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丸藤建設株式会社

営業部係長　武内　信也
暦では、秋へとなりましたが、日中
はまだまだ暑い日が続いています。
これから体育際や文化祭、他イベン
トが多くなります。我社の社員も仕
事以外でリフレッシュして、ストレ
スをためないようにし、心身共に充
実できるようにがんばりましょう。

工事部工事課　堀　勝美
最近のマイブームは、「龍
馬伝」のお龍さんと、ベ
ランダでの鉢植えです。
次に挑戦は苔玉作りに挑
戦しようと思っています。
一応、本は買ったのです
が・・・・

企画部部長　山本　康博
暑い暑い夏がようやく過ぎ去りました。
あまりにも暑すぎて行く事を躊躇してい
ましたが、平城遷都1300年祭も11月
7日迄となり、ゆっくりと出かけてみよ
うと思っています。7月より外部の社員
研修教育に参加し、社員のスキルアップ・
現状打破をめざしています。

工務課　岸本　清治 工務課　田村　浩昭
気候も良くなり、食
べ物も美味しくなり、
食べ過ぎてませんか？
我が家は年中食べす
ぎです。

工務課　圓山　匡
阪神タイガースと、釣
りが大好きな田村です。
どこへ行くにもビッグ
スクーターでかっ飛ば
します。
これからの季節、最高
に気持ちのいいので、
楽しみにしています。

工事部工事課　鈴木　淳
最近と言ったらよいのか、何年前から
と言ったらよいのか、地球の環境変化
が著しく変です。日々の生活にもう一
つ、その日その場の環境変化に注意が
必要な事を忘れずに！

いよいよ日本シリーズ！
阪神タイガース優勝をいつま
でも信じて応援しましょう。
私自身も売上達成を信じてが
んばりますー！

工事部、営業部部長　藤野　茂生
大阪の希少なロッテファンです。
クライマックスシリーズはかなり
熱くなれました。
この通信が出る頃には日本シリー
ズ出場が決定しているでしょう（笑）
そう願っています。

工事部工事課　藤原　浩史
暑い暑い夏が終わりました。
やがて寒い寒い冬がやってきます。そして年々暑さ寒さ
の厳しさを感じるようになりました。体調が良かろうが
悪かろうが、寒さに強かろうが弱かろうが暑い夏と同じ
ように、寒い寒い冬も待ったなしでやってきます。肩を
怒らせ挑むつもりもありませんが、負けるわけにはいか
んのですよ。

工事部工事課　洲鎌　徹

工事部工事課　打樋　美博

工事部次長　木戸　紀之 

今年の夏も暑かったですが、何とか
乗り切ることができました。
これから涼しくなっていくので風邪
をひかないように、体調管理には気
をつけようと思います。

今年の暑さには、奄美
出身の私にもこたえま
した。
やっと涼しくなり仕事
はしやすくなりました
が、反面、奄美への望
郷の念が沸き起こる今
日この頃です。

工事部係長　川添　誠

気付けば今年も残すところあと
３カ月、振り返ってみてもまだ
これと言う事は仕事でも私生活
でもなかったのでは？
平成22年が年始の期待のよう
な年になるように年末までまだ
まだ踏ん張るぞ！！

熱い夏もようやく終わり、
少し涼しくなってきました。
仕事もゴルフにも、集中力
が欠けることなく打ち込め
そうです。

工務課　元山　洋一

１０月４日より工事課の一員と
してお世話になっております、
東と申します。田舎者ゆえ、右
も左もわからずに文字通り右往
左往しております。みなさんの
ご教示をよろしくお願いします。

工事部工事課　東　孝
新参者の森田です。どうぞ宜しく
お願いします。とまどいながら与
えられた仕事を遂行してはや３ヶ
月が過ぎました。丸藤流？いろい
ろ覚える事が多くて！
いよいよ本番さあガンバルぞ！！

工事部工事課　森田　宗克

経理　岩井　美代子
先日京都の現場近くに
昭和初期に建てられた
と思われる立派な建物
がありました。手入れ
が行き届き、大切にさ
れているのがよくわか
り、ひきつけられる物
を感じました。
自分も長く人に喜んで
もらえる物を造りたい
ものです。

業務　松井　由理子
今年の夏は、本当に猛暑
で会社の樹木や草花が殆
ど全滅状態・・・残念！
何時になったら涼しくな
るのだろう？と思ってい
ましたが、少し朝晩涼し
くなり虫の声が聞こえて
来ました。チョッと安
心・・・・！夏の疲れが出な
いよう、頑張りたいと思
います。

小惑星イトカワへの７
年間60億Ｋｍの旅の
末、地球に持ち帰った
カプセル「はやぶさ」
壮大だな～って事で、
詳しい知識はないんで
すが、一度見学に行っ
てみようと思います。

　当社社員教育として、この7月からセミナーを受講し始めました。
新入社員から社長まで80種類以上の講習があり、即実践できるノウハウを学んでいます。
ひとりひとり現場で活かせるよう努力致しますので、宜しくお願い致します。岩井　美代子

社員からの一言

丸 藤 ニュース

ニュース＆トピックス

戸建てリフォームの基礎知識
打樋　美博第一回

リフォームと建て替え、どちらか迷ったら？

リフォーム

のメリット

こんな場合は

建て替えを

戸建て住宅の場合のリフォームで気をつけるのは、法規制と建物の構造です。
思い描いているリフォームを実現する為に知っておきたい、戸建てリフォームに行う際の注意点とポイントをご紹介します。

　　リフォームなら、広さはそのままで内部を一部を一新できます。
　　リフォームなら、予算の範囲内でキッチンのみ・寝室のみなど段階的に施工が可能です。
　　工期も短期間ですみ、引越しや仮住まいのわずわらしさ（注）もありません。
　　　（注）ケースにより仮住まいが必要になる場合があります。
　　思い出深い住まいが残せます。

地盤が悪く、家屋が傾いている場合
土台や柱がシロアリに侵食されている場合
地震に弱い束基礎（昭和40年代以前の建物に多い）の場合
全面改修でリフォーム工事費が新築よりも高額になる場合。
　（ただし、建て替えの場合は、工事費プラス解体費、2度の引越し費用、仮住まい費がかかる点に注意）

丸藤サマーフェスタ2010
第2回

松井　由理子 のご報告

丸藤通信
秋号 Vol.6

　去る、8月 29日（日）。この日の豊中は全国一の暑さでした。
この記録を上回る猛暑の中、「第 2回丸藤サマーフェスタ」が開催されました。

　コンセプトは昨年と同様「地域の皆様の御愛顧に感謝」「夏休みの思い出」でしたが、
2回目というのは集客予想・出店案も難しいもので、昨年の反省点も考慮しながら、
終わるまではずっと期待と不安で一杯でしたが、今年も心配をよそに、210名の来
場者で大盛況の中、幕を閉じました。

　今年は、弊社の得意先である、大阪トヨタ自動車㈱空港店の店長様も「プリウス」
と「エスティマ」の展示会として参加して下さり、予想以上の盛り上がりを実感しま
した。暑い中本当に感謝しています。
又、パン販売に協力して下さった、「みもすパン工房」も弊社のお得意様で、販売し
て頂いた 3種類のカレーパン（竹炭カレーパン等）はとても好評でした。スッキリ
とした辛さが絶妙に美味しくて、個人的にもまた食べたい！と思いました。デパート
等で良く出店しているそうなので、チェックしておこうと思っています。
木工教室、IHクッキングヒーターの実演や、フリーマーケット、左官体験やスーパー
ボールすくい等、、、
暑過ぎる中、ご来場頂きました皆様方、ありがとうございました！
最後になりましたが、ご協力頂いた協賛店舗の皆様、又応援して下さった方々、本当
にありがとうございました！！
又、来年も出来る事を信じて一年を過ごしたいと思います。

・  暑い中、地域の為に有難うございます。（Ｕ様）

・  皆様が親身になって対応してくれてよかった。（Ｓ様）

・  皆さん話しやすくて良かったです（Ｉ様）

・  物を作る体験が出来てよかった。（Ｎ様）

・  子供達が毎年楽しみにしているので、来年もやって欲しい。（Ｎ様）

・  アットホームな感じが良かったです。（Ｍ様）

・  近所で、子供達も楽しみにしていたので毎年やって欲しい。（Ｓ様）

・  左官体験で体に安全な物を教わりました。（Ｍ様）

・  普段子供が体験する事のない木工工作があり、楽しんで参加しました。（Ｋ様）

・  会社と社員さんが協力してイベントを行う企業を評価したい。（Y様）

　他多数のご意見・ご感想をありがとうございました。 プライバシー保護の為、顔にモザイク処理を
施してあります。ご了承下さい。

ご来場下さった方々の御意見を一部紹介させて頂きます。（抜粋）

建築基準法の建ぺい率・容積率の規制が建築当時より厳しくなっていた場合、今よりも小さい家屋になることがあります。

以上のことを考慮し、戸建リフォームの計画をしましょう。



山本　康博餘部鉄橋を訪ねて　

リフォーム情報

　明治45年12月に開通した、長さ310ｍ・高さ41.5ｍ・11基の橋脚・23連の橋桁を持つ「鋼
製トレッスル橋」が平成22年7月16日で役目を終え、新しくコンクリート製の「エクストラドー
ズPC橋」に架け替えられ、平成22年8月12日より運行再開されました。

架け替えられる前の6月6日に見に行ってきました。
餘部駅側は、ホームの反対側に新しいレールが敷いてあり、後はレールの接続を待つのみでしたが、
鉄橋の東側はすぐトンネルとなっており、どのようにレールを接続するのかと接続方法を考えていた
ところ、偶然に工事関係者の人に話が聞
けました。東側のトンネル出口での接続の
為、旧橋梁を一部撤去して、新たなPC製
の橋桁（長さ93m、S字カーブになって
いる）を4m横移動し、真ん中の新橋脚を
中心として反時計周りに5度回転して接続
することがわかりました。（橋桁移動回転工法
と言うそうです。）

1ヶ月くらいかかるとの事でした。
使用されていた鉄材はアメリカから輸入されたもので、98年の風雨に耐えた鋼
材は、成分等研究材料になるようです。

　第２２回高松宮殿下記念世界文化賞
の建築部門で建築家の伊藤豊雄（とよ
お）さんが受賞され、記念講演会を行
われました。そこで今回は少しだけ伊
藤豊雄氏を紹介します。
　東京大学工学部を卒業し、菊竹清訓
設計事務所に勤めた後に独立されまし
た。代表作には「せんだいメディアテー
ク」「風の塔」等多数あります。次第に
構造上でも実験的で、なおかつ官能的
な外観、内部空間を有する作風に移っ
ていきました。2006年には大立英国
建築家協会よりゴールドメダルを受賞
し、世界でも重要な建築家の一人とみ
なされつつあります。現在、多摩美術
大学客員教授をされており、69歳です。

　当社では、毎朝社員が順番に
会社周辺の道路清掃、及び玄関
周りの水撒きを担当し行ってい
ます。

地域の人にご迷惑を掛けない様、
少しでも綺麗な環境作りに協力
していきたいと思っています！

　今回は岩井文彦建築研究所をご紹介します。2002年に個人事務所を開設されました。2003年に

はヨーロッパ１３カ国、2010年にはアジア１２カ国を設計の勉強のため旅行されるなど、大変熱心

に設計業務をされています。

設計のコンセプトは

「住み手、発注者の立場に立ち、同じ目線で同じように考え、かつ同時に設計者・技術者と
しての目線でPROJECTを統括すること、あらゆる側面から物事を大きく捉え、いかに
住み手、発注者に安心と喜びを感じていただけるかを常に考え設計活動を行う。また技術、
発想を蓄積しそれを有効に使い、社会に対しても何が出来るか常に考えて行動する。」

とされています。

　現在当社では、岩井文彦建築研究所様が設計されました木造３階建ての住宅を建築させて頂いてい

ます。完成したらまたご報告いたします。

武内　信也岩井文彦建築研究所紹介
　６月末に竣工したマンションリフォームをご紹介致します。

今回のリフォームは住みながらの全面改装です。５月１０日に着

工しましたので、約２ヶ月の工期がかかりました。

既存の仕上げをほとんど撤去し、間取りも大幅に変更しました。

今回のリフォームのテーマは、「健康と安全」をテーマに、床の

段差をなくし、建具に引き戸を多用することにより、動線をスムー

ズにし、部屋の使い勝手を工夫出来るようにしました。

また内装仕上げについては、ちいさなお孫さんが遊びに来ても安

心出来る様、安全を意識して、自然素材を出来るだけ使うように

心がけました。住みながらの工事ということで、お施主様も、工

事する側も大変な工事となりましたが、お互い協力し合って無事

完成しました。

今回の現場は、お施主様の理解がなければ出来なかった現場だと

思います。会社を信頼してくださって、かなり自由に工事をさせ

て頂きました。本当に感謝しています。ありがとうございました。

　

建築ニュース 堀　勝美

鈴木　淳

現場紹介 堀　勝美

あまるべ   てっきょう

アイランド型のキッチンを配置し、広々としたリビングになりました

両サイドに引き分けると、リビングと一体になる和室 市松模様のデザインの下駄箱 和室の建具を開けた状態

工　事
着工前

工　事
着工後

丸藤建設の取り組み


