
営業部課長
武内　信也
子供が嫁さんと口喧嘩をしている
のを見ると、大きくなったなあと
ノンキに考えています。
しかし時々とばっちりがきます。
現在中学3年生の長男と小学5年
生の長女はどんどん体も心も成長
しています。負けないように・・・

企画部部長
山本　康博
２０２０年、東京オリンピック決定。
おめでとう。
招致メンバーのプレゼンテーション
には感動しました。久々に明るい
話題ですネ。自分も、若い人たち
に負けないよう体力維持に励みた
いと思います。

工事部工務課
岸本　清治

業務担当
大坪　美湖
読書の秋ですね。今、玉岡かおるの「銀のみち
一条」を読んでいます。この作家さんの「天涯
の船」「をんな紋」も私のお気に入りの本です。
興味のある方は是非読んでみてください。

我が阪神タイガースは、いよいよ
クライマックスシリーズで優勝する
為に進んでいる最中でございます。
クライマックスシリーズでは宿敵
のジャイアンツに連勝し、祝杯を
みんなで分かち合う予定でござい
ますので、よろしくお願い致します。

専務取締役
藤野　茂生
２０２０年、オリンピックが東京で開
催される事が決まり、７年後の事で
すが、色々な意味で、とても楽しみ
にしてます。

工事部主任
藤原　浩史
早いもので今年も残すところ３ヶ月
になりました。年始から始めた禁煙
はまだ継続中です。
このまま継続して来年にかけてダイ
エットに取り組む予定です。

工事部工事課
小野　栄己

工事部次長
木戸　紀之 

子供が野球を始めた影響で、野球のテレビ中継を見
るようになりました。今では阪神ファンになり、甲
子園にも４度、私以外の家族が見に行っています。
見に行く度にメガホンやユニホームなどを購入し、
テレビ中継でもメガホン片手に、各選手の応援歌を
歌いながら応援しています。子供が将来阪神の選手
になり応援される側になってくれたらと思います。

工事部工事課
今村　憲一
最近自転車トレーニングをサボって
いました。流石に今年の猛暑の中を
走るのは無謀と思っていたら体力も
ガタ落ち・・・。だからでしょうか？
こんな私でも「風邪」なる高尚なる
ものになりました。（笑）

今年も運動会の季節がやっていました。
小さな子供達が一生懸命走ったり演技したりする
のを見ると目頭が熱くなります。
13年間通い続けた幼稚園の運動会もこれで最後と
思うと感慨深いものがあります。
小学校はあと6年間ありますが・・・。

工事部課長
川添　誠

暑かった夏もやっと終りが見えて朝
晩がかなり涼しくなってきました。
天気予報ではまだまだ残暑があるそ
うで , もうひと頑張りしないといけ
ないようです。皆さまも夏の疲れが
出ませんように。実りの秋を迎えて
下さい。

今年のプロ野球シーズンも残りわずかとなりま
した。
我が阪神はリーグ優勝は無理な状態となり残す
ところクライマックスに賭けたいと思います。
日本シリーズ優勝に向けてがんばるぞ。

食欲の秋・・・最近出てきた自分
のオナカを眺めながら、悩む今日
この頃。
自分のオナカより早く嫁のオナカ
が大きくなればいいのになぁ。

工事部工事課
三ツ橋　雄大

経理担当
岩井　美代子
暑い夏も終わり、何と無く秋の気配が感じられ
る様になりました。先日から検討していた携帯
電話。息子に｢パカパカ携帯で良いやん !!｣と言
われ続けていましたが、やっとスマートフォン
にする事が出来ました。けれども最初の設定は、
やはり息子頼り･･･息子からの一言、「操作の勉
強しなさいよ !!」ですって。確かに･･･

工事部工務課
霜倉　英一
入社してもうはや三ヶ月になりました。今年の夏は
とても暑くって持つかなと思いました。それも乗り
越えて頑張ってきたつもりです。皆さんとはだいぶ
んなれました。まだまだわからないところがありま
すが、先輩に教わりながら頑張っていきたいと思い
ます。

社員からの一言

丸藤通信
秋号 Vol.15

挨拶

二度目のオリンピック

　気候も少し秋めいてまいりました。
日頃は格別なるお引立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。
　この通信が皆様方のお手元に届く頃には、おそらく消費税の増税が決まってい
るのではないかと思います。
　景気の方も少し上向きになり、東京オリンピック開催も決定し、ムード的には
良くなっておりますが、実質的にはまだまだの様な気もします。この時期の増税
がどういう影響を与えるか皆様方の意見もまちまちだと思いますが、一時的に駆
け込み需要がある事は間違いないと思われます。現実に我々の業界も職人不足が
起こっております。
　オリンピック開催を勝ち取り、国民に夢と希望を与えた「ALL　JAPAN」の精神
を「ALL　Marufuji」に置き換え、社員一同頑張っていきたいと思います。

専務取締役  藤野　茂生

工事部工務課リーダー
田村　浩昭
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地盤調査とは？ 武内　信也

　あれはたしか私が可愛い？（多分・・・笑）小学生の頃だった。
巷ではオリンピックが東京で開催される話題でもちきりだった。
「オリンピックて何やろ・・・。」
「あほやなぁ～世界中の人が集まってする大運動会みたいなもんや。」
とそこに適当な返事をする母がいました。そして我が家にも嬉しい一大事件が発生しまし
た。そうです！我が家にもカラーテレビなるものがやって来たのです。
「オリンピックをカラーテレビで観よう！」という宣伝文句まで流行しました。
私にとってはオリンピックが開催されるよりも実はその事のほうが嬉しかったように思い
ました。でも実際オリンピックの中継が始まるとやはり凄かった。
「カッコエエナァ～」
特にオリンピックのマラソンで裸足のランナーで有名なエチオピアのアベベ・ビキラが見事
42,195kmを走りきり優勝したのを見ました。
そのあくる日から私が淀川の堤防を走り出したのは言うまでもありません。（笑）
あの頃の日本は、オリンピックも高度経済成長の追い風になり、夢と活気に溢れていました。
東海道新幹線や名神高速道路の開通も丁度その頃だったような気がします。多分・・・（笑）

　２０２０年の東京オリンピック開催決定もこれからの日本経済発展の起爆剤になるよう
期待したいと思います。

今村　憲一

リフォーム情報 三ツ橋　雄大

大阪トヨタ自動車株式会社　天王寺店
門型洗車機導入計画工事

　大阪トヨタ自動車（株）天王寺店のお盆休みから、工事を始めておりました門型洗車機導入計画
工事。9月 24 日に洗車機を設置し、無事工事を終えることができました。
営業中での工事でしたので、杉本店長・島谷副店長をはじめ、店舗スタッフの皆様にご協力を頂き
まして、スムーズに作業を進めることが出来ました。ありがとうございました。
　工事は、定休日の火曜日をメインにコンクリート打設・鉄骨組み立て・設備工事等、営業に支障
のある作業を行ないました。
火曜日は堂々と。営業中は営業所に迷惑がかからないように作業をさせて頂きました。
　建築工事は火曜日毎で約１ヶ月かかりましたが、主役の洗車機は１日で設置完了。これからは
お客様へのサービス向上に役立つでしょう。

　写真はボーリング調査を行っているところです。
これは、地盤の地質調査をすることですが、建物の規模により、さまざまなもののうちの一つです。まず
最初に近隣の地盤データーをみて、この付近はどういった地盤かの仮検討をいたします。(軟弱地盤か硬
質地盤・支持層はどうなっているのか等 )そのあと実際の調査に入るわけです。現在はほとんどの建物を
新築するときにデーターを作成して構造設計の方と話を進めていき、杭工法や柱状改良・表層改良等を選
定して構造設計に反映していきます。当然見積り金額にも反映してきます。目に見えない所にこんなに掛
かるのと思うときもあります。
でも建物の地盤はしっかりしたものにしたい。街で見かけたら地盤調査しているのだなと少し気にかけて
みてください。そのあとには何か建物が建つと思いますよ。



　自分では判っているつもりでもついつい疎かになってしまっています。
特にマイナーな報告は後になりがちです。本当はそんな報告こそ速やかにするべきなのでしようね。
努力します。

　建築の構造について一般的なお話です。

日本の建築物の主な構造は、木造（W）・鉄骨造（S）・鉄筋コンクリート造（RC）になります。

コストでみてみるとW→S→RCの順で高額になります。

強度では、W→S→RCで強くなります。木造の良いところは温かさがあり、素材が生きている為、

四季のある日本の気候に順応して、湿気や乾燥にも対応してくれます。

又、高額な建設費の中では比較的安価で、加工も自由に出来ます。耐震対策や補強工事を施して

いないと強度面は他と比べると多少下まわります。

鉄骨造は、構造体が粘り強く強度も高いので、高層にも対応可能です。工期も比較的早く上がり

ますが、鉄ですので錆は好みません。振動があると意外と揺れるのも特徴です。

鉄筋コンクリート造は高額ですが、圧縮に強いコンクリートと引っ張りに強い鉄筋の組み合わせ

ですのでかなり強固です。但し、工期は乾燥期間が必要な為一番かかります。湿気により結露が

生じてカビの発生が問題になることも結構あります。

　基本的にはこのような感じですが、日々新しい建材や工法の進化で改良されて、どれも高品質

に変わっていってます。それぞれの良い所、悪い所を知っていると建築する上でのポイントや工

夫する部分が多少なりとも解り役立つかもしれませんね。

・報告しないのは仕事をしないのと同じ
・「忙しそう・・・」という遠慮はダメ、上司は報告を待っている
・「後で報告しよう」はダメ、いつも明るく前向きに
・「ダラダラ報告」はダメ、結論を先にわかりやすく
・「自分の言いたいことだけ」はダメ、関心の高いことに重点を置く
・「報告しているつもり」はダメ、自分で十分と思う２倍の報告をする

建築豆知識

丸藤建設の取り組み 今村　憲一

木戸　紀之

建築ニュース 大阪フェスティバルホール 川添　誠

報告するのはあなたの義務｢
｣

　1958年4月3日に旧ホールが開館され、2008年末に閉館（約50年間使用）、2009年3月2日に
解体工事が着工され2013年4月3日に2代目ホールが開館されました。
建設工事の特徴として、

恒例のビアガーデン 大坪　美湖

   毎年恒例のビアガーデンですが、今年はいつもと違う所でと十三の「ビアカーニバル｣
に行ってきました。
8月1日（木）、平日なので人の混雑もなくゆったりとしていました。
真ん中に丸いステージがあり、可愛くてスタイル抜群のバドガールのお姉さん達と、コ
ント赤信号の小宮似の外国人の歌手の歌と踊りのショーを見ながら、焼肉やお料理をい
ただきました。
隣の席の若者グループは盛り上がってステージの前で踊ったりしていましたが、平均年
齢47.4 歳の丸藤社員はそれを静かに眺め、穏やかに談笑してビールを飲み、最後だけ
は元気良く一本締めで御開きとなりました。

   8月25日（日）に予定していたサマーフェスタですが、朝から土砂降りの雨・・・。
豊中市では朝7時の段階で大雨警報も出ていたため、残念ながら今年のサマー
フェスタは中止となりました。
この日の為に準備していただいた協賛の大阪トヨタ自動車（株）、大阪東信用金庫
の皆様、並びに豊中小売商業団体連合会、各協賛店舗の皆様には、この場を借
りて改めて御礼申し上げます。有難うございました。
また機会がありましたら、ご協力のほど宜しくお願い致します。

⑤ 当ホールは、床・側壁・天井の全てを二重とする浮構造＋防振ゴムを挟み込み外部からの振動を
　完全遮断した。
⑥ 中之島という地の利を活かした河川水利用の空調システム、二酸化炭素の発生を抑制する技術も
　タワー全体にわたって導入されている

　いよいよ、音楽の秋でもあり、フェスティバルホールに行かれた際は、こういう事も頭の片隅に
あれば、ホールで楽しめるのではないでしょうか。

① 初代当ホールと同等規模の座席数2700を確保

② ホールの上に超高層オフィス積み上げる

③ 高層階の荷重をホール外周部に伝達させる（巨大トラス）

④ オフィスフロアとなる中層・高層階との境界に免震層を設ける

第 5回サマーフェスタ中止のご報告

　いよいよ読書の秋ですね。
人生に教科書があるならば、まさ
にこの一冊ではないでしょうか？

岩井　美代子

藤原　浩史

山本　康博

たまごまるごとプリン

教科書

　淡路島北坂養鶏場の｢たまごまるごとプリン｣を知っていますか？
テレビで紹介されていたのですが、たまごの殻をむくとプリンの
様に固まっていてシロップをかけて食べるそうです。醤油をかけ
ても美味しいそうです。私は一度食べてみたいと思っていますが、
少し高価な為、検討中です。　　

マンホール
　ある日、散策中に道路のマンホールのデザインが市町村によって違うことを発見しました。
よく見てみると市の特徴を表した図柄になっています。街の中心部ではカラーのものがあります。
散歩、買い物、旅行など行かれた時など気を付けてマンホールを見つけてください。
新しい発見があるかもしれません。見たことありますか？

丸 藤 広　 場

豊中市　マチカネワニ 箕面市 滝　もみじ

伊丹市　白鳥 宝塚市　すみれ 尼崎市　トンボ メダカ 池田市　山鳩 サツキ 大阪市 中之島　大阪城 大阪市　大阪城

吹田市　太陽の塔 岸和田　岸和田城 川西市　りんどう 西宮市 酒蔵　甲子園 茨木市 市章　バラ


