
　平成30年 7月10日より約 2か月間、イオンモールりんくう泉南店にてトップラ
イト遮熱工事を担当させていただきました。総面積は約 2,0 00 ㎡になり、館内の
遮熱が目的の工事です。
足場工事から始まり、シール打ち替え、ガラス面へのシート貼工事を行いました。
屋上の工事という事で安全には特に気をつけて進めていきました。工事が進む中、
遮熱効果もあらわれていると聞き、安心しました。
イオンディライト様、警備の方々、ご協力いただき誠に有難うございました。

　いつもお世話になります。
まず初めに台風及び地震により被害を受けられた皆様には心より御見舞いを申し上げます。
最近の天変地異は凄まじいものがあります。北は北海道から大阪・広島・九州熊本まで日本列島の至る所で
災害がおきております。
全社員が被災された得意先様に対する緊急対応で奔走しております。

一方、海外においては米中の貿易摩擦が起こり、今後日本にもどのような影響が
あるか先行きが不安視されております。
経済的には持ち直しておりますが、人手不足の問題は深刻であります。
そのような環境の中、全社員が一丸となり努力しております。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　今年初め奈良学園前社宅外壁及び屋根修繕工事に続き、関電不動産開発株式会社様より東大阪市で学生専用マン
ション改修工事に取り掛かっております。
建物も 10 階建てで私自身、久々に高さのある現場となり緊張しております。
アスベスト関連の関係各所の協議など事前に行うことが多く、今までとは違ったスピード感で行わなければいけま
せん。
また、先般の地震や台風21号被害と今年は自然災害が多く、施工時期の見極めにも非常に憂慮しております。
年末までの工事ですが、安全に無事完工出来る様、頑張っていきたいと思います。

隅田　哲司

三浦　年也

　去年の夏休み期間のトイレ改修工事に引き続き、今年は7月20日
から約1ヶ月の工期で職員室改修工事を行いました。
床暖房を入れ、書類を入れる書庫なども増やし使いやすい様に仕上
げました。悩む事が多々ある現場でしたが、施主様・協力会社の皆
様のご協力の元、無事に竣工する事
が出来ました。
先生方・職員の皆様が、「使いやすく、
整理整頓がしやすい」と思っていた
だけると幸いでございます。
有難う御座いました。

　7月23日から8月20日の約1ヶ月の工期で京都
中央看護保健大学校でのトイレ改修工事を担当
させていただきました。
1階から4階のトイレ（和便から洋便）の改修を行
いました。学校内では騒音が響きましたが、先
生方や学生のみなさまのご理解・ご協力があり
工事を進める事ができました。
悩む事が多々ある現場でしたが、施主様・
TOTOエムテック様・協力会社様のご協力の元、
無事に御引渡しすることが出来て大変良かった
です。この場をお借りして皆様に厚く御礼申し
上げます。
先生方、学生のみなさまが「綺麗になって良かっ
た」と思っていただけると幸いです。

松本　伸太郎イオンディライト（株）イオンモールりんくう泉南 トップライト遮熱工事

津田　徹豊中みどり幼稚園　職員室改修工事
横田　悟

京都中央看護保健大学校　
トイレ改修工事

　奈良市の北西部。近鉄奈良線富雄駅。緑豊かで閑静な住宅街にそのマンション
がそびえ立っていました。
今回ご下命いただきました大規模改修工事は､屋上やバルコニーの防水・外壁の
改修・共用部分の通路改修工事等です。 工事は9月から12月までの4ヶ月間。
入居者の皆様には期間中に大変ご迷惑やご不便をお掛けしますが､新しい年を綺麗
に生まれ変わった建物でお迎えいただけますように、施工スタッフ全員一丸となり
作業を進めてまいります。

シティーコート富雄　大規模改修大阪トヨタ商事（株） 今村　憲一

　箕面市にある木田様のリフォーム工事を担当させていただき
ました。水回り部分の工事と外構工事が主で、浴室・キッチン・
洗面・トイレが新しくなりました。外構も駐車場スペースを増や
す意向で、庭のブロックを撤去し外部排管のやり替えとボリュー
ムのある工事でした。夏の大変暑い
中での工事でしたが、無事に竣工す
る事ができました。住みやすく快適
に過ごしていただけると思います。
有難うございました。   
 

武内　信也木田邸　リフォーム工事
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イオンモール大日　活性化工事

　今回の活性化工事は総面積 10552 ㎡。なんと甲子園約 3個分という大きさです！通路吹抜部の高さは30ｍ。
その中に内部壁面塗装のため足場を組んで施工をします。     
直営部分の工事は、ＡＥＯＮサイクルの移転・ＡＥＯＮラウンジの拡幅・カンテボーレ
の移転・オリジンの拡幅工事、1F売場の壁面の造作工事。
2Fはファンタジーの原状回復工事に始まり、ゾーニングの変更を行う予定です。
竣工は 11月16日を予定しております。
お近くにお越しの方は、一度お立ち寄りください。写真がどのようにかわったの
か次号にて報告させていただきます！！
     



　8月13日（月）に夏の親睦会を総勢 17 名で賑やかに行いました。
大阪の街の夜景を見ながらの貸切船上バーベキュー！
ライトアップされた大阪城と噴水がとても綺麗でした。
お食事もお肉あり、海鮮あり、すごいボリュームでおいしかったです！
皆さんと楽しい時間を過ごせました。ありがとうございました！

バーベキュー大会 玉田　典子

　新型クラウン発売
　６月２６日初代コネクティッドカーとなる新型クラウンが発売されました。
色々な装備がある中、特に注目したいのがＴ-ＣｏｎｎｅｃｔナビとＤＣＭ（専用通
信機）が標準装備され、２４時間３６５日専用のオペレーターサービスが受けられ
るほか、お馴染みのアプリ「ＬＩＮＥ」にマイカーを“友だち”登録することで、
ナビの目的地やガソリンの残量などスマホで設定・確認が可能となります。
また走りも世界一過酷なサーキットと言われる、自動車開発の聖地ドイツのニュ
ルブルクリンクサーキットで鍛えあげられた、どんな路面変化でも目線がぶれな
い、新次元のドライビィングが体験できる車となっています。
ぜひ購入をご検討下さい。

　プレミアムクレジットとは、車両価格の一部をあらかじめ残価（5年後 の下取り
価格）として据え置き、残りの金額を分割払いとするプランです。
＊「36 回（3年）払い」・「48 回（4年）払い」もあります。
ご相談は丸藤建設（株）　社長・専務までお願い致します。
（0 6 - 6 8 5 4 - 7 6 0 1）

月々のお支払い
（最終回の
 お支払い金額）

残価

「幽遊白書」作者富樫義博を読みました。
主人公は、でだしから車に跳ねられて死ん
でしまい。生き返る為の試練を、次々とク
リアして、生き返るお話です。僕も仕事で、
上司から課題の試練を次々とクリアして、
スキルアップに、繋げたいと思います。

読書の秋と申しますが、昔か
ら私にはとんと無縁と思われ
るほど、読書はしたことがあ
りません。
今もこれからも読んでみたい
と思われる本がありません。

村松　正美岩井　美代子

林　賢太郎

能勢郡能勢町の「café　soto」

一人ラーメン

ユニバーサル
スタジオジャパン

　今回ご紹介するお店は、能勢郡能勢町の「café　soto」
です。とても人気のお店で、オープンする前に並ばないと
待ち時間が、1時間にも及びます。このお店のおすすめは、
ハンバーグデミグラソースのランチです。
山間部にあり、ちょっと分かりにくい場所に有りますが、
とても良い所です。

丸 藤 広　 場

　先日、仕事帰りに、ラーメンが食べたくなり、１７１号線にある箕
面の（男ラーメン）に立ち寄りました。店に入ってメニューを選んで
いると、店員さんに「すごくお腹はすいていますか？」と聞かれたの
で「すいている」と答えました。
店員さんが「それでしたら肉盛り野菜盛りにしたらお腹いっぱいなり
ますよ」と言われたので頼みました。ラーメンが届くと、かなり盛り
すぎやと一人で笑い。気合いでラーメンを食べました。スープは、黄
金色のスープで、出汁はあっさりで美味しかったです。
注意点※店員にメニューをまかせると、僕と同じラーメンがきます
（笑）みなさんも是非行って見てください。

　お盆に甥っ子が遊びにきました。
大阪にくると必ず「USJに行きたい！」
と言われ夏の定番スポットになってい
ます。
今回の目的はフライングダイナソーみ
たいで、乗る前まではテンションがあ
がっていましたが、先に乗っている人
達の悲鳴を聞いて、並んだ事に後悔し
たそうです（笑）

二度と乗らない
といって帰って
いきました。

読書の秋！
企画部部長
山本　康博

専務取締役
藤野　茂

工事部次長
武内　信也

工事部工事課
林　賢太郎

工事部工事課
二宮　隆幸

工事部工務課リーダー
田村　浩昭

遠藤保仁選手の「一瞬で判断ができ
る」を読みました。常に自然体、楽
しむ姿勢で自分から変化を楽しみ、
新しい創造を行う。こういった考え
は仕事でも生かせますし、日本企業
の発展にも繋がると思います。

工事部工事課
横田　悟

業務部
玉田　典子

工事部主任
今村　憲一

工事部係長
三浦　年也

工事部主任
隅田　哲司

経理
岩井　美代子

「ジョン万次郎　海を渡ったサムライ魂」
マギー・ブロイス著・金原瑞人（編集）集英
社文庫（海外）
幕末から明治維新にかけて大活躍した歴史上
の人物は多数。でも私が一番興味を持った人
物はジョン万次郎（中浜万次郎）。これほど
波乱万丈の人生を駆け抜けた人物も数少ない
でしょう。

最近読んだ本は少し古いですが、池井戸潤作「銀翼のイカ
ロス」です。「半沢直樹」シリーズ第四弾で、池井戸作品
はどれも後半の反撃「倍返し」シーンが多く、読んでいて
良い気分転換になります。
また和田竜 著「忍びの国」も読みました。第一次天正伊
賀の乱の無情な忍びの世界をなぜか面白く描いており、後
半は色々考えさせられる所もあり、和田作品の人気の意味
が解りました。次は「村上海賊の娘」を読みたいと思います。

工事部工事課
津田　徹
私は普段まったく本を読み
ませんが今回はなにか読ん
でみたいと思います。
本が苦手な人でも読みきり
やすい本があったら、教え
てくださーい。

工事部工務課
岸本　清治
子供の夏休みの宿題で絵本を読む機会が
あったのですが、一般発売されていない
ネット上でしか読めない絵本という物が
ありました。色々思うことがあり、絵本
も素晴らしいと感じました。
皆様も検索してみて下さい。

なかなか本を読む時間が無い中、唯
一今読んでいる本は、私のゴルフ
レッスンのコーチが出版した、ゴル
フの本です。基礎から攻略まで詳し
く書いていますが、少しずつ実践し
ている所です。

本が好きでいろいろ読みます。実用書・雑誌などは Kindle、小説などは
紙の本と使い分けています。最近では「羊と鋼の森」を読みました。高校
生が調律師になるまでの成長を描いていて、ただひたすら調律の事だけを
考えて過ごすお話ですが読んでいるとメロディが聞こえてくるように感じ
て、とてもおもしろかったです。

業務部
村松　正美
ミステリー小説が好きですが・・・海外小説の人物の名前を覚えるのが苦
手で勝手に日本人に変換するという面倒な読み方をしています。最近はまっ
たく読んでないですが秋の夜長にまた変換読みでもしようかな～と思って
います。

工事部工事課
松本　伸太郎
再来月頃に発売される、新世界と言
うビジネス本を読もうと思います。
期待を胸に社会に飛び込むが、期待
とは全く違う世界に翻弄され、挫折
しながらも歩いて行くという内容で
す。また感想を掲載します。

私は、現場での職人さんとのコミュ
ニケーションや、資格取得に役に立
ちそうという理由から、『東大読書』
という本を読んで、語彙力を付けた
いと思っています。

TVの「西郷どん」けっこうな人気ですが、以前
に読んだ「西郷と大久保」を読み返しました。
明治維新は改めて天地がひっくり返るほどの出来
事でした。
年のせいか○○〇ルーペが欲しくなりました。

最近、災害等が続き、多忙な時間が続いている
ので、少しでも、周囲の人達の前で機嫌良くい
られる様にと思い、「ニーチェの言葉」を読みま
した。「いつも機嫌よく生きるコツ」この言葉の
意味を大事にしていきたいと思います。

最近読んでいる本は、《これから始まる社会保障》
という本です。年金や医療保険、介護保険、社会
福祉など、プライベートや仕事の面でも、考える
事があり、知識向上の為にも読んで、理解しよう
と思いますが…すぐ忘れてしまいます・・・

今回、地震・台風・豪雨と天災が続いて最
近読んだ本はありません。唯一読んでいる
のは、ＡＬＢＡ（ゴルフの雑誌）のみです。
今回の記事で、飛距離は腰の回転（捻転）
と読み、実際に友人たちと行きまして試し
たところなかなかのできでした。スコアは、
前半なんと39、後半は・・・これ以上文字
数の関係上書けません。また次号まで

二宮　隆幸丸藤建設の取り組み

① 仕事は報告までして完了
② やった方が良いことは進んでやる
③ 自分で考える
④ やるつもりならすぐ着手
⑤ わかっているならやる
※いつも前向きに取り組もう

仕事の取組みの基本

　仕事の取組みの基本の中で、『やるつもりならすぐ着手』これが一番耳が痛いです。
後でやろうと思っていて、忘れてしまう事、誰にでも経験は有ると思います。
後回しにせず、やるつもりならすぐ行動に起こす努力をしようと思います。

春日神社絵馬


