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丸藤建設株式会社
代表取締役社長 藤野 茂安

平成 2 5 年の初春を迎え、新年明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になり、有難う御座いました。
本年もどうぞよろしくお願い致します。
元旦は大変穏やかな年明けを迎え、皆様方もそれぞれの思いと期待
で新年を迎えられたと思います。
昨年は辰年という事で経済の上昇を期待し、1月〜 4月迄は少し良く
なっていたようですが、それ以降不景気感が漂いました。
12 月に入り、気分的に景気上昇感が広がりましたが本物なのでしょ
うか？
弊社も今年の 6 月より第 50 期に突入します。これもひとえに皆様方の温かい御協力と御指導の賜
物と厚く御礼申し上げます。
昨年は、「全社員 1 人 1 人が同じ目標を共有できる会社づくり」の第 1 章「各自の自覚、責任感、
実行力の養成」に力を入れてきましたが、 今年は第 2 章として「めざすは会社の健全経営とそこ
に働く人達（家族）の幸せの実現」をテーマとします。
そのためにも、「お客様に喜びを与える仕事、お客様から喜びを与えられる
（褒められる）仕事」を
目指して努力していきます。
今年も全社員一丸となって頑張りますので、どうぞ御支援の程宜しくお願い致します。
最後に、皆様方の御健康と御多幸を祈念致しまして、私の年頭の挨拶とさせていただきます。

2 013年の挑戦・試み

統括部長

昨年は、世界的に政権交代があった一年でした。
韓国では、初の女性大統領、米国はオバマ大統領の再当
選、日本は、自民党が再び政権を握ることになりました。
今年は巳年です！
蛇は脱皮をすることから「復活と再生」を意味するとも
言われています。
２０１３年は、年始早々景気の上昇もあり、期待できる年になりそうです。
丸藤建設としては、昨年と同様「品質向上」をテーマとします。
これは昨年やり遂げならなかった事、問題になった事を見直し、今年一年で、
更なる品質向上に努め、皆様に貢献するとともに、確実な仕事をしていきたい
と思っております。
社員一同が、同じ方向を向き、一丸となって「信頼される丸藤作り」に取り組
みます。

藤野 茂生

第三回丸藤・GP会が開催されました

大坪

美湖

１月１6 日に「第三回丸藤ＧＰ会」が千里阪急ホテルにて開催されました。
当日は、協力会社 69 社、71名の方に参加していただき、当社社員と合わせて合計 85 名の盛大なＧＰ会
となりました。第一部【安全協力会】として、当社社員紹介の後、次のように進行されました。
１．経理・業務よりのお知らせ
２．丸藤建設の安全基本ルール
３．ルームクリエイターの紹介
４．事故・クレーム報告
５．安全に関する事前アンケート結果報告
６．安全ビデオ鑑賞
７．評価表について
８．協力業者表彰
９．安全宣言
みなさん熱心に聞いておられ、約 15 分間の安全ビデオも真剣なまなざしでご覧になっておられました。
みんなで安全に対する意識を高め、有意義な1時間を過ごせたように思います。なお今回は、（株）
サンヨー、
(有) 誠光 の 2 社が表彰されました。
第一部終了後、第二部【新年互礼会・懇親会】が催され、当社社長より「今年は巳年なので、巳（身）を引
き締めて、やって巳（み）、頑張って巳（み）、の気持ちで取り組んでいきましょう」、との挨拶がありました。
表彰を受けられました（株）
サンヨーの宮様に乾杯の音頭を取っていただいた後、「ケンゾーじいさんと介護
ヘルパーズ」？というバンドの生演奏に耳を傾けながらの飲食・歓談となりました。途中当社の社員2人が
「 明日があるさ 」を丸藤バージョンの替え歌で歌ったり、何人か檀上に上がって歌ったりと、ステージと客席
とが一体となり終始和やかで楽しい雰囲気の会食となりました。
第四回に向けて、より一層充実させるべく社員一同新たな気持ちで、「安全」・「仕事」に取り組んでいき
たいと思います。今回、事前に取らせていただいた安全に関するアンケートにも、協力会社の皆様には積極
的にご協力いただきましたことを、この場を借りて深く御礼申し上げます。

社員の初夢
企画部部長

統括部長

工事部次長

あけましておめでとうございます。
30 年ほど前に富士山に登りました。
しんどい ことだけが記憶にあり
ます。もう一度チャレンジしたくな
りました。まず体力をつけることか
ら始めます。

昨年と同様、今年も初夢は見れま
せんでした。
2013 年、30 代最後の年を最高
な一年にしたいと思います。

初夢は報告出来る程しっかり記憶がなく、ホラー映画のような最近では
あまり見たことが無い恐怖体験の夢でした。妻に｢初夢みた？｣と聞かれ
｢ 幽霊みたいのが出てきてあまり良い夢でなかったわ ｣と答えると
｢やっぱり｣ ．．．。どういう意味のやっぱりかは聞きませんでしたが現実
は良い一年になりますよう夢を持って頑張ります。

営業部課長

工事部課長

工事部工事課

工事部工事課

今年の初夢は、家族みんなで旅行
をすることです。
子供も大きくなってきて、親と行
動を共にするのが嫌になる前に、
頑張っていってみたいです。

今年の阪神タイガースは、西岡、
福留の加入と、何よりの目玉は新
人の藤波投手です。
優勝めざして、出来るだけ甲子園
球場に応援に参加出来る様に、頑
張ります。

この年初めは大晦日から風邪をこ
じらし寝正月となりましたが、そ
のおかげと申しますか？自宅で
ゆっくりと家族と過ごすことが出
ました。
昨年は家族とゆっくり過ごす時間
が少なかったので非常に良い年明
けのスタートとなりました。
（笑笑福）

あけましておめでとうございます。
巳年ということで、今年は一皮むけ
た男に成れるよう、いつも全力で積
極的にチャレンジする精神で頑張り
ます。

工事部工事課

工事部工事課

工事部工事課

どこか遠くの南の島・・・
棕櫚の木陰でハンモック
に揺られてウクレレをポ
ロン♪ポロン♪

明けましておめでとうございます。
今年の夢は、昨年結婚しましたので
新婚旅行へ。
そして、両親に孫を見せてあげたい
です。

あけましておめでとうございます。
初夢は、残念ながら大晦日お酒を飲
み熟睡していて覚えていません。今
年の夢は、家族で海外旅行に行き、
リフレッシュしたいです。海外旅行
に行く資金がありませんが・・・。

山本

武内

康博

信也

藤野

川添

工事部工事課

梅田

正彦

紀之

藤原

誠

今村

新年あけましておめでとうございます。初夢
はみることもなくお正月は過ぎました。今年
の目標は昨年末より始めた禁煙継続です。外
来禁煙のおかげで大したストレスなくやめら
れています。仕事同様、頑張りたいと思いま
す。今年もよろしくお願いいたします。

木戸

茂生

憲一

浩史

三ツ橋

雄大

工事部工務課リーダー

工事部工務課

経理担当

明けましておめでとうございます。
私の夢は、いつも同じでキャンピ
ングカーで気ままに日本中を旅す
る事です。宝くじに当たる初夢も
かなわず・残念！
でも、いつかかなえたい夢です。

今年の初夢は、嫁さんが三つ子を妊
娠した夢でした。
さすがに、11 人家族は多すぎて夢
を見ている最中から冷や汗をかいて
いたようです。9 人の子供・・・
いくら何でも多すぎです。

明けましておめでとう御座
います。初夢は、ぐっすり
眠っていて見ていませんが
今年の夢は、仕事もプライ
ベートも充実した 1 年に
したいと思います。

田村

浩昭

岸本

清治

岩井

洲鎌

美代子

小野

徹

栄己

業務担当

大坪

美湖

新年明けましておめでとうございます。今年の
初夢は、1月9 日に竣工式が行われたトヨタ藤
井寺店の夢でした。2013年の幕開けにふさわ
しい夢だったように思います。
2月、3 月に長男の高校受験が控えており、親の
方が緊張してますが、次の通信の時にはいいご
報告が出来ることを期待しております。

現場紹介
リフォーム情報

ビフォー・アフター
洲鎌

子供部屋を二部屋と、衣裳部屋・物置スペースが欲しいというご依頼で、ゴルフレッ

大阪トヨタ自動車（株） 藤井寺店竣工
武内

徹

スン場として使用していたフロアのリフォーム工事をしました。子供部屋はどちらも 9 畳

信也

程度あり、間口一間半のクローゼットを設けました。床はフローリング、天井・壁はク
ロス仕上げです。

以前秋号の現場だよりで報告させていただきました、大阪トヨタ自動車
（株）
藤井寺店

元々、大きな窓があり晴れた日は部屋全体が明るく感じられます。衣装コーナーは約

の大規模リニューアル工事が、
平成 25 年1月9日無事に竣工式を行う事が出来ました。

6 畳のスペースを確保しました。内装仕上げは子供部屋と同様です。

正直 8月の盆明けからの本格的スタートで、整備工場棟・ショールーム棟・オフィス棟
と、3 棟の建築・そして外構工事と、非常にタイトな工程だったと思います。

物置スペースは予算面での調整で内装仕上げをせず、石膏ボードの素地仕上げとしまし
外観（国道側）

た。各部屋の建具 ・ フローリング材の色をお好みで選択していただいたので、 部屋に

工事の途中には雨も多く、私自身、最悪部

よって印象が異なる仕上がりとなりました。

分竣工もと内心考えておりましたが、大阪
トヨタ様はじめ、設計事務所様・協力業者様、
そして、丸藤社員と協力して頂き、何とか
オープンを迎えることが出来ました。皆様
本当にありがとうございました。
新年早々感謝しております。今年1年、この
気持ちが継続しますように頑張ります。
テクノショップ

丸藤建設の取り組み

藤原

ショールーム

丸 藤 広 場

浩史

私共は毎週月曜日の朝礼で、経営理念の唱和とモチベーションアップの読上げを行なっております。
本日はその中の一つ「出来ない病にかかってない？」をご紹介させて頂きます。

年末年始にかけて。

出来ない病にかかっていない？

川添

人がいないからできない
設備や商品がないからできない
予算がないからできない
時間がないからできない

どうすれば出来るか、知恵を出すのがあなたの仕事

誠

昨年12 月 30 日から本年 1 月 1 日にかけて、

雄大

正月早々、滋賀の実家では雪が降り、あっという間

と積雪２０㎝！！ホワイトにも程があると思うのです
が・・・
大阪では３㎝積もれば、大雪といい電車が止まり、事
バンバン走るし、電車も雪を蹴散らして走ります。不

無事報告を済ませて大阪に向かって帰る途中で、

紀之

Xmas は、もちろんホワイトクリスマスになり、なん

に報告をする為、愛媛県の愛南町へ車で向かいま
した。

」

大阪に慣れた私には寒さの厳しい正月になりました。

故多発。長浜で３㎝は積もったうちに入らない。車も

淡路島サービスエリアで昼食をとりました。そこ
でレストランに入り、たこ御膳を食べましたが、
品でございました。

木戸

三ツ橋

昨年 8 月に父親が亡くなり、その故郷の実家の墓

非常にそのたこが美味しく、且つやわらかくて絶

建築ニュース

大雪

に１０㎝ 程積もってしまいました。

週初めに社員一同大きな声を出し、己の魂を奮い立たせ身を引締めて仕事に取り掛かります。

「

After

Before

便なのは、電車のドアが自動で開かない事。自分でボ
タンを押して開けて乗る。乗ったら自分で閉める。こ
れ常識！昨年は 60㎝積もってしまい、今年は何㎝積もるのやら・・・。

初出（初詣・ボーリング大会）

岩井

美代子

明けましておめでとう御座います。

特に「たこめし」は一押しでした。皆様が淡路島

1月5日の初出の日は、社長の「年頭の挨拶」、社員

に立ち寄る際は、是非ご賞味下さいませ。

の「宣誓」、全員で「乾杯」のあと、当社の氏神様、
春日神社へ初詣に行き、1年間の安全祈願、商売繁盛
のご祈祷をして頂きました。

新年明けましておめでとう御座います。
昨年からあちこちの現場で職人さんの人手不足をよく耳にします。長く続いた不景気による専門業者の廃業や団塊の世代の熟練工の定年、
復興事業への人員補充など様々な要因が言われています。
ご発注頂いた工事を工期内に、尚且つ素晴らしい仕上がりでお引き渡しする事は建築屋の原点であり当り前の事です。
その為に早目の声掛けによる専門職の確保は勿論の事、事前準備の充実や施工計画での工法の簡素化など、社員→組織→会社が一丸となっ
てこの状況を打破していかなければならないと考えております。

初詣の後は、会議を行い 1年間の目標（仕事・
プライベート）を各自発表しました。
会議後、ボーリング大会へ繰り出します。
今年は、みのおスパーガーデンにある T・TBOWL
みのおに行き、社員一同和気藹々とボーリング
を楽しみました。

