
　ルームクリエータは、置くだけで理想の音場を創る厚さ２１ｍｍの画期的な、「調音材」
です。反射音の８５％を吸収するため生音がクリアに聞こえ、高い防音・遮音効果を生
むことで各業界から注目されています。
TV局やスタジオをはじめ、金融機関・医療施設・工場・一般オフィスにおける
『音の問題解決材』として導入され始めています。

　本来は理想の音場を作るために開発された商品ですので、コンサートホールや楽器関
係のお客様はもちろんのこと、最近では様々な用途に利用されています。

狭い室内では音が反射し、本来の音色を引き出す
ことはできません。広い周
波数に対応する調音性能で、
音楽ホール並みの広がりを
実現します。また近隣への
騒音を低減することができ
ます。

お年寄りや耳
の聞こえにく
い患者さんと
の会話が、驚
くほど聞き取
りやすくなり
ます。

反射音を吸収
することに
よって会話自
体は聞こえや
すくなり、周
囲への拡散を
防ぐことがで
きます。

営業部課長
武内　信也
まだまだ残暑厳しい毎日です。今
年の夏はカミナリが多く天気も非
常に変わりやすいし、雨はゲリラ
雨と、すごさ・怖さを感じました。
穏やかな秋になってほしいです。

企画部部長
山本　康博
あまりにも暑い日々が続きました
が、やっと涼しくなってきました。
体力向上に向けて、自転車、散歩
と体を動かそうと思います。
カメラ片手に、紅葉の秋を散策す
るつもりです。

工事部工務課
岸本　清治

わが阪神タイガースも来シーズン
に向かって、着々と準備が進んで
おります。若手のメンバーを中心
に走攻守揃ったメンバーで戦う方
針で、来季はトップを取りに行く
予定ですので、相変わらずの応援
を持続していきますので、よろし
くお願い申しあげます。

統括部長
藤野　茂生
夏が終わり、秋になろうとしていま
すが、まだもう少し暑さが残りそう
です。
暑さには強い方ですが、体調管理に
気をつけていきたいと思います。

工事部工事課
藤原　浩史
今年の暑い夏はスイカを食べま
くって乗り切りました。
いよいよ食欲の秋、まずはビール
と秋刀魚から
食後は大好きなピオーネがたまの
贅沢です。

工事部工事課
今村　憲一

工事部工事課
洲鎌　徹

工事部次長
木戸　紀之 

最近健康管理の為にクロスバイクに乗り始め
ました。体重減少もさることながら季節の移
ろいを直接肌で感じとれてオンもオフもポジ
ティブになれますね。

今年も､秋の足音が聞こえてきました。
例年のごとく、我が家では運動会が、
幼稚園、小・中学校、地区と４回あり
10月中の休みが半分潰れて大変です
が、子供の頑張っている姿・笑顔を見
ると心が癒されます。

工事部課長
川添　誠

早くも今年最後の丸藤通信なってし
まい　年頭の目標で掲げていました
体重６７㎏とゴルフ９０台がまだ達
成出来ていません。新春の一言では
笑顔の報告が出来ますように3ヶ月
頑張ります。

早いもので今年も三ヵ月半を残すと
ころとなりました。
現状に悩み、苦しんでいる時間は長
く感じますが、振り返ればあっとい
う間に過ぎ去ったという感覚が先に
立ちます。いつまでも初心を忘れず、
いつも明るく前向きに頑張りたいと
思います。

工事部工事課
梅田　正彦
今年の野球は最下位争いながらも争
えるだけ面白いです。
長い間最下位を維持し続けるのには
飽いてきました。
来年こそは野球も個人的にも飛躍の
年にしたいです。

暑い日も段々と和らぎ体の調子も
今のところ良く、仕事に、趣味に
と充実した日々をすごしたいと思
います。

入社して半年が経とうとしています。会社にも慣
れ、8月には入籍をしました。
大阪トヨタ藤井寺店も本格的に始動し、より一層
の気合を入れなければと感じています。

工事部工事課
三ツ橋　雄大

夏が過ぎようとしていますが、まだまだ暑い日
が続きますね。夏の疲れに気を付けて下さい。

工事部工事課
小野　栄己

経理担当
岩井　美代子
今年の夏も猛暑で、何とか乗り切る
事が出来ました。先日、秋の味覚あ
の松茸を頂き、早速焼き松茸にし、
香りを堪能致しました。
秋は短いですが、おいしい物を沢山
味わいたいと思います。

業務担当
大坪　美湖
はじめまして。6月に入社しました
大坪です。どうぞ宜しくお願い致し
ます。
引継ぎを受けて慌ただしく夏が過ぎ、
気が付いたら豊水梨の美味しい秋に
なっていました。
食べ過ぎないように気をつけたいと
思います。

社員からの一言

丸藤通信
秋号 Vol.12

ご挨拶
いつも丸藤通信を御愛読していただき有難うございます。
今年もサマーフェスタを開催致しましたが、ゲリラ豪雨のため途中中止とい
う結果に終わりました。たくさんの方々の御協賛と御協力本当に有難うご
ざいました。
私どもの業界も少し多忙になりつつあります。東日本の復旧工事の影響も
あるとは思いますが、資材不足・人手不足になりつつあります。
皆様方の方はいかがですか？
早いもので 2012 年も残すところ 3ヵ月となりました。今年前半は仕事もあ
まり忙しくなかったので、これから年末にかけて社員一同一致団結して目
標達成に向けて頑張ります。　

統括部長  藤野　茂生

その名は、ルームクリエータ
本当の音を聞いたことがありますか？ 音環境の問題解決！

防音材？遮音材？いいえ、「調音材」です。

こんな場面で活躍が期待されています。

銀行・会議室での
機密情報の漏れを防止！

自宅の天井や壁に
ピアノルームでの練習も気兼ねなく！病院の診察室に機密性を確保！

工事部工務課リーダー
田村　浩昭
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このたび当社では、世界初の調音材「ルームクリエータ」
の正規代理店として、販売する運びとなりました。
販売に先立ち、近く「ルームクリエータ体感・内覧会」
を開催する予定をしております。

お問い合わせ
正規代理店　丸藤建設株式会社　担当 藤野茂生

ルームクリエータ製造元：（株）ハウス 119（福岡市）
06-6854-7601

丸藤サマーフェスタ2012
第4回

岩井　美代子 のご報告

　8月18日（土）に、地域交流イベントのサマーフェスタを開催致しました。
協賛として大阪東信用金庫のバッジマシーン・大阪トヨタ自動車（株）の86展示試乗会・（株）
ハウス119 のルームクリエイタの展示体験・丸藤リフォーム相談会・木工教室・津の国屋・
屋台・フリーマーケット・鉄道模型の運動会・ガラガラ抽選会他を内容と致しました。

ガラガラ抽選会では、お子様が結構当りを出して大喜びをし、フリーマーケットは、野菜の
朝市と食器類を出品し、お母様が喜んで購入していました。屋台も、やきそばやアメリカン
ドック・かき氷がよく売れていました。午前中は大変良いお天気に恵まれたのですが、午後2時
頃から集中豪雨に見舞われ残念ながら中止となってしまいました。

今回は例年に比べて、日にち的にお盆明けすぐという原因で、来客数が少なく残念な結果と
成りました。中には毎年の恒例と楽しみに来て下さった方もおられましたので、今後もっと
工夫をし計画を練り直したいと反省致しました。



　我が社では毎週月曜日AM7時50分から朝礼を実施しており、その中で、モチベーションアップを図るために、下記の
項目を全員で読み上げております。
この中の、どれ一つが欠けても良い仕事とは言えません。私自分も、これまで気を心して仕事をやって来たつもりですが、
その結果はなかなか達成しておりません。反省・反省の連続ではありますが、これからも5つの気を心して、事に当たろう
と思っております。

いつも全力で
いつも明るく、前向きに
積極的にチャレンジを
あきらめずにコツコツと
どんな事でも意欲的に取り組む

本気
元気
勇気
根気
やる気

恒例のビアガーデン

　♪空に灯がつく通天閣に～♪
浪速のシンボル大阪の通天閣の入場者数が今年は東京ス
カイツリーに負けない勢いで急激に増加しているとの
事・・・。
よくパリのエッフェル塔を真似て作られたという話も聞
きますがかなり無理があると思いました。（笑）
やはり通天閣は通天閣。
おもちゃ箱をひっくりかえした様なとんでもなく楽しい
浪速の街にハデハデなネオンのイルミネーションで着
飾って聳え立つオンリーワンな存在感が素敵ですね。

丸藤建設の取り組み 川添　誠

大坪　美湖

建築ニュース 今村　憲一

仕事は５つの気が大事

　今年は新入社員3人の歓迎会を兼ねて、千里阪急ホテルのプール
サイドビアガーデンに行ってきました。
ホテルに到着したのが18：30頃とあって、すでに大勢の人で埋め
尽くされており、テーブル近くのビールのサーバーの前は長蛇の列
でした。
人の熱気も加わって、とても暑いプールサイ
ドでしたが、ローストビーフや生ハムなど、
沢山のバイキングメニューとビールを堪能し、
和やかで楽しい歓迎会となりました。
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　今年の６月に我が家に来た猫の「マリン」です。３ヶ月経った今
では、倍以上の大きさに育ってい
ます。家猫なのでストレスが溜
まっているようで、外ばかり眺め
ています。外に出してあげたいの
ですが家族の反対で出してあげれ
ません。このまま外の世界を知ら
ずに過ごして行くのは可哀想な気
がしますが。家族には、愛情いっ
ぱいで育てられています。

ニュース＆トピックス

　みなさん、短い夏のよい思い出は出来まし
たか？
夏祭り・浴衣・花火大会と夏の風物詩といえ
る場面が色々と頭を過りますが、どこからと
もなくぷーんっと忍び寄る蚊を退治する、蚊
取り線香も夏の風物詩のひとつと言えるで
しょう。
その蚊取り線香の灰皿を蚊遣器（かやりき）
と言います。よくブタさんのもの ( 蚊遣りブタ ) を目にすると思うの
ですが、最近では、かやりゾウ・かやりカエルなどいろいろなもの
が販売されているようです。今年の長い夏も終わりましたが、来年
の夏は新しい蚊遣り・・・を探してみるのも夏の思い出作りのひと
つになるのではと思います。
  

小野　栄己

木戸　紀之

洲鎌　徹

岡山での2泊3日

蚊遣器

マリン

　丸藤建設に入社して22年になりますが、先日初めての出張
で岡山市に 2 泊 3 日で行ってまいりました。建物調査の仕事
だったのですが、とにかく暑くて凍結飲料を持参して毎日汗
だくになって、持っていった着替えも最終日には底をついて
いました。
岡山は大阪より空気もきれいで、町並みも小奇麗なかんじで
中々好印象の町でした。繁華街での食事は初日の「うまずら」
専門店での刺身にはじまり、どの店に入っても美味しく、海
の幸も山の幸も大満足でした。
前職は年間の8 割が他県での仕事でしたので出張は懲りてい
ましたが、たまに遠方の仕事もいいものですね。
次は沖縄あたりが希望です。

　８月のお盆明けから大阪トヨタ自動車㈱　藤井寺店の大規模リニューアル工事に着手しました。
弊社としましては、２０１０年の十三店以来の大きな工事として、会社一同取り組んでおります。現在は建築工事の基礎
工事の真っ只中で、暑い毎日、職人さんたちや協力業者も体調に気を付け頑張っております。鉄筋工事・型枠工事とおこ
なっておりますが、現場風景の様子を写真にのせます。竣工は年末になると思いますが、現場で和気あいあいと工事が進み、
気持ち良い工事内容でオープンを迎えたいです。

丸 藤 広　 場

リフォーム情報現場だより

大阪トヨタ自動車（株）　藤井寺店新築工事

武内　信也

工場棟基礎配筋 工場棟基礎完了擁壁完了


