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年頭のご挨拶

2015年 新しい年に向けて

丸藤建設株式会社
代表取締役社長　藤野 茂安

専務取締役　藤野 茂生

　謹んで新春の御慶びを申し上げます。
寒さの厳しい年明けとなりましたが、皆様方には新たなる決意の下、新年を迎えられたことと存じ
ます。旧年中は格別の御愛顧を賜り、誠に有難う御座いました。
昨年を振り返れば、ＳＴＡＰ細胞、デング熱、様々な出来事が頭をよぎる中、痛みと共に自然災害

による惨事が思い出されます。被災された方々に一日も早く平穏な生活が戻り
ますように願うばかりです。
昨年一年を表す漢字は「税」でした。ＧＤＰのマイナス、個人消費の落ち込みが
原因で 10％の増税は延期になりましたが、やはり国民の関心は高かったよう
です。
　一方、スポーツ界での若い人達の活躍には心打たれるものがありました。
また、秋には 3名のノーベル物理学賞の受賞、と新しい年にも希望を持って歩
みだす「意気」をもらった気が致します。今年はどんな年になるか楽しみです。
最後になりましたが、皆様方には今年も元気で素晴らしい一年になりますよう
祈念を致しまして、年頭の挨拶とさせていただきます。

　昨年、増税前は駆け込み受注等で景気が良かったですが、その後
は個人消費も落ち、景気が下降気味だった様な気がしました。
弊社の方も昨年下半期は、例年に無い不況でした。
今年は、未年です。
未年は、群れを成すところから、「家族の安泰」「平和」をもたらす
縁起物だそうです。
2015 年は、皆様方々が安泰でこの一年を送れれば幸いです。

　さて建設業界は、相変わらず職人・人手不足であります。
東北の復興・東京オリンピック開催に向けての工事等で更に不足になってい
き、職人の単価・材料の値段も上がってきております。
丸藤建設は、昨年50周年でした。今年からまた、初心に帰り 100 周年に向け
て一から努力していき更なる発展、成長していきたいと思います。
2015年も協力業者含め、皆様に貢献するとともに信用ある確実な仕事をして
いきたいと思っております。

第五回　丸藤ＧＰ会開催されました
大坪　美湖

　1月23日（金）、帝国ホテル大阪に於いて第五回丸藤ＧＰ会が開催されました。
今回は、協力会社71社75名の方が参加され、当社社員と合わせて総勢90名の参加となりました。
第一部「安全協力会」として、社員紹介の後、次のように進行されました。

　今回は、昨年6月に50周年を迎えた当社の歩みを、先代社長の写真や過去の竣工写真などのスライドを
見ながら皆さんにご紹介させていただきました。長くお付き合いさせていただいている方の中には、懐かし
く感じられる写真もあったのでは。
　評価表を基に選出される安全表彰は、今回、共栄建装（株）、三喜（株）の2社が選ばれました。
グループディスカションは、「ＫＹ（危険予知）活動」についてそれぞれ話し合って頂きました。色んな業種
の方がおられるだけあって、様々な視点からＫＹ活動が行われており、参考になる貴重なご意見を聞かせて
いただくことが出来ました。次回の丸藤通信でまとめてご報告したいと思います。
休憩を挟んで第二部「新年互礼会・懇親会」が催され、弊社社長より今回のゲストである、大阪府議会議員 
大阪維新の会 中川隆弘議員と、テレビでおなじみの板東英二さんのお二人が紹介されました。
板東英二さんは皆さんご存知の通り、夏の甲子園第40回記念大会の準々決勝で奪三振83個という、一大
会通算奪三振最多記録保持者で、その記録は今も破られていません。（中日ドラゴンズ入団後プロ野球通算
成績は、77勝65敗 防御率2.89）現在は野球解説者、俳優業、タレントなど幅広く活躍されています。
ゆで卵好きのイメージがあった坂東さんですが、実はそんなにゆで卵を食べない！とか、長嶋茂雄さんとの
お話や、芸能人の方々との面白いエピソードなど、巧みな話術で会場が笑いに包まれました。3月に坂東さ
んの本が出版されるそうです。1冊1,300円だそうです。興味のある方はぜひお買い求めください。
ＧＰ会では今回初めて記念撮影をし、本当に楽しく和やかな会となりました。

1. 経理・業務よりの説明
2. 丸藤現場基本ルールの説明
3. 丸藤建設50周年
4. 評価表についての説明

5. 安全表彰
6. 安全宣言
7. 安全ビデオ鑑賞
8. グループディスカッション
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企画部部長
山本　康博
仕事　①現場の安全、品質の管理に重点を置き
　　　　指導する。
　　　②若手社員のスキルアップをはかる。
自分　①健康第一。まず歩くことから始める。
新しい年を迎え、新たな気分で取り組みます。
本年もよろしくお願いいたします。

自分のやりたかった事。
「本当にやれなかったから、できな
かったのか？」「本当はやらなかっ
たから、できなかったのか？」
今年は、その結果を出そうと思い
ます。

専務取締役
藤野　茂生
新年あけましておめでとうございます。旧年は公私に渡っ
て大変お世話になり、心より感謝申し上げます。本年も宜
しく御願い致します。
2015年は、新しい趣味を増やし、今まで経験していな
い事にチャレンジしていこうと思っております。また御報
告できたらと思っております。

工事部主任
藤原　浩史
私も今年は本厄を迎えました。
魂を磨き、心を高める為の尊い
「修行」。
日々の仕事を精魂込めて一生懸命に
行っていきたいと思います。合掌

工事部工事課
林　賢太郎

工事部工事課
岡﨑　洋己

工事部課長
武内　信也

初めまして。入社して2ヶ月になりま
した。日々現場で勉強し、毎日が新
しい事だらけです。まだまだ寒い日
が続きますが、寒さに負けず色々勉
強して学んでいきたいです。わから
ない事の方が沢山ありますが、これ
からもみなさん宜しくお願いします。

工事部工事課
今村　憲一

明けましておめでとうございます。
今年で５０歳になります。
昨年は体調を崩したりしたので、
健康に気を付けながら仕事を頑張り
たいと思います。

工事部工事課
川端　智浩

あけましておめでとうございます。
年齢も４０歳半ばに差掛ります。
頭も体も固くならないように柔軟体
操を今年一年頑張りたいと思います。

新年明けましておめでとうございます。
社員として仲間入りをさせていただい
た事に感謝し、発注頂いた工事は、安
全かつ信頼される施工をするという建
築業の原点を自覚して、全力で邁進し
てまいります。

工事部工事課
津田　徹
明けましておめでとうございます。
入社して早半年が経ちました。
まだまだ覚えていく事が多いですが、
今年は健康管理に気を付け、仕事の
スキルアップを図り、飛躍の年にし
ていきたいと思います。本年も宜し
くお願い致します。

おめでとうございます。
旧年中は色々とお世話になりました。新年の抱
負を考えたのですが、例年通り、丁寧な仕事・
お客様の満足度ＵＰ以上の事が思い浮かばな
かったので、今年もこれでいきたいと思います。

去年12月に入社して以来、2ヶ月
が過ぎようとしております。
入社した時の前向きで新鮮な気持
ちを持ち続けて、現場の安全、か
つ品質の向上に努めたいと思いま
す。

工事部工事課
丸谷　真樹

明けましておめでとうございます。
昨年は私事で色々有りましたが、
私も５６歳になり、体に気を付けて
日々健康に過ごしたいと思います。
今年こそ日本一を勝ち取るぞ。

工事部工務課リーダー
田村　浩昭

経理担当
岩井　美代子
明けましておめでとう御座います。
昨年は、大きな病気や怪我も無く健康で過ごす
事が出来ました。今年も無理をせずに、健康で
居られるよう努力したいと思います。仕事では、
人のサポートをし、ミス無く円滑に仕事をする
よう頑張ります。今年も宜しくお願い致します。

業務担当
大坪　美湖
美文字という言葉をご存知ですか？美文字とは、
お手本通りの字ではなく、読み易く好感を持っ
てもらえる書き手の個性が滲み出る文字の事だ
そうです。
今年は美文字と、美文字を人に置き換えたよう
な美人を目指して頑張ります。

工事部工務課
岸本　清治

今年の抱負



　電気工事の会社を設立する際に、丸藤建設の先代社長より金融機関まで紹介され、昭和５４年に後藤電気として
始めて社会に出られるようになり感謝、感激いたしました。
仕事の方は、旧大阪トヨペット（現在の大阪トヨタ）の営業所、又ショールームの工事を発注いただきました。
私どもの自社ビルも丸藤建設様に施工していただき、早１６年にもなります。
色々エピソードや逸話もありますが、健全な丸藤建設株式会社様の繁栄と共に私の会社も運営してまいりました。
今後も協力業者の皆様と共に頑張って参りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

リフォーム情報

　皆さん初詣はどこに行かれましたか？伊勢神宮に行かれた方も多いと思います。

その伊勢神宮は、皆さんご存知の通り2013年に20年に一度の式年遷宮（しきねんせんぐう）が行われました。式年と

は定められた年を意味し、遷宮とは新しいお宮を造って大御神にお遷り願うことです。これは、建築物の朽損が理由ではな

く、いつまでも変わらぬ姿を求めて20年毎に造り変えることにより永遠を目指したものです。

かかった費用は約550億円、遷宮に必要な御用材（檜）の総材積は約8,500立方米で、中には直径1ｍ余り、樹齢400年

以上の巨木も用いられます。屋根に葺く萱（約2万3千束）も神宮の萱山で10年がかりで集めます。

檜の良材の調達、宮大工・屋根を葺く萱工の養成が現在では課題となっているようです。

　神宮の内宮・外宮の正殿の様式は唯一神明造（ゆいいつしんめいづくり）と呼ぶもので、屋根の形状は代表的な形式の

切妻造（きりづまづくり）、屋根が面に見える部分である平側に入口があ

る平入の構造です。屋根には千木（ちぎ）と鰹木（かつおぎ）が設けられ

ています。内宮は鰹木が偶数で千木の切り口が水平に切られており、外

宮は鰹木が奇数で千木の切り口が垂直に切られています。

伊勢神宮にお参りに行かれた際は、社殿の屋根も一度見てみてください。

　1月5日 ( 月 ) は、弊社初出の日です。
社長の年頭の挨拶から始まり、社員宣誓・乾杯をして春日神社に安全と繁
栄を祈願致しました。

毎年恒例のボーリング大会
三国のアルゴセブンで行いました。和気あいあいとゲームができました。
成績のほうは・・・・・・

新年会
これも例年どうり、会社近くの「七味」で新年会です。ボウリング大会の
結果に盛り上がりました。今年１年の活躍を胸にスタートが切れました。

初出の風景 岩井　美代子

　当社では昨年１２月に、月間テーマとして「人
財の仕事 10項目の内いくつ出来たか」に取り組
みました。
どの項目も出来て当たり前の内容だと思ってい
ましたが、よく考えてみるとやっているようで
中々出来ていないことが分かりました。
　結果、10項目の内10個パーフェクトに出来た
人は社内では一人もおりませんでした。今後も、
意識して取り組んでいきたいと思います。

建築ニュース 岡﨑　洋己

川端　智浩丸藤建設の取り組み 建築豆知識 藤原　浩史

① 相手が知りたい事を話す
② 自分で考えてから相談する
③ 自分の意見をはっきり言う
④ 自分で時間を作る
⑤ 指示の背景までを考える
⑥ 誰もが分かる言葉で話す
⑦ 悪い結果は自分に矢印
⑧ ミスを反省し次に生かす
⑨ 前向きな口癖が多い
⑩ 休憩が少なく短い

人財の仕事

株式会社後藤電気　代表取締役社長　後藤　昭史

　　　　　　　　　　　
「先人の叡智の一端にふれる」
　建築現場では古くから建物の基準線を引いたり壁や柱の位置を出す為に行われる墨だしと言う作業があります。この墨だ
し作業に欠かせない道具に墨つぼと言う道具がありまして、木材（現在はプラスチック製のものが主流）で出来ており、壺
の部分には墨を含んだ綿が入っています。糸車に巻き取られている糸をぴんと張り、この状態から糸をはじくと、材木上や
コンクリートに直線を引くことができます。建設途中の梁や柱などこの道具を使用することにより正確に直線を引くことが
できます。
　墨つぼは古代エジプト時代から使われていたとも言われていますが、墨壺と糸と糸車のすべ
てを一体化したのは古代中国だと考えられています。日本では、法隆寺に使われている最も古
い木材に、墨壺を使って引いたと思われる墨線の跡があり、この時代から使われていたとされ
ています。
21世紀に入り人類のもてる技術は進歩し文明はますます加速し発展して行きますが、今現在で
もほとんどの建築現場でこの墨つぼによる墨だし作業が行われています。

知恵の蔵の一品　墨つぼ　

　毎年、我が家の恒例行事と言えば、年明け二見興玉神社へ参
拝に行きます。奥へ進むと夫婦岩があり、興玉神石と日の出を
遙拝する鳥居とみなされています。
11月～1月には夫婦岩の間から満月を見ることもできるとか。
現在の妻とも知り合って初めて参拝したのも二見興玉神社でし
た。
縁結びの御守を買い、現在に至っております。
縁結び、夫婦円満を望まれる方にはお勧めのスポットです。

　昨年５月の話ですが、友達と８人で三重県の伊勢へ
旅行に行きました。
友達の別荘に荷物を置き、皆で買い出しに行って、夜
はバーベキューをしました。
　２日目は、皆で伊勢神宮に行きました。溢れるぐら
いの沢山の人がお参りに来ていました。伊勢神宮は、
伝統と歴史を持ち日本一のパワースポットとして有名
な所です。そこでお参りをし、お守りとお土産を買い
帰路に着きました。とても充実して、楽しかった伊勢
旅行でした。     

丸谷　真樹

武内　信也

林　賢太郎

帰省中のこと

伊勢旅行

新年の恒例行事

　年越しのカウントダウンがＴＶで始まり、
新年の変わった瞬間に家族３人の携帯が鳴り
ました。家族４人同じ携帯会社なのに、私の
携帯だけ鳴りません。娘に聞くと、友人から
の「あけおめメール」とか・・・。
家族３人携帯にくぎ付け。私だけが外に出て、
高知県の新年の星空を見ていました。

丸 藤 広　 場

協力会社紹介 株式会社　後藤電気 様


