
　5 月 26 日（日）～ 27 日（月）の二日間を利用し , 協力会社の皆様含め48名で鹿児
島県へ研修旅行に行ってまいりました。
1 日目は明治維新を中心とした薩摩の歴史を学べる「維新ふるさと館」と第二次世界大
戦末期の沖縄戦において、特攻という人類史上類のない作戦で、爆装した飛行機もろと
も敵艦に体当たり攻撃をした陸軍特別攻撃隊員の遺品や関係資料を展示している「知覧・
特攻平和会館」へ見学に行きました。
特攻平和会館では語り部の方が、悲惨な戦争の中、20歳前後の少年飛行兵達が家族・国
の将来を思い出撃し、戦死した事を当時の写真・遺品・記録などの史実に基づきお話を
してくれました。現代に生きる私たちには到底考えられない事が、ほんの74年前に起き
ていたことに大変ショックを受けました。
人間は忘れていく生き物です。たまにはこうした資料館へ行き、歴史を知り、日本を知っ
て戦争のむなしさを子供達に伝えていけたらいいなと思いました。
　２日目は観光組とゴルフ組に別れ、ゴルフ組は「いぶすきゴルフクラブ」へ！
お天気もよく気持ちよくプレーができたそうです。
観光組は池田湖・フラワーパーク鹿児島の見学、お昼にはかつおのわら焼き体験をして
おいしいかつおのタタキをいただきました。
今回の旅行では時間に余裕もあり、ホテルではゆっくりと「砂蒸し風呂」にも浸かれ、協力会社の皆様方との親睦も十分図る
ことが出来たように思います。
協力会社の皆様方、参加していただき誠に有難うございました。
来年もどうぞ宜しくお願い致します。

第37回 丸藤研修会 業務部

　昨年末から年始にかけて行っておりました和歌山ハイツ外壁塗装修繕工事が無事完了いたしました。
当現場は、旧塗膜にアスベストが混入されており、一部「吹付仕上」で工事取扱いとして「レベル１」という厳し
い施工条件でした。着工前、和歌山市役所及び労働基準監督署と何度も協議を行いアスベスト部分除去に関する施
工方法を決定し、安全に作業を行いました。

レベル１の取扱いは初めてで、色々調べたり除去する治具を作ってみたりと試行
錯誤の連続でした。アスベスト含有建築物の解体・改修工事は、これから20～30
年がピークと言われており、どんどん需要が増えてきております。当現場でかな
り経験することが出来、今後に生かせることが出来ると思います。

　雨が多かったにも関わらず、寮の管理人様にもご協力して頂き、順調に進める
事が出来ました。有難うございました。
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

　
　今年は、「近畿地方約160 件」「中国・四国地方約20 件」の工
事を予定しております。
南は山口県と遠い店舗の工事もございますが、協力業者の皆様方
と共に安全作業で今年の計画修繕を進んでいきたいと思います！
ご協力宜しくお願いいたします。

　4月より外部改修工事が着工致しました。
メインは塗装・電気・屋根工事になります。
8 階建てマンションでの工事の為、安全第一で
進めておりました。
施主様・入居者様・近隣住民様のご協力により
順調に進み、5月末に竣工致しました。
外壁がガラリと変わりましたので、写真を見て
いただきたいです。
協力会社のみなさんと団結し、竣工後は施主様
の笑顔を見る事が出来ました。
この場をお借りして、お礼を申し上げます。
有難うございました。

イオンディライト（株）　計画修繕が始まりました！横田　悟エクセルコート改修工事

　アリオ八尾全面リニューアルに伴いまして、大阪トヨタ自動
車（株）アリオ八尾店も新しく生まれ変わります。
事前工事も含め 1月からスタートした工事ですが、6月20日の
オープンに向けて着々と進んでおります。
今回の工事では約325 ㎡
だったの店舗を1,311 ㎡に
拡大をし、全面大阪トヨタ
自動車（株）様の新車販売ス
ペースとなります。
工事完工まで安全第一で取
組んでいきたいと思います。

大阪トヨタ自動車（株）アリオ八尾店「超改装」

　第９回　丸藤GP会　開催されました 業務部

　講師の高橋様には安全管理として事故事例・グリーンサイトの運用・一人親方の保険などについてご説明をして
いただきました。皆様の安全を守るためにきちんと内容を理解し実践をしていこうと思います。

1、開　 会
2、社員の紹介・初参加業者の紹介 
3、丸藤現場の基本ルール説明 
4、事故・クレーム報告 
5、安全ビデオ鑑賞　「KY活動」 
6、安全管理について　講師：高橋　出様　
7、安全表彰
8、安全宣言

　１月25日（金）に「第 9回丸藤ＧＰ会」が帝国ホテルにて開催されました。
当日は、協力会社 79 名の方に参加していただき、また安全管理の講師としてイオンディライト株式会社髙橋 出様
にご出席をしていただきました。

ウェブサイトリニューアルしました！
より見やすく使いやすく！スマートフォンでも見れるようになりました。
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　～GRスープラ登場！！～
　5 月 17 日、GR ブランドを世界に広めるべくグローバル戦略１号車として
「GRスープラ」が発表されました。
「スープラ」は、1978年に初代発売から2002年生産終了まで、トヨタのスポー
ツカーの頂点に君臨していました。生産終了から1 5 年以上を経た現在でも、復
活を期待する多くのファンの声に応えるため、また国内スポーツモデル市場の
創造をすべく投入されました。優れた回頭性を引き出すショートホイールベー
ス＆ワイドトレッドの理想的なバランスを追求。重心の低さにも徹底してこだ
わり、水平対向エンジンを搭載した『86』よりもさらに低い重心高を実現。コー
ナリング性能にとって重要な要素の 1 つである前後重量バランスについても、
理想とされる 50：50の配分を達成しました。エンジンは、伝統を継承する直6 3.0ＬTSターボエンジンと、チュー
ニングの異なる2つの直４ 2.0Ｌ TSターボエンジンをラインナップ。安全整備については、専用の安全システム
(Toyota Supra Safety)を採用しています。15年以上待ちわびたファンの皆様に、The Sports of Toyotaのクオリティ
を感じていただきましょう。
『Supra is Back ！！』
ご相談は丸藤建設（株）社長・専務までお願い致します。（06-6854-7601）

第3回　丸藤GPカップ 二宮　隆幸

　3月23 日（土）、天野山カントリークラブにて第 3回丸藤 GPカップが開催されました。
総勢2 4名 6 組に分かれてスタートをしました。
今回から新ルール方式を採用し、ストロークプレー・6インチ・ダブルペリア方式
　（上限無し）にしてプレーをしました。天気にも恵まれ、とても気持ちよくプレー
ができ、充実した一日となりました。今回の優勝者は（有）オオツカ建工の大塚さ
んです！改めておめでとうございます。
ご参加いただいた皆様方も楽しくプレーができましたでしょうか？
　次回の開催は未定ですが、ぜひまた宜しくお願い致します。また、G Pカップに
ご協賛していただいた協力会社の皆様方、イベントにご理解、ご協力いただいた
ご厚意に社員一同、深く感謝いたします。誠に有難うございました。

令和から通勤は自転車で通って
います。
継続できるように頑張りたいと
思います。

平成から続けております、西国
観音霊場を令和元年に何とか結
願したいと思っております。
西国結願できれば、令和元年か
ら、四国８８か所霊場を回って
みたいのです。難しいですが、
頑張ります。

林　賢太郎岸本　清治

ラーメン無料パス 出雲そば

丸 藤 広　 場

　最近見つけたラーメン屋さんが偶然やっていたキャンペーン
くじで1年間のラーメン無料パスが当たりました！
くじを見た瞬間は店員さんも何が起きたか解らずキョトンとし
ていましたが、一息おいて
「おめでとうございます！！」
と言われました。
１日１杯無料でどのラーメン
もOK なので１年間に何杯食
べられるか楽しみです。
ただ、来年の健康診断は不安
ですが・・・。

　先日友達と島根県にあるグルメランキング
の星４つのそば屋に行きました。
そばの有名な所だから「間違いなく美味しい
だろうな」と食べてみ
たら、そば粉の味がと
ても強く、僕の口には
少し合いませんでし
た。
そば粉好きな方は是非
行ってみてください。
　　

令和元年！
令和から始めてみた事・みたい事

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

かれこれ10 年程、病気以外で
痩せた事がないのでダイエッ
トに挑戦してみたいと思いま
す。

工事部工事課
福井　淳一

元年 5月1日に引っ越しをしま
した。会社まで少し遠くなりま
したので、早起き頑張りたいと
思います。
元年、良いスタートが切れたと
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

工事部課長代理
三浦　年也

工事部主任
隅田　哲司

経理
岩井　美代子

「断捨離」不要なものを捨て、調和を保ち、
心豊かに生きる。

長年欲しかった常に持ち歩ける小型のミ
ラーレスカメラを購入。「モノクロ」「広角
単焦点レンズ」の二点にこだわり日常の気
になる風景を撮影してみようと思います。

工事部主任
津田　徹
肝臓を休める休肝日を週に1回
とり、適度な運動をする様にし
て、ポッコリお腹をシックス
パックにしたいと思います。

工事部工務課
岸本　清治
奥さんの自転車がだいぶくたび
れてきたので、一度フルメンテ
ナンスに挑戦しようかなと思っ
ています。
愛着のある自転車なので、買換
えずにワイヤー類からタイヤま
で全て交換しサビも落としたい
と思います。

新年号令和になって、新たにやってみた
いことは特にありませんが、平成からの
目標として、ゴルフのスコアアップを引
き続き頑張りたいと思います。

部署内で新元号の頭文字を当てるゲームを
したんですが、「R」と予想して当たりまし
た！
自分でもびっくりしました。新しい時代が
はじまり楽しみです。楽器の演奏、ヨガな
ど習い事をしてみたいです。

業務部
村松　正美
夜中にコソコソとゲームをしようかと考
えています。
夏にファイアーエムブレムの新作が任天
堂 switch から発売されるので、ちょっと
やり込んでみようと思っています。

工事部工事課
松本　伸太郎
令和に入り、身体の調子を考
え、お酒を控えようと努力し
ています。かれこれ3週間以上
経ちますが、以前に比べると
飲む量も減りました。
この機会に減量にも挑戦しよ
うと思っています。

年齢的にも、そろそろ健康のこ
とを考え、減量をしていきたい
と思います。
とりあえず、夜勤明けのマクド
を我慢します。

今まで撮りためた写真の整理をしようと
思っています
一度見ただけでパソコンに保存したままに
なっています。
気に入った写真は額に入れて飾ってみよう。

令和に入って、クラブを新しくしました。
最初のスコアは８６でした。
初の一年平均スコア８０代を目指します。

息子が毎日体重計に乗ってプロテインを飲
んでいます。
令和に入り、私も毎日体重計には乗るつも
りです。

5月１日に、何年かぶりにゴルフで 89と
いうスコアを出しました。
次は令和ではでないかも (笑 )

丸藤建設の取り組み
禅寺特訓道場に修行！！！ 津田　徹

　3 月 15 日～ 3 月 17 日の 2 泊 3 日で黄檗宗大本山万福
寺での修行に参加してきました。
禁煙・禁酒・禁欲の研修なので、正直行きたくないなと
思っていました。
行ってみてビックリ！とても強烈な修行でした。内容は
声出し訓練・姿勢・挨拶・お辞儀・返事訓練に始まり、
座禅・精進料理と盛りだくさんで、終
わった頃には、参加者全員の声がガラガ
ラになっていました。入社して早5年目。
丸藤に入社した頃の気持ちを忘れ、なま
くらな自分自身を見つめ直す事が出来た
よいきっかけになったと思います。
今後は、向上心を持って結果に執着し、
出来ないではなく、出来る方法を考えて
積極的に行動していきたいと思います。
次回は専務？課長代理？誰でしょう？笑

マンダラチャート
　ロサンゼルス・エンゼルスへと入団し、メジャー移籍
後も華々しい活躍をみせる「大谷翔平」選手。
彼が高校生の時に書いた「目標達成シート（マンダラ
チャート）」をご存知でしょうか？
9×9のマスを作り、真ん中に「自分の成し遂げたいこと」
を書き、真ん中から 1 マス離れた 8 マスに「成し遂げた
いこと」を達成するために必要な「要
素」を書く、最後に「8 つの要素」を
得るために必要な「8 つの行動目標」
を書く。
目標を決め文字におこすと、必然と成
すべきことも見えてきて、自分の足り
ない部分がより明確にわかったように
感じます。
弊社では全社員このマンダラチャート
を作成し、常に見える所へ掲げ目標に
向かって邁進しております。

村松　正美


