー来航の際、幕府の役人
たちは大統領の「President」をどう訳すかで頭を抱えたそうです。町人の出の
大統領に「国王」はまずいのではないか？当時の日本は鎖国で士農工商の階級制。
「選挙で選ばれた者」という発想そのものがありません。
役人達は考えに考えたのち、町人の中で一番偉い「棟梁」と言うことにしまし
たが、逆に他国のトップに対して「大工のかしら」とそのまま呼ぶわけにもい
かず、「棟梁」を「統領」に置き換えたそうです。
「大統領」の語源になる程、当時の棟梁には、全てを納めることが出来る技量の
ある者のみに与えられていた尊敬される地位であったことが伺えます。

先日ゴルフに行きましが、デビュー戦以

丸藤建設の取り組み

隅田

智浩

この三月に長女が小学校を卒業しまし
た。入学してから６年の月日が経過して、
大きくなったなあと思い、感動して泣いて
しまいました。

