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第四回丸藤ＧＰ会が開催されました
大坪

美湖

１月１6 日に「第四回丸藤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 78 名の方に参加していただき、弊社社員と合わせて合計 93 名、今回は初参加
の協力会社が 11 社もありました。第一部【安全協力会】として、弊社社員紹介の後、次のように
進行されました。

１．
２．
３．
４．
５．
６．

年頭挨拶
平成２６年（２０１４年）新年を迎え、明けましておめでとう御座います。
皆様方には昨年ひとかたならぬ御支援を頂き、有難う御座いました。
今年も宜しくお願い致します。
昨年はアベノミクスで始まり、アベノミクスで終わったと言っても過言ではありません。株高・円安が一段
と進み、景気上昇ムードに拍車をかけております。又一方では東京オリンピック、パラリンピックの開催決定、
富士山の世界遺産登録、ユニセフ無形文化遺産に「和食」が認定され、「JAPAN」が世界に発信をした年で
もありました。
年明けも引続き景況感は増しておりますが、４月には消費税増税も控えておりますので、
景気にどのような影響を与えるのか不透明です。今年こそ、アベノミクスの真価が問わ
れるのではないでしょうか。
昨年、国民に夢と希望を与えるオリンピックの開催が東京に決定しました。オリンピック
は色の違う五つの輪（五大陸）がスポーツを通じて一つの鎖となり、 絆となる大イベント
であります。そして昨年の一年を表す漢字は「輪」でした。
私共の今年のテーマは、この五輪にあやかり、仕事を受注する「営業」、予算内、工期内、
そしてお客様に喜んでいただける仕事をする「工事」、営業・工事を側面よりサポート
する「企画」、社員が安心して働ける環境を作る「経理」「業務」、それらの五つの輪が
一つの鎖で結ばれるよう一致団結を目指して頑張る所存であります。
どうか皆様方の温かい御支援、御協力をお願いすると共に、皆様方の今年一年の御健康
と御多幸を祈念致しまして、私の新年の挨拶とさせて頂きます。

丸藤建設株式会社
代表取締役社長 藤野 茂安

グループディスカッションでは、10 班に分かれてそれぞれ自己紹介後、
①現場でのヒヤリハット ②安全で気を付けていること
この 2 点のテーマについて話し合ってまとめていただき、班毎に発表していただきました。各班
から沢山の活発な意見が出て、皆様の日頃の安全に対する意識を窺い知る事が出来ました。今後
の安全活動に生かしていきたいと思います。貴重なご意見を有難うございました。
安全表彰は今回、（株）カネコウシステム、（株）後藤電気 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】が催されました。
今回は大道芸人の Mr. オクチさんをゲストでお招きし、テーブルが宙を浮くイリュージョンマジッ
ク、無作為に選んだカードを当てる予言マジック、 弊社の藤原を檀上に上げ、 首に剣を突き刺す
マジックなど、楽しい話術でぐいぐい引き込まれていきました。 特に最後の、転がる筒の上にグ
ラスと板を置きその上に乗るアトラクションは見ている方も緊張感があり、見応えのある素晴らしい
パフォーマンスでした。
懇親会の最後に、弊社で結成したウクレレバンドの演奏で、前回同様「明日があるさ」の丸藤バー
ジョンの替え歌を、川添、藤原を中心に皆で歌いました。
実はこのウクレレバンド、趣味でギターを弾いている弊社今村が、ウクレレ初心者の岩井・大坪の
二人を厳しく
（？）指導し、約 2 か月間練習を行ったものでした。皆様のお耳にどのように届いた
でしょうか。

今年の抱負

専務取締役

昨年は、アベノミクス効果で景気が上向いた一年でした。
今年は、午年「甲午」の年です。
「甲」とは、かぶとやよろいを意味し、殻を脱ぎ新たな芽が出始める年であり、
また、物事の始まりを意味し、前の十年に通用していたものが通用しなくなる
事を表すそうです。
「午」には、激しく動いて抵抗する意味があるそうです。
ちなみに１８０年前の甲午の年は天保の改革、６０年前の甲午の年は昭和２９年 、
高度経済成長が始まった年でした。
２０１４年は新たな高度経済成長時代を招来するか楽しみです。
建設業界は、４月の増税による駆け込み受注などで忙しくなりそうです。
嬉しい反面、職人不足等で大変な事もあります。
２０１４年の丸藤建設は、新たな体制となり、社員一同が同じ方向を向き「更なる一致団結」し、協力業者含め、
今まで以上に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。

専務取締役

藤野 茂生

藤野

茂生

新年あけましておめでとうございます。
本年も宜しく御願い致します。年明け
から大変寒く厳しい天候が続いていま
す。 私も今年の10月で 40 歳 を迎え
ます。
（笑）体調には十分に気を遣って
いきたいと思います。（笑）
工事部課長

２０１４年 新しい年に向けて

経理・業務よりのお知らせ
丸藤建設の安全基本ルール
安全ビデオ鑑賞「実践！作業手順書の活かし方」
グループディスカッション
協力業者安全表彰
安全宣言

川添

誠

川端

智浩

新年あけましておめでとうございます。
入社して早 3 ヶ月が経ち、まだまだ
色々と覚えていかない事が多く大変
ですが、自身のスキルアップを図り
ながら覚えて行きたいと思います。

経理担当

岩井

山本

康博

あけましておめでとうございます。
この間、電車好きの 5 歳の孫と新
幹線の鳥飼基地を見に行きました。
モノレールから見る新幹線は見ご
たえがあり大喜びしていました。
今年も、健康第一で頑張ります。
工事部主任

我が阪神タイガ―スは今年から抑え
のエースを韓国からオ・スンファン、
打撃の方ではドミニカ共和国からマ
ウロ・ゴメスを獲得し、優勝確実と
なりました。
本年も出来る限り甲子園に足を運び、
しっかりと応援したいと思います。

工事部工事課

企画部部長

藤原

工事部次長

浩史

田村 浩昭
あけましておめでとうございます。
今年の抱負は願望のほうが強いで
すが、阪神タイガース優勝・日本
一、これに尽きます。健康管理も
そこそこ頑張りたいと思います。
本年も宜しくお願い致します。

美代子

新年初詣に家族で出かけた時ですが、参拝をする為に急な参道の階段を上
がるのに大変体力が衰えている事に気づきました。家族からは、ブーイン
グされ大変情けない思いをしましたので、今年の抱負は体力作りに力を入
れたいと思います。

紀之

工事部工事課

明けましておめでとうございます。
今年は年頭から息子が体調を崩し医療機関の
方に大変お世話になりました。
元日にもかかわらず、医師や看護師事務関係
の方々など途切れる事のない患者を懸命に診
察や手当をしておられる姿を拝見いたしまし
て、今年は私も少しでも何か人様のお役に立
てるような社会貢献ができるように、仕事や
プライベートでも心がけたいと思います。
工事部工務課リーダー

木戸

今村

憲一

いままでにやりたくても
できなかった事・・・。
つまらない言い訳をせず
に具体的にやってみる。
具体的に始めれば具体的
な答えもでてくるはず・
・
・。
先ずは一歩ずつ、から。

工事部工務課

岸本

大坪

信也

新年あけましておめでとうござい
ます。
正月は娘と二人で車で 7 時間かけ
て、里帰りをしてきました。
今年の抱負は会社も家庭も一致団
結できるように頑張りたいです。
工事部工事課

三ツ橋

雄大

明けましておめでとうございます。
本年も宜しく御願い致します。
今年は、仕事・プライベート共にス
キルアップを図り、飛躍の年にした
いと思います。

清治

昨年は､ 健康診断で再検査項目があり入院する
事になりました。
その時に思ったのが、健康が一番だと痛感しま
した。だから今年からは、良く食べ、良く働き、
良く寝る、を実践したいと思います。
まあ､食べ過ぎには注意したいと思いますが・・・。
業務担当

武内

工事部課長

あけましておめでとう御座います。
今年は様々な経験を通じて知識を
増やし自分自身が飛躍出来る年に
なるように精一杯頑張りたいと
思っています。

工事部工務課

霜倉

英一

重機の免許を取りたいで
す。とくにユンボの免許
です。
建物の基礎工事など、機
械を使って仕事がしたい
です。

美湖

明けましておめでとうございます。
いくら食べても太らなかった若かりし頃と違い、食べなくても痩せない
体になってしまいました。去年の暮れから始めたダイエットで、今年こ
そはベスト体重になるよう頑張ります。（ベスト体重は・・・秘密です）

結露についての豆知識

現場紹介
リフォーム情報
有限会社ライフハード
三ツ橋

武内

信也

内部結露とは
結露にはいろんな種類があります。今回は内部結露について少し話します。内部結

倉庫兼事務所新築工事

露とは、材料内部の温度が冷えることで材料中の空気の水蒸気が露となる現象です。
表面結露と違い見えない内部で結露が生じていますので、発見が遅れることも多々あ

雄大

ります。被害が大きくなると建物の劣化の原因となるので注意が必要です。内部結露
昨年１２月より着工しているこの現場は

には壁や屋根周り、床下・材料の接蝕する部分などが起こりやすい場所となります。

鉄骨造 3 階建の新築工事です。

少しお金がかかっても結露対策はしっかりと！

建具金物等の卸業をされている会社の事務

基礎型枠状況

所兼倉庫になります。
正月までに基礎を完了させ、１月８日に鉄
骨の建方を行ないました。

初出

現在は、1階土間 ・スラブのコンクリート

岩井

美代子

ボーリング大会及び新年会

1月 5 日は、
『 初出 』の日です。
社長の年頭の挨拶・社員の決意表明のあと、当社の氏神様で
ある春日神社に参拝し、1年の安全をご祈祷して頂きました。

を打設し外壁下地を取り付けています。
３月中旬の竣工を目指し、各協力業者の皆
さんと奮闘しております。

埋戻完了建方前状況

鉄骨建方完了

丸藤建設の取り組み

初出風景

木戸

新年会
ごはん家・七味で新年会を行いました。
ボウリング大会の結果発表に歓声が上がりました。

紀之

丸藤建設の今年の方向は一致団結です！
各自の考え方、心構えを共有して効率の良い質の高
い仕事をする為に10カ条を朝礼で唱和しています。

毎年恒例のボーリング大会
今年は新しくリニューアルされたアルゴボウルで行いました。
賞金が掛かっているので、皆さん真剣です。

仕事のつもり違い10ヵ条
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

多いつもりで少ないのが毎日の報告
少ないつもりで多いのがムダな残業
早いつもりで遅いのが次の段取り
遅いつもりで早いのが結果へのあきらめ
大きいつもりで小さいのが挨拶
小さいつもりで大きいのがおしゃべり
長いつもりで短いのが集中時間
短いつもりで長いのがダラダラ休憩
高いつもりで低いのが問題意識
低いつもりで高いのが会社への依存心

丸 藤 広 場

冬のイルミネーション

川端

智浩

我が家では、毎年１回は、家族で
イルミネーションを見に行っています。

相生の牡蠣
川添

昨年の１２月頭に京都亀岡のるり渓に
行ってきました。

誠

渋滞していて時間がかかるから止め

昨年の１２月から出張で相生に来ております。

かけましたが、大変綺麗で行ってよ

地元の方に名物を聞くと牡蠣だという事で海の駅

かったと思っています。これからも

で食べられるよ〜っと教えて頂き、食べて来ました。

続けようと思います。

店先で炭焼きしており1 個100 円でした。
身も大きく大変美味しかったです。
機会があればご賞味下さいませエ〜！

「永遠のゼロ」 今村

憲一

先日話題の映画「永遠のゼロ」を観てきました。

建築ニュース

内容自体は予想した通りの太平洋戦争の悲惨さを描いたストーリーでした。

藤原

浩史

我々の建設業界はここ数年、 長引く景気の低迷による専門業者の廃業や団塊世代の熟練工の定年、また若い世代の職方の成り手がお
らず専門業者の職方不足に悩まされる中、消費税増税前の建築ラッシュ・復興事業への人員補充・東京五輪開催に向けての建築ラッシュ
などにより、さらに追い打ちが掛り深刻な人材不足に直面し、非常に困難な状況下に置かれています。
しかしながら我々も不屈不撓の精神をもって社員・協力業者共に一丸となり、強固な組織を作り若手の育成にも努め何とかこの状況を
乗り越えなければならないと考えております。

「不況だ、生活が苦しい」といっても戦時中の事を思えば比較にもならないほど
平和な現代です。
しかし、はたして当時特攻隊を志願した若者が命を懸けて守ろうとしたのはこ
んな世の中だったんだろうかと時折疑問に思います・・・。
私も含めて時代はいつの間にか「生きること」の大切さを見失って目先の時流
に押し流されがちです。
今一度「このままでいいのか？」問いただしたく思いました。

