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イオンスタイル新茨木活性化工事 竣工

三浦

年也

今回の活性化工事ですが、1F・2F・3Fの内装工事全般に加え外構工事が重なり、弊社としても 5 人態勢・常駐のもと施工してまいりました。
商業施設面積 12,000 ㎡で現イオングループ社長である、岡田社長が初代店長をつとめたお店でもあります。
1F はピット工事から柱壁の表層貼り・床のデザイン貼り・天井の塗装・クッキングステーション・カットフルーツ・パン工場・リワード系の
ピザ作業場を新設する盛りだくさんの内容でした。
2F は床のデザイン張替に始まり、調剤室の新設・柱壁のクロス貼り・天井にもクロスを貼り塗装をしてこれまた盛りだくさん！
3F も柱と壁面のクロス貼り・塗装工事・床のデザイン貼り・屋上風除室の床貼り替え・壁の塗装と本当に何から何までやらしていただきました。
吹き抜けの施工では、5 色の塗り分けを使用し雰囲気良く仕上がったと感じます。また、外部も 5 色の塗り分けで雰囲気が大きく変わりました。

ご挨拶

6 月3 日にOPENセレモニーがあり、茨木市長をはじめ来賓の方々が多数ご来店くださり、メディアもきていてテレビ紹介もされていました。
当日、昼ご飯を弊社重松と食べていると、今まさに自分たちがいる AEON がテレビに出ていてびっくりしました！

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。いかがお過ごしでしょうか？

映って はなかったですが （泣）
この工事にかかわっていただいたイオンリテールの皆様及びイオンディライトの皆様に助けられながら、無事に活性化工事を竣工させていた

日本経済は緩やかに回復しているそうです。
輸出の回復が成長率を押し上げたほか、個人消費も昨年末の低迷から持ち
直しています。

だきとても感謝しております。
お近くにお越しの際はぜひ一度お立ち寄り下
さいませ。

5 月は弊社の決算でしたが、今年度も皆様のお蔭で目標を達成する事が

ありがとうございました。

出来ました。これもひとえに皆様方のお蔭でございます。
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。

夏を乗り切ろう
専務取締役

藤野

専務取締役

藤野 茂

第 35 回丸藤研修会のご報告
村松

正美

茂

以前は夏が大好きでしたが、
一昨年の夏にゴルフで熱中症になっ
てから、夏バテ気味になりやすい体
になりました。
この夏は、食べ力と睡眠を良くとり、
乗り切りたいと思います。
工事部主任

今村

憲一

企画部部長

工事部次長

夏といえば、かき氷、スイカ、ソー
メン、鰻のかば焼き、
夏といえば、炎天下、熱中症、熱射病、
夏といえば、花火、ホタル、夕涼み、
うちわ、浴衣、
まずは鰻のかば焼きを食べて、体力
をつけよう。

夏を乗り切るにはスポーツ観戦
暑い夏？熱い夏？
最近は後者だと思います。水分補 （ワールドカップ予選サッカー・プ
ロ野球・高校野球・ゴルフ・バスケッ
給等ふつうのことはさておき こ
の熱さになれることだと思います。 ト・卓球他）で 熱 盛りプレーをビー
ルを飲みながらTVや現地で応援し
それか AEON の1 F の食品売り場
て、しっかり感動し、夏バテ防止に
の工事をさせてもらえばとっても
努めたいです。
涼しいですね。

山本

康博

工事部工事課

隅田

哲司

藤野社長からは、「来年もみなさんの協力の下、2 泊 3日で研修会にこられるようがんばりましょう」と

人生において過去に３回「熱中症」 夜勤の多い当社では、「いかに睡眠
で倒れた経験があります。一度目は の質を上げるか？」が重要な仕事の
子供の頃銭湯で、二度目は少年の頃 一つと感じております。と・・・かっ
クラブ活動で、三度目は大人になっ こよく言いましたが実際のところ
てから 夏場 の 自 転 車の乗り過ぎで 「いつでもどこでもすぐに寝る太太
した。喉が渇 いてか らでなく、早め しさが」自分にはもっと必要かと思
早めの水分補給が大事ですね。
います。

お言葉をいただき、協力会社の皆様とさらに一致団結できたと思います。

工事部工事課

6 月25 日
（日）〜 27（火）の3 日間で沖縄県へ研修旅行に行ってきました。
協力会社を含め総勢 56名が参加しました。
1 日目は全員で「沖縄ワールド」の見学をし、夜からは交流会を兼ねた宴会！

また、今年の研修会は10 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とても良かったです。
2 日目は観光組とゴルフ組に別れ、観光組はナゴパイナップルパークでお買い物をし、美ら海水族館へ！
体長 8.7ｍのジンベエザメは圧巻で、また世界で初の複数飼育に成功との事で 2 匹が雄大に泳ぐ姿は言
葉では表せないくらい素敵でした。
そして、オリオンハッピーパークに行き、オリオンビールのできる工程を見学しました。
沖縄ではビールといえば「オリオンビール！！」
品質管理が徹底されており、工場内もとてもきれいでした。ビールが缶詰される工程がとても速く（1
分間で 1,200 本（350ml ）！！）いかに炭酸が抜けない
ように気を付けているかわかりました。
改めて、素晴らしい飲み物だと実感しました。
ゴルフ組はかねひで喜瀬カントリークラブへ！お天気
もよく自然の中で快適にプレーができたようです。
今回の研修会は 2 泊 3 日という事で内容が多く、書き
きれないくらいとても充実した 3 日間でした。
来年も協力会社の皆様がたくさん参加していただける
様に社員一同頑張りたいと思います。
皆様お疲れ様でした！ 来年もよろしくお願い致します。

林

賢太郎

工事部工事課

松本

伸太郎

武内

信也

工事部係長

三浦

年也

工事部工事課

工事部工事課

夏と言えば暑いというのが定番です
が、乗り切るためにはいっぱい汗を
かき、水分補給をきちんと取りなが
ら、十分な睡眠を心掛けていきたい
と思います。

夏を乗りきるには、たくさん汗を
かき、たくさんビールを飲み、睡
眠時間をとる事だと思います。後
は時間が空いた時に海でリフレッ
シュをして今年の暑い夏を乗り切
りたいと思います。

工事部工事課

工事部工事課

夏を乗り切るには、体力を付ける
事と、ストレス解消が良いと思い
ます。休みの日には、暑くてもゴ
ルフに行き、綺麗な景色を見なが
ら身体を動かしてたっぷり汗をか
き、リフレッシュしたいと思いま
す。

猛暑を乗りきるには、睡眠が大切だ
と思います。
よく寝て、よく食べて熱中症になら
ないようにしたいです。
現場でも熱中症の人がでないように
心がけて夏を乗りきりたいです。

川端

二宮

智浩

隆幸

津田

橋本

徹

裕介

夏と言えばビールが一番ですね。遊
びにしろ、仕事にしろ全力で動いて、
締めのビールでガソリン補給をし夏
を乗り切ります。
まだまだ解らない事だらけですが、
精一杯頑張りますので、宜しくお願
いします。

夏をのりきる為には、たっぷり汗を
かき、ビールを飲むのが一番良いか
なぁと思いますが、ただ今ダイエッ
トをしいるので、ビールは控えてい
ます。ただ、夏バテしては困るので、
ビールは飲もうと思いました。
飲みすぎで身体を壊しそうですが頑
張ります。

工事部工務課リーダー

工事部工務課

経理担当

今年も大変暑くなりそうなので、睡
眠をよく取り、体調を整えて行こう
と思います。
現場では水分補給・適度な休憩を心
がけて行きたいと思っております。

夏バテ防止には、まず食べる事、次に寝る事、最後に体を慣らす事だと思
います。慣らす事に関しては、移動中の車ではエアコンをつけず、自然の
風に当たるよう毎年過ごしているので大丈夫だと思います。
寝る事も家に帰って座っていると勝手に寝ているのでこれも大丈夫です。
後、食べる事は…今少しセーブしていますが、周りの人の反応はご想像に
おまかせします。

今年の夏も例年通り猛暑になる予
報。熱中症対策として体力づくりを
意識します。
おいしい物を食べて、ゴルフをして
睡眠をしっかり取る事！それが一
番！

田村

浩昭

岸本

清治

岩井

美代子

業務担当

業務担当
村松 正美

夏と言えば、ビールが美味しい季節！なんですが、飲めない私は食と睡眠
で夏を乗り切ろうと思います。食は、素麺・ざるそば・冷やし中華等、麺
類のローテーション。睡眠は、冷房・扇風機・サーキュレーターを上手に
活用して安眠できる環境を作ります。あとは気合！

北海道からでてきて 10 年…大阪の夏は暑いです。
大阪にでてきてからビールが一段とおいしく感じました。
熱中症に気を付けながらお外でビールを飲んで暑い夏を楽しむぞ！

川崎

裕子

協力会社紹介

門田鉄工株式会社 様

日頃は丸藤建設
（株）
社長様はじめ、専務・部長・社員の皆様方にはお世話に成り有難うございます。

レクサス

LC500ｈ/LC500

「レクサスの新たな挑戦から生まれた、唯一無二のデザイン」

弊社は主に建築の骨組み鋼構造物の製作会社です。

ただただかっこいいです。

丸藤建設様とのお付き合いのきっかけは大阪トヨタ自動車（株）藤井寺店新築工事の受注です。

何度かコンセプトカーとしてお披露目されていた「LF-LC」とほぼ同じ形です。

この工事が御縁でお付き合いが始まりました。

通常、コンセプトカーが市販モデルになると丸くおさまり無難になるものですが、LC500

最初の打合わせは藤野専務が弊社においでになり打合せをさせて頂き、工事責任者は武内次
長でした。
工事は少し難工事で設計の門脇先生・構造の門藤先生の指導の下、協力会社の皆様のすばら
しい団結力に助けられました。まだまだ至りませんが微力ながらお施主様喜んで頂ける仕事
をしていきたく思います。

はちがいます。
レクサスブランドで新しい最上級クーペの誕生です。
皆様のおかげで車両紹介台数 100 台を表彰されてから一年。
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。

今後共、宜しくお願い致します。

ご相談は丸藤建設㈱

門田鉄工 株式会社
代表取締役 門田 起代司

建築豆知識

社長・専務まで！！

ゲリラ豪雨

川端

智浩

正式な気象用語ではないですが、大気の不安定により、突発的で予測が困難な局地的な
大雨の事をゲリラ豪雨といいます。

建築ニュース

圧倒的な降水量と激しい雷、突風など大変危険なものです。

松本

そのゲリラ豪雨から家を少しでも守る知恵としてあげますと、

伸太郎

2017 年3月10 日に、大修理を終えた「日光東照宮

陽明門」が一般公開されました。

2013 年から 4 年の月日をかけ専門の技術者が約 30人、今回の修理にかかわったと
されています。
極彩色の彫刻や、純白の瑚粉塗りなど、江戸時代から受け継がれている伝統技術を駆
使した、最高の出来栄えと評価も高いそうです。
当初の完成予定は、2019 年でしたが、2 年も短縮され今回の公開になったそうです。
その手際の良さ、技術、意識の高さも工事短縮に繋がったのではと思います。
機会があれば現地に赴き、時間をかけて文化に触れてみたいと思います。

丸藤建設の取り組み

津田

徹

期待を超える「人財」になろう
①
②
③
④
⑤

受け身ではなく、積極的に行動する
約束や会社のルールは、必ず守る！
問題意識を持って行動する
甘えた考えや、言い訳は排除する
聞かれる前に、自分から報連相する

上記の項目中で「問題意識を持って行動する」と言う事を自分なりに意識して行動しています。
一歩二歩先を読む事で自分自身にゆとりができ、次に繋がっていくと僕は思っています。
今後さらに意識して頑張りたいと思います。

1 家の周りにある物で、風の影響を受けるものを片付けるか、固定をする。
2 屋根瓦のひび割れ、ズレ、はがれがないか確認をして補修しましょう。
（ちょっとした隙間からの雨漏りが発生しやすい）
3 ベランダ、樋の排水溝の清掃。（糸くず、髪の毛などで詰まっている）
（豪雨で排水が間に合わないと、水が溜まり雨漏れの発生も起こりうる）
などが、あげられると思います。
事前に対策を行っておれば、被害も最小限に抑えられますので、この機会にご自宅のチェッ
クをしてみてはいかがでしょか？

丸 藤 広 場
練習
二宮

隆幸

先日、丸藤会に行く前に練習したい
と思い、雲雀ケ丘ゴルフクラブに行っ
てきました。

ピーカンナッツチョコ
川﨑

裕子

以前、会社の後輩から、淡路島の御土産としてこ
のお菓子をいただきました。
食べてみてビックリ。今まで食べたことのない食感
で、美味でした。
あれから数年、忘れかけていた時、大阪空港の売

今まで何度か来た事があり、かなり狭

店で偶然見つけたのです！早速買って食べてみまし

くて難しいですが練習するには良い所

た。これこれ、この味！ひと箱完食です。

です。

このピーカンナッツ

いつ見ても景色が綺麗で気持ち良かっ

チョコは私のお気に入

たです。

りのひとつです。

BBQ に行ってきた
津田

徹

休 み の 日 に、友 達 家 族 と 能 勢 に あ る キ ャ ン プ 場 に
BBQ をしに行ってきました。
魚を手捕かみし、自分たちで捌いて食べ子供たちも大喜
びでした。そして帰りに能勢温泉に入ってのんびりでき
た休日でした。これからの時期は海に山にたくさん行き
たいです。

