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第一回丸藤・GP会が開催されました

山本

康博

第四回
ニュース＆トピックス

美博

前回はマンションリフォームに関する構造体・共用部分について説明しましたので、今回は水廻りリフォームについて説明します。
キッチンリフォーム 同じ位置でのキッチンの変更は容易にできますが、キッチンを移動する場合は、配管スペースを確保する必要が
あり、排煙ダクトの位置の変更は難しい場合があるので、注意が必要です。
配管の状況は施工図などで事前に確認しましょう。又、今人気の IH クッキングヒーターですが、
ガス器具からの取替えは可能ですが、200V の電圧が必要となり、電気の契約アンペア数を
増やす必要が出てきます。ただしマンションの全体容量によっては制限がある為、
管理規約の確認が必要です。
トイレ・洗面
浴室のリフォーム

去る 3 月 9 日に、｢第一回丸藤 GP 会」が、豊中のホテルアイボリー

打樋

にて開催されました。
当日は、協力会社 60 社、64 名の方が参加され、当社社員と合わせ

キッチンと同じように、同じ位置での機器の取替えは可能ですが、位置を移動する場合は、
排水管や排気ダクトの位置の変更に注意が必要です。
排水の勾配がとれず水の流れが悪くなったり、排気がうまくいかなかったりといった問題がでてくる可能性が
あるからです。古いマンションで図面が無い場合は、解体時のチェックが必要です。
以上のことを考慮し、マンションリフォームの計画をしましょう。

て 82 名となり、予想を上回る盛大な GP 会となりました。

社員からの一言

初めに藤野社長より、「 丸藤 GP 会とは 」、「 協力会社と当社の関係
は 」、「 GOODPARTNER として取り組んで行きたいこと 」、「 今般
の経済状況が芳しくない中、お互いに知恵を出し合うこと 」等の趣旨

企画部部長

説明と挨拶がありました。参加者全員の、自己紹介の後、
【第一部（勉
強会）】として

丸藤建設が取り組んでいることを皆さんに知ってい

ただくことを主眼に、次のように進行されました。

１、経理・業務よりのお願いと、決め事の確認・説明
契約、請求書、支払い等

社長挨拶

第一工事課

2、丸藤通信の紹介
3、得意先の取引状況の紹介
お得意先の特色及び取引状況の紹介

休憩

康博

鈴木

淳

〜

第二工事課

藤原

浩史

先日、長男が１歳の誕生日を迎
えました。いろいろな苦楽があ
り、改めて家族の大切さ有難さ
を感じた今日この頃です。

4、丸藤建設の現場のルール説明
巡回、自主検査、社内検査、現場の決め事、モラル等々

5、安全作業を目指して
「安全管理ガイドブック」による説明

約 2 時間にわたりましたが、 皆さん熱心に聴いておられ、 また質疑
応答では鋭い質問があり、真剣な様子が感じられました。

工務課
勉強会の様子

GP会の終わりには、弊社の創業以来の得意様であります、大阪トヨ
タ自動車株式会社様の営業担当の村上取締役様がわざわざ御出席くだ

第一工事課課長

岸本

清治

家族が体調を崩し大変な
事になりました。皆様も
体の異変を感じたら我慢
せずに病院に行きましょ
う。

藤野

茂生 第一工事課係長

春というのにこの異常な天気にい
ろいろな面で困ってます。
みなさんも困っている方がいると
思います。
早くいつもの様な春らしい春が来
てほしいです。

第一工事課

今年はどんな年になるのかと先
を考える事よりも、今出来る事
をまず考え、努力して行きたい
と思うのですが、 まだまだ
「なっていない」と思い考える
今日この頃です。

平成 21年より実施・年 3 回発行、お得意様にお届けしています。

〜

山本

丸藤建設に入社して早 1 年が過ぎまし
た。若手社員の教育を主眼に置き、社員
のレベルアップを引き続き目指します。
若葉が目にしみる気候になり、出かける
機会も増えそうです。今年は平城遷都
1300 年祭が古都奈良で開催されていま
す。何度か行ってみたいと思っています。

洲鎌

徹

第二工事課課長

３歳になった息子が今春から幼稚
園に通い始めました。ついこの間
まで赤ん坊だったのに・・・
月日が経つのは早いものですね。
息子の成長に負けないように頑張
ろうと思います。

第二工事課

打樋

梅本

保

大工一筋 45 年、丸藤
にお世話になって丸一
年、酒と演歌をこよな
く愛して 40 年、でも
女性には何年も愛され
ません。

美博

工務課

圓山

匡

お城や古い建物を見るの
が好きな私ですが、最近
会社近辺にも城跡を数箇
所発見。古い時代にひた
りに行ってみたいと思っ
ています。

さり、車両購入、並びに紹介のお願いがありました。

信也

木戸

紀之

今期こそはと意気込み、気が付けば 5 月
決算を前に、末脚の伸びが今ひとつです
が、残り一ヶ月もうひとふんばりと新期
への気合をこめて、
「よっしゃー！がんばるぞー！」

寒い時期もようやく終わり、また今年もゴ
ルフシーズンが到来しました。
仕事もゴルフも軸がぶれないように頑張っ
ていますが、ゴルフは力まず、仕事には力
いっぱい取り組みますので、宜しくお願い
します。

工務課

武内

4 月より長男も 6 年生です。毎週
日曜日には少年野球に子供と一緒に
行って、口だけは、がんばっており
ます。先日の健診でおなかの回りが
一段と大きくなってきた私です。今
年は体の方も動いてがんばって、お
なかを小さくしていきたいです。

第二工事課

藤井

達也

最近のマイブームはジブリ
jazz ver です。
Youtube にたくさんあります
ので是非！！
なかなか癒されます。

経理

岩井

美代子

第一工事課

堀

勝美

家族全員の携帯が iPhone
に変わりました。まだ全然
使いこなせませんが、ツイッ
ターを始めましたので、私
のつぶやきで良ければ、
haruru0723 でフォローお
願いします。

第二工事課係長

川添

工務課

元山

洋一

奄美出身の私の心配事は、沖縄の
基地問題です。
5 月末までに決着がつくとは思い
ませんが、どちらにせよ、自分が
生まれ育った自然が壊されるのは
良い気がしません。

当社の玄関先の草花、木々も少しず
つ芽がふくらみだし、花が咲き出し
ました。満開に咲き誇るのがとても
楽しみです。先日ご近所の方にお花
の名前を尋ねられ、お話しする機会
が有り、その時にお褒めのお言葉を
頂きました。とても嬉しかったです。

業務

松井

由理子

昨年花が終わった後に掘り
返さなかったチューリップ
とムスカリが、又色とりど
りで見事に咲きました。
忘れていた球根に生命の強
さと春の訪れを感じました。

その後は引き続き【懇親会】があり、乾杯を合図に参加者全員がなご
やかな雰囲気の中、飲食・歓談されていました。

丸 藤

中締めをもって無事終了となりました。

ニュース

今回は創立４６年で初めての開催であり、半年前にプロジェクトチー
ムを立ち上げ、計画準備をしてきましたが、手探り状態であり、また

松井

内容が不十分な部分があったかと思われますが、何とか無事に終わる

丸藤では恒例行事になったお花見が、就業後、社屋倉庫＋駐車場にて行われました。お花見と言っても、社屋内に桜はない
のですが、バーベキューでとても盛り上がりました。倉庫でのバーベキューは何度か行っているので、幹事の指示の元、買
ていて段取り良く進み、開催時も沢山の話題
で盛り上がり、和気あいあいとしていて、

とても楽しい時間になりました。お得意様から頂いた「もやし」も 、

ことが出来たと思っています。

丸藤の焼きそばシェフが上手に調理して、大変美味しく頂きました。

次回に向けて、内容の充実を図るとともに、社員一同新たな気持ちで

後になりましたが、この場をお借りして。

｢仕事｣ に、｢安全」に取り組んで参りますので、宜しくお願いいたし
ます。

由理子

去る 4 月 3 日（土）。

出し班・準備班等に分かれて、作業も手慣れ

懇親会の様子

「御馳走様でした。（社員一同）」

誠

阪神タイガースも前半まずまずの
スタート！
これからエンジン全開で快進撃と
行きたいですね！
私自信も空回りしないよう気を引
き締めて快進撃して参ります。

