
 
　明けましておめでとうございます。
日頃は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
大変暖かく穏やかな年の始まりでした。皆様方にはそれぞれ新たなる決意の下、
新年をむかえられました事と御慶び申し上げます。
　昨年を表す漢字は「安」でした。幾つかの災害があり、「イスラム国」による日本人
殺害など、悲惨な事件が起こりました反面、2人の日本人がノーベル賞を受賞、ラグ
ビーＷ杯 3勝という明るいニュースもありました。
　今年は申年です。陽気で明るくポジティブな干支ですので、幸せな一年になるの
では、と思っていましたら、仕事初めになり株安円高が続き、北朝鮮の水爆実験、
中国経済の悪化などがあり、正月気分も吹っ飛んでしまいました。日本経済はそう
悪くはないと言われておりますが、外的要素により、不安で不透明な一年になりそ
うです。
　私共の業界も、依然人手不足が続いておりますが、受注の方は皆様方のお蔭で順
調な滑り出しです。
波乱含みの一年のスタートではありますが、皆様方にとりまして良き年であります
よう祈念致しまして、新年の御挨拶とさせていただきます。
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企画部部長
山本　康博
新年あけましておめでとうございます。
今年は申年、何か嬉しい事、楽しい事がやってき
そうな年になると言われています。
社員の更なる安全意識の向上と、品質の確保を目
指し、今年も、気力・体力？の維持に努め健康第
一で行きたいと思います。

明けましておめでとうございます。
昨年は体調を崩しましたので、今年
は「健康管理」を第一に頑張りたい
と思います。
　

専務取締役
藤野　茂生
新年明けましておめでとうございます。
昨年から新たなチャレンジを掲げる様にしていま
すが、今年は「英語で話せる様になる」です。
英会話に通い、頑張りたいと思います。

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

明けましておめでとうございます。
年齢も３０歳になりました。
まだまだ勉強をして、もっとスキ
ルを上げていきたいと思います。
今年も頑張っていきますので、み
なさん宜しくお願いします。

工事部工事課
津田　徹
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
今年は、様々な経験を通じて知識
を増やし、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。

工事部工事課
松本　伸太郎
昨年、11月に入社しました松本です。
入社後、約2ヶ月が経とうとしてい
ます。当初に比べると、会社の雰囲
気にも慣れてきました。なかなか先
輩方の役に立てる仕事が出来ていな
いので、とにかく早く戦力になれる
ように頑張ります。宜しくお願いし
ます！！

工事部主任
今村　憲一

明けましておめでとうございます。
丸藤建設に入社して約１年、色々
と慣れてきたので、気が緩まない
よう気持ちを引き締め頑張ってい
きたいと思いますので、宜しくお
願いします。
　

工事部工事課
三浦　年也

明けましておめでとうございます。
今年は「前向きな考え！」を目標
に、資格取得、新しい事へのチャ
レンジも含め積極的に行動してい
きます。
プライベートでも、今年は下の子
が小学校入学で行動範囲も増えて
くるので、「今しかできない事」を
家族で共有できるようにしたいです。

工事部工事課
隅田　哲司

明けましておめでとう御座います。
40代半ばになり、頭も体もカチカチに固くな
らないように、しっかりと柔軟運動をしたいと
思います。

明けましておめでとうございます。
昨年１０月に待望の女の子の孫ができ
て家族も増え、私生活の喜びが増しま
した。
私生活、社会生活、全てにおいて気配
り、目配りをして、思いやりの心で一
年過ごしたいと思います。

工事部工事課
川端　智浩
この会社に入って２年３ヶ月が過ぎ
ましたが、至らぬところが多々あり、
会社に迷惑を掛けたりしました。今
年こそはそういうことのないように
心掛け、今まで目標に掲げていまし
た資格取得にも力を入れようと思い
ます。

明けましておめでとうございます。
昨年は大変お世話になりました。
今年も元気で明るく、皆様のお役
に立てるよう頑張ります。

明けましておめでとうございます。
今年の抱負ですが、１つ目に、年
を感じるようになって来た為、健
康に気を付けていきたいと思いま
す。２つ目に、今年こそ阪神のリー
グ優勝を願っております。

工事部工務課リーダー
田村　浩昭

経理担当
岩井　美代子
明けましておめでとう御座います。
昨年の1年間は、公私共充実した
1年でした。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。
プライベートでは、ゴルフが上手く
成るよう頑張りたいです。
今年も宜しくお願い致します。

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。
今年は良い3Ｋ「謙虚・健気・気配り」
をテーマに頑張ります。
悪い3Ｋ「きつい・怖い・気が強い」
にならないように、笑顔を忘れず自分
の言動に気を付けていこうと思います。

工事部工務課
岸本　清治

今年の抱負

津田　徹

隅田　哲司豊中少路店新築工事　地鎮祭

　新年明けてすぐの 1月12 日、ネッツトヨタニューリー北大阪株式会社様、豊中少路店新築工事の地鎮祭を執り行いました。
朝、冷え込みはあったものの、開催時刻頃には温かい日差しと共に関係者の方々一堂に会し、厳かに執り行われました。
当社出席者全員、数日前から打合せを行い、当日も朝一番から式典準備作業にかかり不備の無いよう万全の態勢で挑み、無
事に式典は終了いたしました。
今回の工事は店舗営業中に行われる工事で、1期工事・2期工事と期間も長くなる
為、来場されるお客様や店舗の方々にご迷惑の掛ける事の無いように細心の注意
を払い、安全に工事を進めてまいります。
祭壇の前に立つと、いつも心が洗われます。この気持ちを忘れず半年後の店舗
ＯＰＥＮに向けて頑張って行こうと思います。

式典開始直前、当社藤野専務が豊中少路店店長様と中学校の同級生！！と解り、
皆様の緊張の糸がほぐれ素敵な地鎮祭となりました。
御関係者の皆様、有難うございました。

　1月22日（金）、帝国ホテル大阪に於いて第六回丸藤ＧＰ会が開催されました。
今回は、協力会社78 社82名の方が参加され、当社社員と合わせて総勢98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、新規業者紹介の後、次のように進行されました。

　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、有意義な時間を過ごせたように思います。なお今
回の安全表彰は、（株）防火社、藤井電気工事（株）の２社が表彰されました。
第一部終了後、第二部の新年互礼会・懇親会が開催されました。
第一部と違いリラックスされ、美味しいフランス料理のフルコースを召し上がりながら、今回
のゲスト、ＢＯＲＯさんに懐かしい曲を歌って頂きました。私は曲を聴いて初めてこの方が歌って
いたのを知りました。各協力会社の方々が、和気あいあいと歓談し無事丸藤GP会を終える事が
出来ました。協力会社の方々には心からお礼申し上げます。

1. 経理・業務よりの説明
2. 丸藤現場基本ルールの説明
3. 事故・クレーム報告
4. 安全教育ビデオ鑑賞「アッ落ちる！墜落・転落の衝撃を検証」
5. グループワーク「砂漠からの脱出」
6. 評価について
7. 安全表彰
8. 安全宣言



　平素は丸藤建設株式会社様、丸藤GP会の皆様方に大変お世話になっております。

丸藤建設株式会社様とは、平成23年7月【大阪トヨタ藤井寺店新築工事】からお取引させて頂き、その後もイオン様関連、

キューズモール様関連と色々とお仕事を頂き、月日が経つのも早いもので 5年目となります。

弊社は昭和43年3月、吹田市泉町で創業以来49期に渡り電気工事業一筋で営業してまいりました。

現在、従業員も40名となりこれからも丸藤建設株式会社様の工事に関しまして「迅速・安全・正確」に対応させて頂きたい

と思っております。

2003年には ISO9001. 2000 の認証を取得し　小規模工事から大規模工事迄「確かな技術」で対応させて頂きます。

丸藤建設株式会社様及び協力業者の皆様と共に頑張って行く所存でございます。

これからもどうぞ宜しくお願い申し上げます。

　「人類の進歩と調和」をテーマに、待望のエキスポシティがオープンしました。

海遊館がプロデュースする「生きているミュージアム・ニフレル」をはじめ、日本

発の「英語体験型教育施設」・「ポケモンエキスポジム」・「シネコン」「動物たちの

移動遊園地」・「アウトレットショップ」・「レストラン」と数々の話題性のある超大

型商業施設は開店以来大盛況のようです。

それに、今春には日本一の大観覧車も完成するとの事ですので、楽しみですね。

建築ニュース エキスポシティ 今村　憲一

藤井電気工事株式会社　　濵田　勅史

建築豆知識 古代の建築士は命がけ・・・ 隅田　哲司

三浦　年也丸藤建設の取り組み

初出の風景 林　賢太郎
　　　　　　　　　　　
　新年明けましておめでとうございます。今年も１月５日に「丸藤新年会」が行われました。
初めに、丸藤社員一同で春日神社へお参りに行きました。お参りが終わり全体写真を撮りました。
それから、車で三国のアルゴ 7に向かい、ボーリング大会が始まりました。5チーム作り、チーム対抗戦、個人
戦を競い合い、とても盛り上がりました。
それから、会社近くの七味で新年会が始まり、乾杯をして、美味しいしゃぶしゃぶ鍋を食べました。
とても楽しい新年会でした。いい一年になりそうです。

　｢頑丈に作られなかった為その家が壊れて家の所有者を死なせた場合、その家を建てた建築士は
死刑｣ 裁判による判例を集めた判例集の世界最古の法典「ハンムラビ法典」に規定されています。
「同害復讐の原則」と呼ばれ、有名な「目には目を、歯には歯を」という言葉もこの法典から生ま
れた言葉でした。
今の世の中ではあり得ない内容ではありますが、古代文明を支え現代にも残る歴史的建造物の遺
跡などをテレビや文献で見ると、命がけで作ったからこそ、こうして後世にあらゆる技術が進化
し伝えられてきたのだと痛感します。
この法典が良い法律というわけではありませんが、よく「手抜き工事によりいつ潰れてもおかし
くない建物」とテレビで報道されている現代において、人々が安心して使用できる建物を施工す
る者としては、より良いものを施工する意識と、常に責任感を持っていようと思います。① 遅刻はしない・休まない・改善する

② 早くやる・ムダ話をしない・納期を守る
③ ルールを守る・物を大切にする・抱え込まない
④ 段取り良くする・整理整頓する・ミスをなくす
⑤ 同じことを何度も言われない

基本の徹底

　基本を守ることから始まります。実はこの言葉、一番難しい事だと思います。
「しゃーない今回だけ」、この文言皆さんもつい使っていませんか？
正直、私は使っています。基本が守れていないから使ってしまうんですよね。
色々と基本的な事を日常から見直していきましょう。
私個人としては、まずは「挨拶とありがとう」から始めていきたいと思います。

　最近、携帯アプリのゲームでハマっている
のが「漢字詰めクロス」です。
空いているマスに下の漢字を選んで当てはめ
ていくだけの単純なゲームですが、クロスが
完成した時のスッキリ感がたまらず、ついつ
い夜更かししてしまいます。
知らない言葉や四字熟語も多く、後で調べて
みると勉強にもなるし面白いですよ。

大坪　美湖

岡﨑　洋己

松本　伸太郎

安らぎ・癒し・休息

初ディズニーランド

漢字クロスで脳トレ

　妻と2人で瀬戸内海の大久野島に行きました。
沢山のウサギに囲まれ、海の幸をいただき、のんびりと
した二日間を過ごしました。
写真にありますように子ウサギが妻に寄って来て、嬉し
かったです。夏は海水浴やバーベキューもでき、車の乗
り入れも無いので子供が走り回っていました。
妻に対しての日頃のねぎらいの旅になりました。

丸 藤 広　 場

協力会社紹介 藤井電気工事株式会社　様

　昨年1月に、初めて「ディズニーランド」
に行きました。写真は「トイ・ストーリー」
のアトラクションです。極寒の中、三時間
並びました。
並んだ甲斐があり、なかなか面白かったと
思います。ただ・・・次は無いと思います・・・。


