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挨拶
日頃は格別な御引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
毎年行っていたサマーフェスタですが、今年は準備の都合上開催しません
でした。また開催する際は、皆様何卒御協力の程宜しく御願い致します。
景気の方は、増税後個人消費が低迷しているようです。政府は「想定内」
と言っておりますが、少し景気に陰りがあるように思われます。それと同
時に、最近になっての急激な円安が今後どのような影響を与えるか心配で
す。
早いもので 2014年もあと残り３ヶ月となりましたが、社員一同、より一層
これからも気を引き締めて頑張っていきたいと思いますので、宜しく御願
い致します。

「なごみ会」
ボーリング大会参加

大坪

美湖

平素より大変お世話になっている東京海上日動ファシリティーズ株式会社様が協力会社との懇親を目的として恒例で催しさ
れている、「大阪なごみ会 ボーリング大会」に 8 月 6 日（水）弊社社長と担当者計4 名で参加させていただきました。
淀川区のイーグルボウルで行われたボーリングは、それぞれストライクやスペアが決まるたびに歓声が上がり、ハイタッチ
したりして和やかに 2 ゲームを楽しみました。
ボーリングの後は懇親会会食に移りました。なごみ会の会長を努めさせていただいております弊社社長藤野より、最初に挨拶
があり、会食の途中でボーリング大会の表彰がありました。
私個人のスコアは、ストライクが出たものの100 まで届かないダメスコアで完全な傍観
者でしたが、弊社課長武内が 4 回連続ストライクを出し、見事 5 位に入賞しました。
私は今回初めて参加させていただいたのですが、いつもは電話でしかお話ししたこと
がないご担当者様が、想像通りの柔らかいお人柄であったり、また想像以上に喋りやす
い方であったりと、やはり直接お会いすることで一層懇親を深めることが出来たように
思います。
このような会を設けていただいた東京海上日動ファシリティーズ株式会社様にこの場を
借りて改めてお礼を申し上げます。

社員からの一言
専務取締役 藤野 茂生

専務取締役

藤野

あともう少しで、３０代生活が終わ
ります（笑）
４０代スタートに向けて色々と準備
していきます（笑）

「協栄会」にて表彰される

企画部部長

工事部課長

工事部課長

先日まで暑い暑いと思っていたの
が、一気に涼しくなり朝晩は寒い
くらいになってきました。
モミジの名所を散策し、秋を満喫
したいと思っています。
食べ過ぎに注意し、風邪をひかな
いように気を付けます。

秋になり朝夕だんだん寒くなって
きました。食欲の秋ですが、子供
と食事をしてもまだまだ私の方が
食欲大・・・。
もっともっと親父の分も食べる勢
い で 沢 山 食 べ て、私 の 肥 満 に ス
トップをかけて欲しいものです。

我が阪神タイガースは、クライマッ
クスシリーズに向かって着々と準
備をしている段階でございます。
クライマックスを勝ち取り、日本
シリーズにも優勝し、美味しいお
酒を飲み、頭からそのお酒をかぶ
り、久しぶりの優勝を味わいたく
思っている今日この頃です。

山本

茂生

康博

武内

信也

川添

去る 7月10日、帝国ホテル大阪にて「協栄会」
（大阪トヨタ自動車（株）様とお取引のある協力会社 22社との
懇親会）の第11 回総会が開催されました。
その席上、平成 21年より行われています車両紹介コンテストにおきまして、大阪トヨタ自動車（株）代表
取締役西山均様より、昨年の50台表彰に引き続き、75 台表彰（一番乗り）を受けました。
わが社創業以来53年の永きに渡りお取引をさせていただき、大変お世話になっております大阪トヨタ自動
車（株）様のお役に立てることが出来、大変喜ばしく思っております。
これもひとえに車両の購入、並びにご紹介を頂きました皆様方、及び弊社協力会社様のお蔭と厚く御礼申し
上げます。
一日も早く100 台を達成したいと思っております。
今後共、車両紹介よろしくお願い致します。

工事部主任

藤原

工事部工事課

浩史

今村

私も 10 月で 40 歳になります。
早いもので丸藤建設に入社してこ
の夏で丸十年が過ぎました。
次の十年を見据え、頭も肉体も魂
も鍛え続け、まだまだいろんな事
に日々挑戦し続けて参ります。
さあ、そろそろやるぞ！

憲一

普段の運動不足を補う為に色んな
事に挑戦します。でも私が無理な
く続けられるのは結局通勤時の
ウォーキングのみ。
最近はせめて距離だけでも伸ば
そうと一駅か二駅手前で電車を降
りて歩くのですが結果のほどは・・・
（笑）

工事部工事課

川端

誠

工事部工事課

智浩

岡﨑

洋己

入社して１年を迎えました。
１年の間に体調を崩したり、仕事
で色々失敗したりもしました。
まだまだ手探り状態で毎日仕事を
している状態です。
この先、体調を整え仕事でのミス
をなくし、日々の仕事に取り組も
うと思っています。

入社半年も過ぎ食欲の秋が来まし
たが、私の場合、寒くなると逆に
食欲減退になります。
お弁当の量も少なくなり、これを
機にダイエットに励みます・・？

工事部工事課

工事部工務課リーダー

工事部工務課

工事部工務課

はじめまして。入社して早 2ヶ月
が経ち大好きな暑い夏が終わりま
した。
丸藤の人間関係にもなれ、これか
らは色々な人、色々な現場を見て
沢山の事を学んでいきたいと思い
ます。よろしくお願い致します。

こんにちは。今年のプロ野球も終
盤になりました。
阪神は現在３位ですが、ＣＳで優
勝し、日本一を目指して日々応援
をしております。あきらめずに頑
張ります。

めっきり涼しくなり、夜も過ごしやす
くなりましたね。
子供の運動会も今年は小学校だけなの
で忙しさはありませんが、三人分のビ
デオ撮影は結構大変です。その為にも
体力をつける為おいしい秋の味覚を堪
能しています。

仕事がうまくいったり、嬉しいこと
が起こる度に喜びに浸りますが、そ
こで油断して過信や錯覚をしてしま
わず、もし失敗した時は意気消沈せ
ず原因を真剣に探り、その悔しさを
長く心に留めて精進すれば必ず良い
結果につながるように思います。

津田

田村

徹

浩昭

岸本

清治

霜倉

英一

日頃、大変お世話になっております。
協栄会リーダー企業として、会員各社の先頭を走っていただ

業務担当

もう夜になると鈴虫の鳴き声が聞こえてきました。
食欲の秋、2kg の減量に成功したけど又増えてしまう様な
気がします。今年の夏は、ゲリラ豪雨で天災に見舞われ悲
しい夏でした。
土砂崩れで亡くなられた方々のご冥福をお祈り致します。

先日、高校の同窓会の案内が届き、早速 LINEで連絡を取り
ました。アメリカに住む友人が時差の関係で真夜中に会話
に入ってきて、大いに盛り上がりました。
LINE ってすごいですね。25 年ぶりに会う皆がどんな風に
なっているのやら・・・今から楽しみです。

岩井

いておりますこと、感謝申し上げます。

大阪トヨタ自動車株式会社
代表取締役 西山 均

経理担当

写真左：大阪トヨタ自動車
（株） 西山社長 殿
写真右：丸藤建設（株） 藤野社長

美代子

大坪

美湖

協力会社紹介

株式会社 サンヨー様

株式会社サンヨーと申します。
防水・床・シール工事を専門とする経歴３５年の施工会社です。
ベテラン職人集団で、技術向上に切磋琢磨しております。
丸藤建設様には、約１５年の御付き合いをさせて頂いております。
夜間工事・難題工事を、社員の皆様の御協力により、施工完了させて
頂いております。

建築ニュース

ドライブレコーダー全車取付

川端

智浩

この度、トヨタ部品大阪共販株式会社様のご協力により、当社の社用車全車にドライブレコー
ダーを取り付けました。
ここ最近、交通事故があっても過失の割合が問題になることが多く、事故の瞬間やその前後の記
憶も時間が経つにつれて薄れていき、思い出せなくなってしまいます。また、事故の時に気を失っ
てしまうこともあり得ることだと思います。ドライブレコーダーで事故の瞬間を映像として正確
に残せるので、車に付けるのは大変良い事だと思います。出来ることなら事故に遭わないよう、

「ありがとうの感謝の心」で日々努めてまいります。
今後共、どうぞ宜しくお願い致します。

株式会社サンヨー
代表取締役 平石

日頃から安全運転を心掛けていこうと思います。

恒例のビアガーデン

勉

大坪

美湖

夏と言えばビール！やってきました毎年恒例のビアガーデン！

丸藤建設の取り組み

ということで、今年は 7 月 29 日（火）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。

岡﨑

洋己

・清潔感ある身なりを心掛ける
・お客様との時間は、必ず厳守する
｢

営業マナー７カ条

｣

週末はとても混むとのことで、敢えて平日、しかもサンバやダンス・お笑い芸人などが登場するステージ
イベントのある曜日を避けたのですが、それでもテーブルは大勢の人で埋め尽くされていました。
千里阪急ホテルはバイキング形式で、ローストビーフや小龍包、目の前で揚げてくれる串カツ等々、ここ
には書ききれない程お料理が大変充実しています。

・携帯電話は切るか、マナーモードにする

調子に乗ってちょっと取り過ぎたりもしてお腹がパンパンになりました。

・訪問先のトイレを使うことは厳禁

私はビールが苦手なので梅酒やチューハイを飲みますが、仕事が終わってからの一杯は最高ですね！

・明るく・元気に・気持ち良い挨拶をする

プールに飛び込む人はさすがにいませんが、気分はすっかり南国気分？でした。

・営業日報は、毎日提出する
・できる限り、直帰はしない

丸 藤 広 場

7 か条のマナーは勿論ですが、この中でも私は特に、ポジティブに自信のある表現（挨拶）をして心身（清潔感）を整えることを
心掛けています。
そうすることで、自身のモチベーションアップにもつながり、日々の仕事の行動にも生かされるように思います。

建築豆知識

武内

信也

一級建築士と一級建築施工管理技士とは？
建築士は、建物の設計をする（意匠設計）・構造計算をする（構造設計）・建築設備設計をする、等をおこなうことが法的に認め
られており、施主の代理人として、行政に建築確認許可申請等の手続きをすることが出来、同時に設計図どおりに施工がなされ
ているのかを客観的に評価し、問題があれば修正方法も含めて具体的な指示を出す等々の業務をやる資格があります ( 設計事務
所が多いです )。
建築施工管理技士は、建物の設計業務を法的にできる資格ではなく、建築士が設計した建物を設計どおりに工事をおこなうよう
に管理する業務を担っています。
主に、品質管理・原価管理・工程管理・安全管理・環境管理（負荷低減）の５項目を担います。
設計者（施主）・行政・外注業者（職人さんも含め）・近隣居住者等々の人達の間に入り諸々を調整した
りして工事の進捗を進めていく業務をやることができる資格です（ゼネコン工事業者が多いです。）

金沢旅行

岩井

美代子

8 月に友達10 人で金沢へ1泊 2日で遊びに行きました。
千里浜でバーベキューをして天然温泉「ゆ華」でお風呂に入り、
金沢 21世紀美術館に行き兼六園を観光しました。
兼六園は一度訪れた事があったので懐かしい感じで、美術館は表
現豊かで理解しにくい部分も有りましたが、スケールの大きさに
はビックリしました。
夜は、地元の友達行きつけの店で魚三昧と地酒を堪能し、ヘロヘ
ロになりながら金沢地蔵まつりへ行き、バーをはしご・・・
翌日は加賀百万石祈願所の妙立寺、人呼んで「忍者寺｣へ行き、お
昼には地魚を出してくれる
お寿司屋さんへ。
地元では｢さわら｣は｢カジキ
マグロ｣のことだそうです。
その足で魚市場へ行き、買い
物し帰路に付きました。
とても充実した2日間でした。

椎茸は肉？

津田

徹

連休休みに椎茸狩り＆鮎つかみに行ってきました。
大人も子供も無邪気にたくさん椎茸を採り、鮎つかみをして
その場でバーベキューをしたのですが、採りたてのめっちゃ
でかい椎茸の味は肉！！でした。おいしい食べ物とおいしい
ビールは最高です。（おこちゃまはジュース）
そして、たくさんの仲間と
子供達と自然を満喫し、い
い休日を過ごす事ができま
した。

