
　長く暑い夏が過ぎ、港町神戸にもようやく海風の心地良

い季節がやってきました。昼下がりの三宮を歩いていると、

時折遠くから船の汽笛が聞こえてきます。街角にはジャズ

が流れ、行き交う人々もどことなく洗練され、ここがファッ

ションの聖地であった事を再認識させてくれます。

　そんなお洒落なセンター街の中心に、今回弊社が「客用

トイレのリニューアル施工」させていただきました「三宮

VIVRE」があります。

古くから、特に若い人達のカジュアルファッションや音楽

情報を発信し続けてきたこのビルも、トイレだけは当時の

設備のままでした。

　そこで今回は、２F・４F・７Fの各フロアーファッショ

ンテーマに合わせてのデザインコンセプトを基にトイレの

施工させていただきました。

訪れたお客様に「これ、本当にトイレ？」と思っていただ

けるぐらい感動していただけると幸いです。（笑）
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企画部部長
山本　康博
秋といえば、柿、栗、松茸が思い浮かびます。
最近松茸食べてないなあ・・・。
さて、一番好きな食べ物はズバリ、オムライ
スです。最近はアレンジされたものが多いで
すが、昔ながらの卵にケチャップがかかって
いるのが最高ですよ。

やっぱり「お肉」です。
分厚い牛肉をレアで焼いた
ステーキがたまりません。
それと、赤ワインも・・・（笑）

専務取締役
藤野　茂生
一年前から肉体改造し始め、肉、魚、鶏等
のタンパク質が豊富な食べ物が好きです。
健康の為にも、これからも食事管理を続け
ていきたいと思います。

工事部係長
藤原　浩史
私の好きな食べ物は、焼肉と串
カツとラーメンです。
これを腹いっぱい食べる為に、
ジムに通って体をいじめています。
いつまでも食べたい物を食べら
れる人生を送りたいものです。

工事部工事課
林　賢太郎

工事部工事課
岡﨑　洋己

工事部次長
武内　信也

秋と言えば栗ご飯ですね。
今年もお腹いっぱい食べて、体
力をつけて、元気に頑張りたい
と思います。

工事部主任
今村　憲一

好きな食べ物って、基本好き
嫌いがないのでこれってない
んですが、一つ挙げてと言わ
れると、よく食べる牛丼ですね。
安いし、時間がない時にすぐ
食べられるし、ってとこかな。

工事部工事課
川端　智浩

好きな食べ物という訳ではないですが、馬
路村のポン酢が大好きで、カツオのたたき
や、餃子・サラダ等にかけて食べるのが大
好きです。

お寿司も捨てがたいんですが、
ローストビーフが一番好きです。
赤身のお肉が食べやすく（年の
せいか？）、赤ワインをベースに
したソースが好みで、美味しく
食べています。

工事部工事課
津田　徹
お刺身です。
新鮮なお魚は最高です。
今の時期はさんま・カツオ・ス
ルメイカなどですね。いっぱい
食べて元気な体作りをしたいと
思います。

好きな食べ物と言えば、とんか
つ、焼肉、カレー、焼魚など色々
あり、基本雑食なのでほとんど
の食べ物が好きなのですが、
やっぱり一番好きな物は白いご
飯ですね。
何を食べても、ご飯と一緒に食
べないと気が済まないかな？と。

工事部工事課
三浦　年也

私の好きな食べ物は、亡き母の
カレーライスです。
その当時はお肉が無く、代りに
ちくわが入っていました。今は
懐かしく、時折ちくわ入りのカ
レーが無性に食べたくなります。

工事部工務課リーダー
田村　浩昭

経理担当
岩井　美代子
好きな食べ物と言えば、甲殻
類が大好きです。
これから冬に向けて、何と言っ
ても「カニ鍋」でしょう！
今年の冬も日本海へ、カニを
食べに行くぞー !!

業務担当
大坪　美湖

工事部工務課
岸本　清治

食欲の秋です。
好きな食べ物について一言

岩井  美代子
　平素より大変お世話になっています、東京海上日動ファシリティーズ株式会社様が主催する、協力会社との懇
親会「大阪なごみ会　ボーリング大会」に8月5日（水）淀川区のイーグルボウルで、弊社社長と担当者計 5名で
参加させて頂きました。
たくさんの協力会社が参加し、賑やかに 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、会食の途中でボーリング大会の表彰があ
りました。弊社のメンバーの津田が見事 10 位内に入賞しました。
　今回初めて参加させて頂き、電話でしかお話しした事がないご担当者様と、
お会い出来て良かったと思います。
このような会を設けて頂き、東京海上日動ファシリティーズ株式会社様にこの
場をお借りしお礼を申し上げます。

　日頃は格別な御引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
2016年1月から「マイナンバー制度」が始まります。
皆様対応、準備等はいかがでしょうか？
様々なメリット、デメリットが予測されそうです。
　景気の方は、中国の景気の落ち込みにより株価が不安定なとこ
ろもありますが、私共の建築業界は忙しい所とそうでない所と二
極化しているようですので、勝ち組に入れるように頑張ります。
早いもので 2015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。

好きな食べ物がありすぎて1つ
に絞られません！ただ、寒くな
るこの季節はあったかい「おで
ん」がいいですね。
よ～く味がしゅんだ大根や卵、
牛すじ、餅巾着が好きです。
ほっこりと心まで温まります。

牡蠣ですね。こないだ牡蠣の
食べ放題に行ってきましたが、
そんなにたくさん食べるもの
でないことに気が付きました。
酢ガキ・生ガキ・ゆでガキ・
焼ガキ・カキフライ・・・
もーいりませーん。

イオン大日店　活性化工事 三浦　年也

　去る 8/18 ～ 9/18、昼夜を通してイオン大日店の活性化工事を行いました。
主な内容は、食品売場を約 120坪程拡張する工事で、冷ケースの配管ピット新設（約 100m）、
及び暗渠新設工事（約 60m）が全体の 70％、あとは間仕切新設及び床の仕上げ（530㎡）でした。
私が今まで経験した中でも 1位、2位に入る位のかなりのタイトな工期でした。工事の途中には本当に間に合うの
だろうかと思った事もありましたが、各協力業者の皆様の日夜に亘る甚大なるご協力の下、無事予定通り完成させ
ることが出来、オープン時には久々に達成感を味わいました。また、イオン大日店の店長様をはじめ、イオンディ
ライトの方々には、ご協力・ご助言をいただき、本当に助かりました。有難うございました。

新入社員の隅田です。緊張の毎日
ですが早く業務に慣れ、貢献出来
る様頑張ります。好きな食べ物は
野菜全般です。娘の名前も好きが
講じて「菜」と名付けました。肉や
魚ももちろん大好きですが、やは
り美味しいお酒が無いと・・・笑

工事部工事課
隅田　哲司



　いつも取引をいただき有難うございます。
丸藤建設株式会社様とは、昭和３８年初代の丸藤建鉄工業社長様より、親切な
ご指導をいただきながら５０年、半世紀の間、変わらない御引立てありがとう
ございます。
弊社も６０年の経験と技術を磨き、機械設備の充実を行い、ステンレス、アルミ、
鋼板のパネル加工、及びドア、サッシュの建築金物の製作に専念し、優良な製
品を今後ともお届けいたします。
丸藤協力会の方々には色々とお世話になりありがとうございます。

リフォーム情報

　弊社では今年の５月に、社内の照明を全て LED化しました。
LED化にしてから約４ヵ月になりますが、大幅な電力消費の節約に繋がって
おります。昨今の省エネ化が叫ばれる中、少しでも社会に貢献出来ますように、
これからも省エネ活動に取り組んで参りたいと思います。

丸藤ニュース 藤原  浩史

建築豆知識 「上棟式」 武内  信也

奥藤　道範

会社住所　大阪市城東区森之宮２－２－２

　梅田のど真ん中、阪急うめだ本店の屋上広場にある「うめはんビアガーデンマルシェ」で行いました。

心地よい風の中ライブが繰り広げられ、会場を盛り上げてくれ、充実した屋台フードに大変満足でした。

その中でも名物「ワンレッグローストチキン」は特に美味しく、ビールやお酒が止まりませんでした。

その後の2次会では、今村主任が設計施工した大阪駅前

第4ビルの個室喫茶「エッジ」にお邪魔をしました。

喫茶と言ってもアルコールもおいてあり、個室なので周

りの目を気にすることもなく楽しめました。

その後は、それぞれ夜の街に消えていきました。

　「上棟式」とは、新しい家への祝福と共に、職人達へのねぎらいと今後の工事の無事完成を祈願する儀式です。
建前、棟上げともいいます。
本来は神主を招いて行う儀式でしたが、現在では、棟梁が代理として執り行うのが一般的なようです。地鎮祭と
同様に吉日を選んで行うことが多くなっています。
最近は車で来る職人がほとんどですから、現場での飲食は少なくなり、簡素化される傾向にあるようです。実際
には、参加者に折詰と清酒の小瓶などを渡すことが多くなっています。
上棟式は、建て方の後、棟木をあげるときに行います。棟木は、屋根の一番高いところに取りつける横木のこと
です。建て方とは、基礎コンクリートに据えつけた土台の上に柱を建て、梁や桁などを載せながら骨組を組み立
てていく作業です。
　家の形が建ちあがっていく様子を実感できる貴重な体験です。建築中の建物の近くを歩いている時、一度見て
みてください。何かやっているかもしれません。

私は、毎朝６か条を読み現場に向かっています。
特に、報告・連絡・相談＝「報連相」は、どんな状況であれ「報連相」が出来れば、
一歩一歩自分的に前に進み解決へと進める気がします。

林  賢太郎丸藤建設の取り組み

① 報告・連絡・相談はしっかりと！
② 明るく　笑顔で大きな声であいさつを！
③ クレームだけでなく、良い情報をたくさん共有しよう！
④ 他の批判や評論より、まずは自分や自部門を見直そう！
⑤ 人の成功を素直に喜ぼう！ 嫉妬や噂話はご法度！
⑥ 助け合い、感謝、励ましの言葉を、まず自分から表現しよう！

　この７月に長期休暇をもらい、家族旅行でグアムへ行ってきました。
親の方は初めてではなかったのですが、子供二人が飛行機に乗るのも海外も
初めてで、行く前からテンションが上がりっぱなしでした。
グアムで色んな事をしたいんだろうなあと思っていましたが、実際行ってみ
るとプールと海で泳ぐぐらいしかしてなくて、子供にとっては、家族でどこ
かに行くというだけで、日本
に居てる時と同じ気持ちなん
だと思いました。
　天気は良くはなかったので
すが、楽しかったです。また
行きたいですね。

　今回初めてユーザー車検に挑戦しました。
なんやわけわからん間にお金を払い、自賠責
に入り、ラインにのってわずか10分。
あっという間でした。

川端  智浩

大坪  美湖

三浦  年也

お手をする猫

ユーザー車検

家族旅行

　近くに住む友人が、「うちのネコちゃんはエサをあ
げる時、お座りが出来るねん。」と言うのを聞いてか
ら、よその猫に出来てうちの猫に出来ないわけがな
い、犬に出来て猫に出来ないわけがない、絶対にお
手も出来るはずだと一念発起。
　我が家には3匹猫がいま
すが、そのうちの1匹が当
時子猫だったので、根気よ
くお手とおかわりをやり続
け、成猫になる頃には立派
にお手とおかわりが出来る
ようになりました。
紙面では動画をお見せ出来
ないのが残念です！
本当ですよ！

丸 藤 広　 場

協力会社紹介 おくとう産業株式会社 様

恒例のビアガーデン 津田  徹


