丸藤通信

第 7 回丸藤GP会 開催される

丸藤建設株式会社
〒560-0054
豊中市桜の町 5 丁目 1 番 1 号
TEL 06 (6854) 7601
FAX 06 (6854) 7617
URL http://www.marufuji-k.co.jp/
E-mail marufuji@joy.ocn.ne.jp

新春号 Vol.25

フリーダイヤル 0120-757-024
発行 平成 29 年 1 月

年頭挨拶
謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
皆様方におかれましては、新たなる決意をもって新年をお迎えになられたことと御慶び申し上げます。
昨年は政治・経済・地震・火事・不倫騒動など、色んな事が起こりました。そんな中、我々に一番勇気と
感動を与えてくれたのは、リオオリンピック、パラリンピックではないでしょうか。2 0 2 0 年の東京オリンピッ
クに今から期待が膨らみます。
今年は酉年です。酉年は商売に縁起の良い干支だそうですが、変革の起きる年でもあるそうです。貿易協定
を破棄しＷＴＯから脱退するという公約を掲げていたトランプ米大統領が 1 月 2 0 日に就任し、米経済の激変
が予想されております。イギリスのＥＵ脱退は目前ですし、日韓関係の悪化も懸念されておりますが、中国
経済や新興国経済は昨年後半より改善しつつあり、変革への不安と期待が入り混じる
新年のスタートとなりました。
さて、昨年の下半期から多くの発注を頂き、今期の売上げにおきましては目標を達
成出来る見込みです。これもひとえに得意先の皆様方、並びに協力会社様、そして社
員の努力の御蔭だと深く感謝致しております。
私の今年のテーマは、「勝って兜の緒を締めよ」です。売上げの増加に有頂天になら
ずにしっかりと地に足を付け、得意先の皆様に喜んでいただけるよう、我が社の経営
理念である「敬客愛品（お客様を敬い、手掛けた商品に愛情を注ぐ）」の精神に立ち返り、
邁進していく所存です。
本年も皆様方のお力添えを賜りたく御願い申し上げますと共に、今年一年皆様方にと
りまして良き年となりますよう、御健康と御多幸を祈念致しまして年頭の御挨拶とさ
せていただきます。

代表取締役

藤野 茂安

大阪トヨタ自動車株式会社様 池田店竣工

武内

信也

大阪トヨタ自動車㈱池田店新築工事の竣工引き渡しが 11 月 15 日に無事終わりました。
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経理・業務部よりの報告
事故・クレーム報告
グループワーク
安全表彰

私の決意
工事部次長

工事部主任

弊社の経営理念は「敬客愛品の心を
以って、信頼される丸藤作りを目指
す」です。
再度、皆様から信頼される様に社員
を引っ張っていきます。

あけましておめでとうございます。
今年は酉年です。バタバタせずに社
員のみんなが大きく羽ばたけるよう
に、安全管理、品質の確保を目指し
た指導を徹底します。

明けましておめでとうございます。
今年は工事部の個人のスキル UP・
部のレベル UP の目標を前提とす
るために、その一歩前の組織の土
台作りに力を入れたいと思います。
逆三角形（頭でっかち）にならな
いように頑張ります。

新年おめでとうございます。
世の中や、身の回りに何が起ころう
とも自分の人生です。
自身が考え、選択し、決まればひた
すらに進むだけです。
今年も大目標に向かって頑張ります。

工事部主任

工事部工事課

工事部工事課

工事部工事課

明けましておめでとうございます。
今年も１年よろしくお願いします。
私の今年の決意は現場における基本
ルールの徹底を第一に行っていきた
いと思います。
基本的なことが守れないとすべての
ことが守れないと思います。
やかましく言うかもしれませんが
よろしくお願いします。

昨年は上半期・下半期共大型現場の
管理だった為、まだ知らない業者の
方も多いので今年はもっと沢山の業
者の方と仕事をし、いろいろなこと
を学びたいと思います。
また、工事の始まりと終わりを今ま
で以上に注視し、スムーズに現場が
進む様努力したいと思います。

明けましておめでとうございます。
決意は今まで自分に甘えていたとこ
ろがあり、資格、スキルアップをし
ていなかったともいます。
自分のレベルアップをしていきたい
と思います。

明けましておめでとうございます。
決意は社員心得にある「建設業も
サービス業」( 明るく・親切・丁寧に )
をもっとう邁進していきたいと思
いますので、今年も宜しくお願い
します。

工事部工事課

工事部工事課

明けましておめでとうございます。
私は、入社して５か月程で、まだ
まだ分からないことだらけですが、
今年は勉強して色々な資格を取っ
て、少しでも先輩方の役に立てる
様に、頑張っていきますので、宜
しくお願い致します。

あけましておめでとうございます
1月に入社しました、中塚と申しま
す。どうぞよろしくお願い致します。
本年度、私の決意といたしましては、
徳のある人間に成長する為の行動を
心掛けます。

三浦

茂生

年也

工事部工事課

林

賢太郎

山本

隅田

康博

夜影

ショールーム

武内

哲司

川端

工事部工事課

松本

伸太郎

二宮

明けましておめでとうございます。
今年の決意としまして、多数の資格
を取得する事です。
自身のレベルアップを目指し、勉強
をする一年にしたいと思います。

浩昭

今村

信也

津田

智浩

隆幸

中塚

憲一

徹

義之

工事部工務課

経理担当

あけましておめでとうございます。
今年は現場に関わるすべての人が笑顔で居られ
るように頑張りたいと思います。
苦笑いではなく、喜びの笑顔を目指します。

今期は売上が伸びている為、昨年仕事に余裕が
無くバタバタしていましたので、気持ちにゆと
りを持ち、手際の良い仕事をし他の社員の手助
けをしていきたいと思います。

岸本

清治

岩井

美代子

業務担当

業務担当
村松 正美

この度新しく入社いたしました川崎です。業務を担当します。
早く仕事を覚え皆様のお役に立てるよう頑張ります。
どうぞよろしくお願い致します。

1 月 21 日より入社しました、村松と申します。
まだまだ未熟者ですが、一日でも早く皆様のお役にたてればと思います。
何卒、よろしくお願い致します。

川崎

皆様、一度足を運んでいただけたら幸いです。

参加者の皆さん

企画部部長

藤野

私も今年で５８歳になり体力の衰えを感じるよ
うになってきました。
ですので規則正しい生活を心がけ、健康に気を
付けたいと思います。

来店しやすい店舗になりました。

表彰式

専務取締役

工事部工務課リーダー

くと思います。

グループワーク

楽しく和やかな会もあっという間に終わりましたが、協力会社の皆様と共に社員一同、今年一年がさらに
発展出来るような第７回丸藤 G P 会になりました。

田村

しております。夜はきれいな感じで、目につ

丸藤現場の基本ルールの説明
安全ビデオ鑑賞
評価表についての説明
安全宣言

休憩を挟んで第二部「新年互礼会・懇親会」が催され、当社社長より「昨年度は皆様の御協力があり、売
上目標達成の年でしたが、現状に満足することなく「勝って兜の緒を締める」一年にする。との決意をのべ
られました。和やかな歓談の中、アトラクションとして「R - 1グランプリ」に２度、準決勝まで進出したジャ
グラー TOSH I 様のジャグリングを披露して頂きました。
若干の失敗もありましたが（笑）中締めの挨拶で当社藤野専務より「失敗してもそのあとのフォローが大切」
と仕事にも通ずる言葉を頂けました。

乳白のポリ化壁を使い、上部から照明を照ら

有難うございました。
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今回は新規業者様１４社出席のもと、過去最大となる１１1 名にて盛大に行われました。
評価表を基に選出される安全表彰にはカノウスチール工業 ㈱様・門田鉄工 ㈱ 様の２社が選ばれました。
グループワークは、「十人十色ゲーム」を行い当社藤野社長の好みを予想し、答え合せの際には各グループ一
喜一憂されておりました。
同じ質問に対していかに他人の考え方が違うか・・・を認識され、今後の仕事・コミュニケーションにおい
て皆様に少しでも変化があらわれていただければと思います。

れました。店舗の方は、外壁の意匠で、今回

施主様・設計事務所様の協力・社内はもとより、協力業者のがんばり、追い込み工事以降は天候にも恵まれ、運も味方してく

哲司

1 月2 0 日
（金）帝国ホテル大阪に於いて第７回丸藤 GP 会が開催されました。
今回は協力会社 8 6 社 9 5 名の方が参加され、当社社員と合わせて総勢１１1 名の参加となりました。
第一部は「安全協力会」として、社員紹介・新規業者様のご紹介の後、次のように進行されました。

明けましておめでとうございます。
今年は、現場作業を今以上に、スピ
ディーにこなし、もっと業者さん達
と協力しあって工事を進ませ、お客
様に、気持ちのいい言葉が返ってく
るような仕事がしたいので、みなさ
ん、協力の方宜しくお願いします。

引き渡しと同時にオープンと、お施主様・並びに関係各位様にも非常にご心配をお掛けした現場でした。

隅田

裕子

協力会社紹介

カノウスチール工業株式会社

初出の風景

様

平素は丸藤建設社員の皆様、協力会の皆様に大変お世話になりありがとうございます。

弊社は住宅基礎（木造・RC 造・開発工事の擁壁工事）の鉄筋加工組立工事を関西中心に日々奮闘している会社です。
丸藤建設様とは長いお付き合いで 2 0 年近くになります。毎度ご注文を頂き、有難うございます。
現場での安全作業の基本である５S（整理・整頓・清潔・清掃・躾）の徹底を職方に実施させ、明るい職場作りを日々目指し
ています。
これからも初心を忘れずに、受注した仕事は責任を持って完成させ、喜んで頂ける仕事を目指していきます。

三浦

叶

清光

これも例年通り、会社近くの「七味」で新年会です。
ボウリング大会の結果に盛り上がりました。
今年は一人インフルエンザで欠席があり残念でしたが、
今年１年の活躍を胸にスタートが切れたと思います。

建築豆知識

②結果報告を後回しにする
④徒党を組んで失敗を隠す
⑥日報に書けば完了と思っている
⑧好き嫌いで連絡するか決める
⑩相談せずに自分勝手に決める

春日神社絵馬

＊正しい報連相を実行しよう＊
自分にマイナスな事は、隠したり、話さなかったりすると思います。全てを明確に報告し、修正する事は自
身のスキルアップにも繋がると思います。小さな問題も大きくなり、廻りにも多大な被害となります。報連相
する事により、廻りからの信頼も得られると思っています。大小関係なく、些細な事でも相談するよう心がけ
ましょう。

イオンモール姫路大津

三国のアルゴボウルで行いました。和気あいあいとゲームができました。
成績のほうは皆それぞれ満足でき楽しめたと思います。

年也

報連相できないのは仕事ができないのと同じ
① そもそも報告がない
③事実を正しく報告しない
⑤直属の上司への配慮がない
⑦『得』がないと連絡しない
⑨分からない者同士で相談する

毎年恒例のボールング大会

新年会

これからも宜しくお願いします。

丸藤建設の取り組み

智浩

1 月 5 日 ( 月 ) は、弊社初出の日です。
社長の年頭の挨拶から始まり、社員宣誓・乾杯をして春日神社に安全と繁栄を祈願致
しました。

又今回丸藤通信に会社紹介を記載して頂きありがとうございます。

カノウスチール工業株式会社

川端

フードコートテラス公園化計画工事

三浦

年也

超高層のあけぼの

今村

憲一

かつて私が可愛い可愛い学生の頃（笑）。建築科の先生が学生全員を映画に連れて行ってく
れました。
でも、ゴジラや００７でもなく「超高層のあけぼの」というタイトルでした。今でこそ超高
層ビルはあたりまえになりましたが、当時の日本の法規では高さ３１ｍまでの制限があり、９階
建程度のビルが主流でした。
でも、1 9 6 1 年の法改正により、日本初の３６階建ての「霞が関ビル」が誕生したのです。
それまでの剛で支える耐震から、「柳に風のごとく」柔で受け流す工法へと変化し、やがて近
年では「耐震から免震へ」と日本の建築も進歩を続けているようです。

丸 藤 広 場
トンデモない物

箱根旅行
二宮

隆幸

去年の１２月に、両親と姉家族の合計８人で箱

岸本

清治

仕事の都合上、色々な所に行くことが多く現場の近くで僕好み（安

根に行ってきました。天候にも恵まれ、人生で
初めて間近で富士山を見ることが出来ました。

くて、量の多い）の食事を探すのですが、たまにトンデモない物に当

両親も凄く喜んでくれ、また一緒に旅行に行こ

たります。

うと思います。

最近で言うと東大阪の某食堂です。（あえて店名は伏せますが、気にな

９月末日より工事が始まりました。当初は、工期が短くタイトな工程の中、間に合うか心配でしたが、御店の方々、センター
の方々の御協力、また、各協力会社の方々の努力により、施主様の希望日に無事、御引渡することが出来、大変良かったです。

る方はお会いした時にお聞き下さい。）チキンカツ定食のトリプル（３
枚のはずなのですが、数えると４枚分ありました。）です。
税込 749 円でご飯とお味噌汁はお代わり自由です。

この場をお借りして皆様に厚く御礼申し上げます。出来栄えの方も皆様の御かげで満足いく作品が出来ました。

ソースは 4 種類ある中から２種類が選べます。

今後は子供達が楽しく遊んで頂き、何度でも来て頂いたら幸いに思います。

クまで置いてありました。

お店側も食べ切れない前提で作っているみたいで、持ち帰り用のパッ
出てくるまではワクワクしながら待っていたのですが、その瞬間「やっ

有難う御座いました。

てもうた！」と思いました。食事中に周りを見ると、おかずを、１/3

工事概要
デッキ工事 180 ㎡ ・ 人工芝 160 ㎡ ・
ゴムチップ 50 ㎡・テーブル 10 台・植木鉢
改修前

改修後

田舎の古民家 手打ちそば「いし田」
岩井

美代子

亀岡市に田舎の古民家で、お父ちゃんとお母ちゃんの2人で営んでいる、
お蕎麦屋さんを紹介致します。
田園風景の中に、ポツンと一軒の古民家。故郷に帰った様な、とても穏やか
な気持ちに成ります。お父ちゃんが蕎麦を打ち、お母ちゃんが料理を振る舞っ
てくれます。季節の鮎などは、お父ちゃんが気まぐれに釣りに行くので有る

ほどしか食べずに、持ち帰れない

時と無いときがあります。

ご飯とお味噌汁を何度もお代わり

定休日も火・水・木曜日で日曜日も休む

していました。

時が有る為、前もって予約をして行く方

意地で食べきりましたが、持ち帰

が無難だと思います。

れば良かったと後悔した事は内緒

とてものんびりしているので、一度行っ

です。

て見て下さい。お勧めは天ざる定食です。

