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ご挨拶
初刊の発行の際、各方面の皆様よりお褒めのお言葉や、改善並びにご提案を頂きありがとう御座いま
した。今後の参考にさせて頂きます。
景気も梅雨空と同じようにすっきりと致しませんが、夏以降の景気の回復に期待を致しております。
私たちを取り巻く環境も一段と厳しさを増しておりますが、全員が一丸となってこそ危機を乗り越えるこ
とが出来ると確信をいたしております。今後ともよろしくお願いいたします。

代表取締役社長

完成
見学会の
ご報告
堀

藤野

茂安

茨木市「大黒柱のある家」完成見学会のご報告
ご来場いただきました皆様、ありがとうございました！

勝美

4 月 26 日に、お施主様のご好意により完成見学会をさせていただきました。
当日は延10 組 20 名の方に参加して頂きました。皆様には大変好評で、お褒
めの言葉をたくさん頂き、本当にありがとうございました。
今回のお住まいは、「気持ちがいい」をテーマに自然素材にこだわった家造り
となっています。基本的な考え方として、小さな部屋で区切るのではなく、オー
プンなプランとし、開放感のある間取りにしています。扉は全て引き戸を採用し、
開けっ放しにでき、また一部を吹抜けにして、風通しの良い住まいとなりました。
構造材は国産の杉材、床は杉の無垢板、壁は珪藻土を使うなど、自然素材を
出来るだけ使い、小さなお子様でも安心な材料を厳選しました。床暖房も低温
やけどの心配が無い低温式床暖房を採用するなど、健康と安全に配慮した住ま
い造りを心がけています。
大手のハウスメーカーではできない、子供たちの成長と合わせて、住まいも自然
な経年変化が感じられる住まいとなったと思います。

お得意様紹介

木戸

紀之

今回のお得意様紹介は、全国でも知名度の高い東急不動産株式会社様が運営さ
れています、箕面マーケットパーク visola を紹介いたします。
私どもの会社は、施設のメンテナンスやテナントの入退に伴う原状回復工事、リ
ニューアル工事などでお世話になっています。visola は、大阪都心部から延びる
新御堂筋と国道 171 号線の交差する箕面市の萱野に位置し、施設の中に千里川
が流れ、北側には箕面の山がある自然と共存したオープン型の商業施設です。カ
ルフールを核とした専門店 約140 店舗で構成される同施設は、ニューファミリー
からシニア層まで楽しむことができるショッピングセンターになっており、休日
は大勢のお客さんで賑わっています。初夏には蛍が飛んだり、いろいろな生き物
がすむきれいな川での納涼はおすすめですよ。

映画館の109 シネマズやスポーツデポ、フィットネ
スクラブコ・ス・パ、物販店、飲食店と多種多様の施設
がありますので、お近くに行くことがありましたら、是
非立ち寄ってみてください。今年の 10 月には 6 周年を
迎えリニューアルオープンも控えています。
これからも一段と楽しみな商業施設です。

第 27 回

丸藤会・レクリエーション

岩井美代子
平成 21 年 5 月に丸藤会レクリエーションが行われました。
丸藤会・レクリエーションとは、当社の取引協力会社様と末永くお付き合いする為の交流会です。

「天然記念物 大楠」

今年は、広島県福山市「鞆の浦温泉」に行って来ました。1 日目は天候があまり良くありませんでしたが、

の前で記念写真

初夏風物詩「観光鯛網漁」を見学しました。観光鯛網漁は毎年 5 月のみ行われているそうです。

大漁網を引上げ
「観光鯛網」
のクライマックス

樽太鼓・弁天龍宮
の舞から始まり
大漁祈願、
出漁し網入れ
網しぼり

実際、漁船で漁をしている光景は、
なかなか見る事が出来ないので少し感動しました。
2 日目は、ゴルフ組「鬼の城ゴルフ倶楽部へ」と観光組
に分かれ、福山バラ園、大三島及び千光寺公園へ
福山バラ園
各国のいろいろな種類を揃えて栽培されている
のにびっくりしました。観察していると、それ
ぞれ大きさ、色、花びらの形が違い感心しまし
た。バラを見ていると穏やかな気持ちになれま
した。

大三島、大山祗神社を参拝しま
した。
大山祗神社の隣には、日本一の
武具館で国宝重文の品々が展示
している「国宝館」があります。

千光寺公園から千光寺へ

一泊二日の丸藤会・レクリエーションが
無事終了しました。来年も皆さんと参加

尾道ならではの坂道にはびっくりしました。
（すごい急勾配で・・）
千光寺から見る眺望は絶景でした。

出来る様、頑張って行きたいと思います。

エコに対する取組み

藤野

茂生

スーパーエコミストについて
年々地球温暖化が進行し、エアコン等の排熱によるヒートアイランド現象が深刻な問題となって
おります。そこでその問題を解消していく中で、一つ「エコミスト」はどうでしょうか。
このエコミストというのは細霧を発生させ、その霧が気化する際に熱を奪う気化熱を利用し温度を
約３℃冷却することができます。特に野外等でのクールダウンに有効な商品です。
この商品は２つ種類があります。一つはノズル式タイプ、もう一つはジェット式タイプです。（写真
参照）主な使用場所は屋外の工事現場、イベント会場、工場、倉庫、商業施設、学校、ゴルフ場、
店舗等です。
今では先日もある局で放映されましたが、住宅でも普及されるようです。それによって、冷却効果、
熱中症対策、集客効果、塵肺問題、環境改善、安全確保、演出効果といった問題に対しうってつけ
の商品です。また、ランニングコストもかなり安くメリットもあります。例えば、１日（平均５時
間運転として）・１ヶ月（２０日）で計算しますと、クーラーに対して電気代・１日あたりの差額、
１７４円、１ヶ月で３，４８０円のコストメリットが見込めます。この時代にあった商品なのでお
薦めです。
只今弊社のお客様であるディーラー様の屋外展示場、及びサービス工場に設置して頂く様に提案致
しております。

沖縄旅行

藤井達也

建設業にとって梅雨の雨は天敵・・・(´д｀、) しかしそんな梅雨も終わればいよいよ夏です！！
そこで今回は、私が昨年行った沖縄旅行を簡単に紹介したいと思います。
飛行機で大阪から約２時間で到着。超ウレスィ .... ヾ (@^▽^@) ノ
那覇空港からレンタカーを借り、定番！国際通りへ。今回は、国際通り内の公設市場ってとこでお昼ごはんを食べてみました！名前の聞い
た事の無い沖縄料理がズラリ！！グルクンから揚げ、アーサー汁、アグー、ミミガー・・・・今回はソーキそばを注文。とろっとろの豚肉
が乗った沖縄そば。最高にうまかった！！やっぱ本場のソーキは違いました。お腹いっぱいになった後は市場をウロウロ・・・
すると、ブタの顔がズラリ！！！

Σ(;｡｀゜ω゜｡) おﾞ---- ッ

ブタの顔の皮１枚１５００円でした、お土産にいかがでしょうか！なかなかの珍味でしたよ。しかし
リアルだ・・・。ホテルで一泊し、二日目は一度は行ってみたい守礼之門。アジア
ンちっくな建物で建設業者にとっては勉強になりました。
沖縄は海だけでは無くおいしい沖縄料理や変わった建物も沢山あり、何度行っても
いいところです。
皆さんも旅行会社のツアーではなくオリジナルツアーを計画してみては？
きっといい旅ができますよ！

第一回丸藤祭（仮称）のご案内
地域の皆様と丸藤の社員との交流を目的として、色々なイベントを考えています。
地元小学生に匠の技（大工、左官等）を披露し、子供たちにも何か作ってもらいます。
協力業者による展示即売会、料理教室、ミスト体験、ガレージセール等
楽しいイベントにしますので、ふるってご参加お願いします。
日時（予定）

平成 21 年 8 月 23 日（日） ＡＭ10：00 〜ＰＭ５：00

場所

当社駐車場

ただいま出展希望者募集中

シリーズ
第二回
武内

希望者は担当藤野まで

バリアフリー工事について

信也

家族全員の安全な暮らしをめざして

住宅改修工事いわゆるバリアフリー工事は、今一番困っている点を出来る限り改善して改修工事をします。介護される方・又介護を
する方、どちらにも出来るだけ無理のないようにしなければなりません。これは本当にスピードが必要だと
いつも感じます。手摺 1 本取り付けただけで、おばあちゃんから楽になったよと声を掛けられるとうれしい
ものです。
ただ今後 2 世帯での生活をお考えの方・そのためにリフォームをお考えの方は、将来まだ必要の無い状態で
の予測の工事はかえって不要であったり、逆に邪魔であったりというケースも多々有ります。（先走らないで
ください。）
まずは将来を見据えた形でのプラン作り・下地補強・予算を考慮し、その家の人全員が暮らしやすい家にな
るように努めなければなりません。後で考えたらいいではなく、今のうちに考えておくことが必要です。

社員からの一言
企画室

山本

康博

第一工事課

この 5 月に入社いたしました。
若手社員をバックアップするとと
もに、信頼される会社作りの手助
けができればと思っています。

第一工事課

鈴木

淳

時間は常にみんな平等に、未来へ
と時を刻んでいるようです。何か
を達成させようと考える時、よく
悩み考え、結果はいつも喜びであ
るよう頑張って行きたいですね。

第二工事課

打樋

美博

藤野

課長

今、ヒートアイランド現象が深刻に
なっています。
丸藤建設もこの問題を考えいろいろ
と勉強をし、エコの取組みをしてお
ります。また、皆様にもいろいろと
ご提案できたらと思っています。

第二工事課

木戸

課長

地球温暖化と言われてもうかなりの
人にエコロジーが定着しつつありま
すが、先日雑誌で読んだところ 太
陽の活動が衰退している！氷河期が
近いのでは！とありました。日々情
報 は 変 わる もの。 温 暖 化 を促進し
よう！という時代がくるかも。

第二工事課

藤井

第一工事課

武内

係長

第一工事課

第二工事課

第二工事課

川添

係長

阪神タイガースの調子がイマイチで
んなぁー。しかし四番の金本は今だ
連続出場を継続してまっせー。自分
も金本を見習ってこの暑い夏を乗り
切っていきたいと思いますのでよろ
しゅうに。丸藤建設の歩 川添 誠
でございます。

達也

工務課

元山

洋一

工務にとってはつらい季
節になりましたが、仕事
終わりのビールを楽しみ
に、この季節を乗り切り
たいと思います。

工務課

工務課

美代子

保

丸藤ニュース

石川

英紀

新しく工務に入った 28 歳の石川で
す。まだまだ分からない事ばかりで
すが、早く役に立てるように頑張り
ますので、ご指導のほどよろしくお
願いします。

藤原

経理

岩井

藤原

浩史

待望の長男が生まれて２ヶ月が経
ちました。日々成長していく息子
の為にも、大好きな串かつとビー
ルでしっかりとスタミナをつけて、
この暑い暑い夏を乗り切ってやる
ぞ。

早いものでもう 7 月です。
私は去年から注目していたのですが、今月 22 日
に、日本の陸地では 46 年ぶりとなる皆既日食が
種子島などでみられそうです。次回日食が見れる
のは、2035 年 9 月 2 日だそうですよ。一生一
回見れるか見れないか・・・と言うかんじです。
見に行かれるのもいい経験になるかも！！

梅本

勝美

最近水泳にはまっています。仕事
の帰りに 1 時間くらい泳いでいま
す。まったくの素人でしたが、少
しずつ泳げる距離が長くなってき
ています。目指すはクロールで
１０００ｍです。

こ の暑 さの中で ス ポ ーツ す る と
思ったらゾッとしますが、行きた
くなるのがゴルフです。
仕事もゴルフ（スポーツ）も、熱中
症には気をつけて頑張りましょう。

大工歴 44 年のベテランの味を大
いに発揮して、真心のこもった物
造りで皆さんに喜んでもらえたら
と思っています。

堀

いよいよ夏本番！気分も爽快、ビー
ルで乾杯。体調管理に気を付けましょ
う。

当社の玄関先ですが、沢山のお花を
植栽しています。季節毎に、その時
期に咲く花を植えてお客様に喜んで
頂けるようにと植えました。お花の
世話をしていると花の生命力の凄さ
に感心します。丸藤建設もこれから
もっとグングン伸びていける会社に
なる様、みんなで頑張って行きます。

業務

工務課

岸本

清治

寝苦しい夜が続きますが、
皆様は寝不足は大丈夫です
か？
我が家は人口密集率が高く
大変です。

松井

由理子

暑い日が続きますね。
春に植えた桔梗朝顔が元気に育っ
ています。次々と色が変わって行
く姿にはまりました！朝顔に蚊取
線香に花火。日本の風物詩ってい
いですよね。

浩史

当社ホームページが 7 月に充実した内容でリニューアルしました。
6/13（土）・6/14（日）の 2 日間でエントランス、２階事務所の壁紙を張替えました。
また２階事務所につきましては、既存の P タイルの上にタイルカーペットを敷き、白い壁と淡いグレーの床により落ち着きのある
明るい雰囲気に変身致しました。
また真新しい事務所の明るい雰囲気は、社員の気を引き締め、今まで以上に活気にあふれた接客、現場作りへと社員一同従事して
参ります。
PS. あの川添係長が PC メールを始めました。

