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関電不動産開発株式会社

学園前社宅改修工事

隅田

哲司

年始早々着工した学園前社宅の外装改修工事が無事完了致しました。
主となる塗装工事の条件としては一番厳しい真冬の季節の施工でしたが、工事期間中天候に恵まれ予定通り工事を進め
ることが出来ました。
施主である関電不動産開発株式会社の担当者様よ

ご挨拶

り「工事の条件としては厳しいかもしれないが寒い

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？

ので入居者は窓を閉めきっている為、施工的にはや

最近では、財務省の決裁文書改ざん問題や日大アメフト部問題等スカッとしない話が多いです。

り易い」との言葉通り、入居者の方へご心配・ご迷

日本経済の個人消費については、賃金の伸び悩みを背景に、力強い回復は見込みにくい状況です。

惑をかける事が少なくて済んだように思います。

また、輸出については底堅く推移する見通しですが、米国のトランプ政権によ

風の良く通る高台で、真冬の外部作業は職人さんた

る保護貿易策には注意が必要です。

ちには辛かったと思いますが、皆良く頑張って頂き

近日に史上初の米朝首脳会談も行われます。どの様な方向にいくのでしょうか。

無事お引渡しをすることが出来ました。ありがとう

5 月は弊社の決算でしたが、目標には及びませんでした。

ございました。

今季は目標達成に向けて、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。

トヨタ部品大阪共販株式会社 岸里営業所 リニューアル工事

今後共宜しくお願い致します。

専務取締役

藤野 茂

津田

徹

今回、1 月1 5 日から約 2 か月間「リニューアル工事」を行いました。内容は外壁塗装・内装仕上げ・ＬＥＤ化とも
りだくさんでした。営業を行いながらの工事となり、なかなか進みにくいところもございましたが、行程通りに無事

大阪トヨタ自動車株式会社

ＧＲ ＡＳＡＨＩ 竣工

完了しました。一風変わった色の塗装をし、木目

今村

憲一

トヨタの市販車スポーツモデルの販売拠点として、大阪の旭区に G R
AS AH I が竣工しました。
大阪トヨタ旧旭店を「オールブラックに赤いアクセントカラー」の大胆な
デザインでイメージチェンジ。工事担当は、相変わらずイメージの変わら
ない私が担当させていただきました。
外装も大胆ですが、内装も LED チューブライト装飾照明を多数設置し、ア
メリカ雑貨店かまるでゲームセンターにでも迷い込んだ感のある楽しい空
間になりました。
最近は「若者の車離れ」が顕著との事。もっと車の楽しさを、こんなお店
で体験していただけるといいですね。
先日のWEC 第１戦スパ６時間レースでも、GAZOO RACING 車が 1-2フィ
ニッシュという事。今年のル・マン 24 時間レースでも遂に、
「日の丸」1-2 フィ
ニッシュなんて事を期待してもいいのでしょうか。

協力会社紹介

株式会社 加島塗装

様

当社は兵庫県尼崎市で塗装業として創業 5 0 年を迎えております。
良いご縁に恵まれ、丸藤建設様とも1 0 年以上のお付き合いをさせていただきイオン店舗、大阪トヨタ自動車他各所

調のクロスを使用してとても目を引く仕上がりと
なりました。
トヨタ部品大阪共販（株）
の関係者様協力業者様の
皆様、ご協力有難う御座いました。
今後ともよろしくお願いします。

イオン貝塚店

活性化工事

三浦

2 月〜 4 月にかけてイオン貝塚店にて活性化工事を行いました。2 F のフードコートとイオンファンタジー以外の全
テナントの入替でした。テナント数は 1 4 店舗でゾーイング・店舗間 A壁立設・外周周りの A壁立設およびメイン通路
の張替を行いました。1F はカウンセリング・リカー廻りを移設し、A界壁を撤去し、
ゾーンを広げた場所にホームファッ
ションが新たに入店しました。
既存のデリカ作業場は改装し、対面販売できるように冷
ケースのピット工事も行いました。今回の活性化工事は
住余部分が大半を占めたので内装工事が主な仕事でした。

で仕事をさせていただいております。

工事にご協力をいただいたイオンリテール（株）様、及び

また、丸藤会の皆様方とは年一回の旅行に参加させていただき、毎回楽しい時間を過ごさせていただいております。

イオンディライト（株）
様には大変感謝しております。

今後もこの良いご縁を大切にし、協力会の皆様方と共に頑張って参ります。

活性化のご用命は、丸藤建設（株）三浦までお願い申し上

株式会社 加島塗装 代表取締役社長 加嶋 幸治

年也

げます。

第八回丸藤GP会 開催されました

村松

1 月 2 2 日（金）、帝国ホテル大阪に於いて第八回丸藤ＧＰ会が開催されました。
今回は、協力会社 7 6 社 8 0 名の方が参加され、当社社員と合わせて総勢 1 0 7 名の参加となりました。
第一部「安全協力会」として、社員紹介、新規業者紹介の後、次のように進行されました。

1. 丸藤現場基本ルールの説明
2. 事故・クレーム報告
3. 安全教育ビデオ鑑賞「労災の代償 会社崩壊」
4. グループワーク「チャレンジ・マシュマロタワー」
5. 安全表彰
6. 安全宣言
今回のグループワークではテーブル毎に分かれて「マシュマロチャレンジ」に挑
戦しました。パスタとテープなどを使用し、より高いタワーを作るというグループ
ワークです。建設の知識もさながら皆さんで協力して一つのものを作るのはやっぱ
り面白いなと感じました。今回は 6 7cm が最高記録でした。世界記録は 9 9 c m と言
われております。
みなさんもぜひチャレンジしてみてください。
今回の安全表彰は、（株）キンキ、（有）今村左官工業の２社が選ばれました。
今年も半年が過ぎますが、事故なく安全に作業ができるよう、社員一同残り半年気
を引き締めていきたいと思います。

第 36 回丸藤研修会

玉田

社員のひとりごと

正美

典子

5 月 2 7 日（日）〜 2 8 日（月）の 2 日間で新潟県へ研修旅行に行ってきました。
協力会社様を含め総勢 43 名が参加しました。
1 日目はご神体を弥彦山とする新潟屈指のパワースポット弥彦神社を参拝。弥彦
山の麓にある弥彦神社には絶えず弥彦山からのエネルギーが流れてきているそう
です。弥彦神社では仕事運向上のご利益を強く授けて頂けるということで、弊社
と協力会社の皆様の今後益々の発展を願いとても厳かな気持ちになりました。全
員で弥彦山ロープウェイの山頂駅を結ぶ、勾配が 5 0 度もあるクライミングカーを
体験！山頂から眺めた日本海はとてもきれいで感動しました。たっぷり弥彦山か
らのエネルギーを頂いたような気がします！宝山酒造見学ではさまざまなお酒の
試飲もできて楽しかったです。
夜からは交流会を兼ねた宴会！今年は 2 社の協力会社様が初参加されました。カ
ラオケ大会も行われ協力会社の皆様と楽しいひとときを過ごし、さらに一致団結
できたと思います。
お食事もおいしかったです！
2 日目は観光組とゴルフ組に別れ、観光組はイヨボヤ会館見学（サケの生態展示）、
笹川流れ、マリンピア日本海へ。笹川流れでは遊覧船に乗り自然が作り上げた数々
の岩に驚き、中でも恐竜岩が本当に恐竜の形で驚きました。カモメにエサをあげ
ると、とてつもない数のカモメが寄ってきてびっくりしました。マリンピア日本海
ではクラゲとペンギンが可愛かったです。
ゴルフ組は中条ゴルフ倶楽部へ！協力会社の皆様と楽しくプレーができたようです。
新潟空港までの車中ではビンゴゲームでとても盛り上がりました！
今回の研修会は 1 泊 2 日という事でとても盛り沢山な 2 日間でした。
来年も協力会社の皆様とご一緒できる様に社員一同頑張ります。
皆様お疲れ様でした！

専務取締役

企画部部長

工事部次長

工事部係長

最近、肉付きが良く成長し続けてい
ます。そろそろまた、引き締めてい
こうと思いますが、食欲が止まりま
せん。
時間をかけて引き締めていきます・・・

今年も暑い夏になりそうです。
①できるだけ体を動かし汗をかく
②風鈴、うちわ、扇風機のエコ生活
③スイカ、かき氷、ソーメンもいい
ですが、生ビールが一番ではないで
しょうか。

夏が近くなってきました。毎年
思うのは、気温上昇・豪雨・暴
風と、どんな夏になるのかと考
えます。天候に左右される仕事
ですので、神経質な面もありま
すが、自然に負けないように頑
張ります。

何かにつけてゴルフの話題になりますが、
最近思うのはスエーじゃなく回転だという
事です。同級生とラウンドをして 15 ヤー
ド前に行くとすごくうれしいです。
2ヤードでもとってもうれしいものですね。
皆さん そう思うでしょ？

工事部主任

工事部工事課

工事部工事課

工事部工事課

最近また大型バイクが欲しくなって
きました。
でも健康面を考えるとやはり自転車
かなぁ〜。

最近北陸方面の担当が多く、昼食
にご当地の料理を食べますが、最
近 の 一 押 し は「越 前 お ろ し そ ば」
です。大根おろしが辛ければ辛い
程出汁の風味が解り、疲れた体が
シャキッとしてきます。

最近健康診断を受けました。お
腹周りが出てきて +6cm 体重も
去年と比べて +8kg も増えまし
た。夏には水着が着られる様に
筋トレを始めたいと思います。
ちゃんとしよう！

お疲れ様です、これから夏も近づいて、
暑くなってきますが、水分補給と塩分
をこまめに取って、共に頑張って行き
ましょう。

工事部工事課

工事部工事課

工事部工事課

工事部工事課

相変わらず、通勤は自転車ですが、
暑くなるたび、坂道がきついです。
ビールで栄養補給を・・・。

もう、だいぶ暑くなってきました。
体力の衰えを感じる年齢になってき
ましたので、体調管理をして夏を乗
り切りたいです。

建設業で従事するようになり、
まだ 3年 程ですが、業界にも大
分なれてきたところです。
丸藤建設では資格取得と製図の
スキルアップをし、会社に貢献
できるよう頑張っていきたいと
思います。

はじめまして。4 月に入社致しました、
横田悟です。
入社し早くも1カ月が経ちました。先
輩方にご指導いただき、勉強の毎日で
す。1 日でも早く皆様に信頼していた
だけるよう精一杯頑張ります。
宜しくお願い致します。

工事部工務課

経理

藤野

今村

松本

山本

茂

憲一

伸太郎

工事部工務課リーダー

田村

浩昭

暑い日が続きこのご老体には厳しい
日々ですが、体調管理に心がけて、
厳しい夏を乗り越そうと思っており
ます。

隅田

二宮

岸本

康博

武内

哲司

津田

隆幸

島山

清治

岩井

今年もまた夏がやってきました。
5 月の連休には夏日があって年々夏
が長く感じます。食べ物の美味しい
秋がまちどうしいと思う日々です。

業務部
村松 正美
夏ですね。この時期はビールの事しか頭にありません。最近の楽しみは日
曜日に子供と一緒に釣りをしながら飲むことです。そのためのお弁当作り
にも気合をいれております。休みの日でも 6 時に起きてつまみを作ってい
ます。魚は一回も釣れた事はありません。

三浦

信也

徹

林

斎

年也

賢太郎

横田

悟

美代子

この間のゴールデンウィークに、香川県と徳島県に行って来ました。
「うどん本陣 山田家 本店」に行き讃岐うどんを頂きましたが、コシの強さ
にビックリしました。次に、徳島県の三好市に有る「祖谷のかずら橋」へ。
野生のシラクチカズラで編んだ吊橋で、橋の長さは 45 メートルで短い橋
でしたが、足元の板の間隔が広くてスリル満点でした。
業務部
玉田 典子
3 月に入社して 2 ヵ月が経ちました。覚えることが沢山あり大変ですが、
あせらず、確実に業務をしていきたいです。
今後の目標は、お客様に丁寧な言葉づかいで電話の応対をする。
個人目標は、食パンを週 1 回焼く、宅トレ再開です。

丸 藤 広 場
パワースポット

村松

正美

京都の鞍馬寺に行ってきました！牛若丸の修行の地とし
て知られているお寺です。一番のパワースポットは金堂の
本殿前にある金剛床の中心だそうです。宇宙のエネルギー
である尊天の波動が果てしなく広がる…というなんとなく
凄そうな感じの場所です。
みんな空に手をかかげて宇宙のパワーをもらっていまし
た。私もパワーをもらって厄年を乗り越えていきたいと思
います！

水の透明度に感銘

島山

斎

今年のGW は、遠出は出来ませんでしたが、これま
でに訪問した観光地で、一番綺麗な場所を紹介したい
と思います。山梨県忍野村の忍野八海という富士山の
雪解け水が湧水となって出来た泉で、国の天然記念物、
名水百選にも指定されており、その水の透明度に感銘
を受けました。
近くに行かれる際は、ぜひお立寄り下さい。

疲れと感動

横田

悟

先日、三重県に日帰りで行きまし
た。お昼に到着し、まず店舗数国内
最多 302 店舗もあるジャズドリーム
長島に立ち寄りました。店舗数がす
ごく多い為、回り切れなかったのが
残念でした。
そして、お目当てのなばなの里へ行
き、くまもんのイルミネーションや
光のトンネルなどに感動した一日で
した。
みなさまも是非行ってみてください。

