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勤続25年で嬉しかったこと

仙台89ERS応援しました
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ワールドカップの日本対ポーランド、私は出張先の名古屋で観戦

作業服が主流です。参加者数も80名ほどの支部が多いのですが

しました。ご存知のように日本チームは負けているにも関わらず、全

東京だけは300名近く、表彰対象者だけでも72名というマンモス大

く攻めずに試合を終了しました。チケットを買った観客は不満が残っ

会となりました。いわゆる安全講話を行うところは減る傾向で、かわ

たことでしょう。しかし結果的に日本はラウンド16に勝ち残り、7/3にベ

りに安全に関係したクイズ大会やマジシャンによる講演で、楽しめる

ルギーと戦えることとなりました。この原稿は7/1に執筆しているの

安全大会が多くなる傾向です。こういった違いを知ることも、全社の

で、ベルギー戦の結果はわかりませんが、物議を醸す采配には賛否

一体感を高めるための一助になると考えます。

両論が百出しています。でも私は監督の判断は正しかったと思うし、

ところで当社は災害件数を過去2年間、一桁に押さえ込んでいま

その判断を下すのも容易でなかったと想像します。最悪のケース、

す。私は挨拶で、これは災害防止への実効ある積み重ねの成果だ

最後の13分でセネガルが1点入れて同点になったら、日本のマスコ

と話しました。私がろっこうに来た25年前、全国の災害件数は20件

ミは監督を猛烈にバッシングするでしょう。一方で普通に戦い続け

を大きく超えていたと記憶しています。当時の安全大会は全国の労

てイエローを2枚もらいラウンド16に進出できなかったとしても、攻め

災件数とその中で建設業の占める割合から始まり、ハインリッヒの

続けた結果と言われるだけで済んだはずです。だから自己保身を

法則の紹介に続き、書類整備の重要性で終わるという型どおりのも

考えたら、普通に戦うほうが楽に決まっています。それでもなおあの

のが繰り返されていました。一言でいえばマクロの話に終始してお

ように異様な戦い方を指示したのは、最後まで何が起こるかわから

り、自身の事として捉えにくい内容でした。書類の整備も必要です

ないという勝負事の怖さを知っているからと思うのです。例えになる

が、これは事故が起きたときにどう対応するかという話であって、事

かどうかわかりませんけど、麻雀のオーラスで自分は+10000点の

故の削減につながる訳ではなく、少々酷な言い方かもしれません

子でトップ、親は5000点差の2位。こういう時にリーチするプレイヤー

が、労基署から何か言われた時に「ちゃんとやっています」というアリ

は、賭け金がいくらあっても足りません。この場面では徹底して勝負

バイ作りだったように思います。また毎月の経営会議でも、災害に関

を降りて、だま聴の対面にピンフのみで上がってもらうのが正解で

する報告はなかったか、あってもあまり記憶に残らない扱いでした。

す。今回もこれと同じだと思うのですが、皆さんはどう思われたで

ですからゼロ災害を目指すと言いながら、実際には事故は減りませ

しょう？

んでした。しかしこの状況は15年ぐらい前から徐々に変わりはじめ、

採用は一段落

実効がある施策が各現場で行われるようになってきました。それら
は安全大会や事例発表会などで他の支店に紹介され、経営会議

7月になって梅雨もあけ、採用活動は一段落、入社を許諾した

でも災害対策が議論の中心となり、問題の確認と対策の水平展開

内々定者は26名で、大卒採用は最終的に25名前後となりそうで

を行うようになってきます。最初にこの流れを感じたのはカッターナイ

2

す。支店が希望した人数（39名）には達しませんがレベルの高い学

フによるCD管の縦割り作業を禁止した時で、あれほど多発していた

生を採れたと感じています。採用活動でもう一つ感じたのは内定歩

切創事故が急減しました。そして各支店で独自にやっていた安全

ルーキー賞

3

留まりの向上で、ひと頃は50%ほどだったものが、70%近くまで上

対策を工事本部で「六興ルール」としてまとめたのが2012年。安全

がってきました。これは支店長みずから大学をまわってパイプを作る

のポイントを携帯できる形にした「自分の身を守るために」を配布し

各地の竣工物件

4

とともに、同じ大学から連続して採用して先輩後輩の関係を作るな

たのが2014年でした。その効果が現れてきたのが2014年で、毎年

ど、採用の中心を本社ではなく現地にフォーカスした成果と考えて
います。大きな会社の内定を辞退して当社を選んでくれた学生も

25～30件もあった事故が15件に減り、2015年は10件、さらに2016

5～7

つなぎ続けるDNA

ろっこうニュース

・六興ルールの周知動画を製作しました
・念願の技術士取得！
・「休みがとりやすい環境づくり」を目指して
・安全意識を高めよう
・異文化を理解して楽しもう！
・明日をともに担う仲間探し
・ベスト8の壁高く…
・小さな積み重ねを大事に…
・仙台89ERS応援しています！
・京セラドームでパーティ♪
・空の夢を膨らませよう

定着に向けて安全作業に取り組んだ結果、9件と、連続しての一桁

れています。こちらはセンスの良い会社紹介パンフレットや社内行事

となりました。今年は現在7件で昨年と同じペースです。昨年はこの

のビデオを通じて、ろっこうの堅苦しさのない社風を伝えられた結果

あと2件の熱中症が発生したのですが、体調管理に留意してこの夏

でしょう。女性技術職に関しては、意外な大学の意外な学部で電気

を乗り切れば7件と、今までのベストを更新できる計算です。社員の

や建築の勉強をしているという新しい発見がありました。このルートも

皆さんは協力業者といっしょになって、この目標を達成するようお願

大事にしてゆきたいと考えています。またフィリピンからも例年通り、2

いします。

名を正社員として採用しました。フィリピン出身の社員は現在5名在
席していますが、資格も取りはじめており期待が持てます。高卒の採
用は9月からで、協力業者の会である六進会とともに13名の採用を
めざします。

家族の絆

7

GS部 ユーディさん
東京第三支店 高澤さん

アニバで有休レポート

8

中国支店 神本さん

お世話になりました
弘中さん

8

年には8件と、初めての一桁を達成しました。そして昨年は一桁の

数名いますが、彼らは異口同音に「働きやすそうな会社」と言ってく

創業記念式典にて
ところで6月には、創業69周年の記念式典も行われました。恒例
で10年と25年の永年勤続者を表彰しましたが25年勤続の社員は

15年ほど前まで建設業では、「受注産業」という意味不明な言葉

何件もの大型現場を素晴らしい成績で納めた工事所長、営業の第

がまかり通っていました。突き詰めると、官庁工事が主体で受注さえ

一線で支店を支えている営業部長、長年支店をまとめ続けて部員

すれば利益が確保できたのでそう言ったのだと思うのですが、人手

から慕われている管理室長など、全員が会社の中枢で活躍してい

不足の今は「人材産業」のほうがしっくりきます。建設業は人材産業

るすごいメンバーでした。そこで私は表彰状を読み上げる代わりに、

と言い始めたのはろっこうですが、まだ受注産業と言っている大手を

どんなことをしてきたか一言声をかけさせてもらいました。そのあとの

見て当社は一歩先をいっていると密かに自賛しています。

記念撮影の時、受賞者から「社長も25年勤続ですよね ！ 」と声がか

全国の安全大会に参加

かりました。社員が社長を同期の仲間と思ってくれているなんて、普
通の会社ではなかなかないことでしょう。なんか、今思い出しても嬉

さて6月は安全大会が各地で行われ、私は12支部の大会に参加

しくてたまりません。思い返せば、25年なんてあっという間でした。25

しました。今年からの新しい試みとして、ろっこうの各本部長と協力

年勤続の仲間も、きっと同じ感想だったと思います。そして来年はい

会の役員による支部の相互乗り入れを実施しました。安全大会の

よいよ70周年。全社の委員が計画を練っており、どんな企画がもち

雰囲気はどこの支店も個性がみられ、服装ひとつ取ってみても北海

こまれるか楽しみです。

道の職長さんはスーツで来られることが多いのに対して、関西では

( 1 )

つなぎ続けるDNA
当日は当社のOB・OGである六友会や協力会社の方々、役員・幹部社員、元幹部社員、
レジェンド認定者、入社10年・25年目社員、ルーキー賞受賞者、総勢140名が参加してくださ
いました。

入社10年目社員大集合

6月1日、創業69周年記念式典をホテルインターコンチネンタル東京ベイにて開催いたし
ました。今回、「つなぎ続けるDNA」をテーマに、記念式典に参加をしている皆様がつないで
きた会社をこれからもつなぎ続けていく、という想いを感じてもらうことを目指しました。
当日は天候にも恵まれ、会場からの素晴らしい眺望を楽しみながら出席者の皆様と創業
69周年を祝うとともに、歓談の時間には70周年以降の六興電気について、色々な意見を交
わしました。
入社10・25年目社員の想い出コーナー

変わっていくこと・変わらないこと
OBの皆様からルーキー賞受賞の皆様まで、
終始笑顔で和やかな式典となりました。六興
電気は「変わり続けるDNA」という理念のもと、
これまでの軌跡

懐かしい写真にくぎ付け

時代の変化に対応し続けています。

今回、全国の部署にご協力いただき、入社10年・25年目社員の皆様の写真を一覧にま

しかし取りまく環境が変わっても、この温かい

とめ、会場の一角に展示いたしました。

社風は、今も昔も変わらずに「つなぎ続けられ

当日はたくさんの写真や過去の社内報を眺めながら、入社当時のことや部署での想い

ている」のだと感じられる式典でした。

出話に花が咲いていました。

（事務局 稲富 光平）

世代を越えて

25年永年勤続者を表彰
25年永年勤続者の方からコメントをいただきました。

首都圏本部設計部

小山 昌訓

茨城支店

石崎 竜司

東京第一支店

荒河 実己

北関東支店

山田 由美

伊藤 潤

東北支店

佐藤 耕二

鈴木 充

神戸支店

大場 祥代

海老原 寿佳

EP支店

山川 均

毎日が目まぐるしく過ぎていきました。最初に配属された現場である大正製薬大宮工場で

山元 満

は、先輩社員が多数常駐されており、7年という長期間滞在しました。何年か経つにつれ知識

桜井 裕樹

も増え、現場をいくつか経験しているうちに、電気

福元 利信
大下 千代治
東京第二支店

田中 祥貴

ENG事業部

25年永年勤続を迎えて

東京第二支店 田中 祥貴

25年と一言で言っても長くも短くも感じます。入社をした当時は電気のことが全く解からず、

に関わる基礎的な知識、施工方法、工程の管理
などが身に付き、仕事の面白さを実感したことを
昨日のように覚えています。また六本木ヒルズ、
三田病院など規模も大きく注目をされる現場を
担当できたことは誇りでもあります。
現在は後輩と一緒に現場管理を行っているた
め、自分の持てる知識や経験をできる限り伝え、
後輩が独り立ちするときに、自信を持って現場
代理人の業務を遂行できるように自分自身も
本当にこれで良いのか再度確認しながら教えて
います。
これから先、何年この仕事で働けるかはわかり
ませんが、日々努力し最大限頑張っていこうと
思います。
( 2 )

ルーキー賞を表彰
見事、ルーキー賞に輝かれた皆さん、受賞おめでとうございます。今後の更なる活躍を期待
しています ！
ゴールド

シルバー

初め て の 現場 代理人

竣工時 の達 成感

新潟支店 佐藤 巧人
今回の現場を管理する際、気をつけたポイントは

東北支店 河野 佑斗

3点あります。1点目は安全面で、｢絶対に無災害で

現場を管理していく上で私は、安全・段取り・工程

現場を竣工させる｣という強い気持ちを持って現場

の3つに重点を置きました。

管理を行いました。六興ルール・現場ルールを繰り

1点目の安全について、第三者災害を起こさない

返し周知し、徹底させました。また、現場を隅々まで

ために、資材搬入の車両入場時には必ず立会い、

巡回し、危険のポイントを細かく伝えました。

誘導をガードマンと行いました。また、朝のKYでは

2点目は人間関係で、現場を上手くまとめられる

作業員を指名し、当日の作業における危険箇所を

か不安もありましたが、日々しっかりとコミュニケーションを取り、人間関係を築いていきました。

発言してもらうことで安全意識を高めました。

そのお蔭もあり、3点目の予算管理にも繋がりました。工程打ち合わせをしっかり行うことにより

2点目の段取りついて、外構工事の際に作業日数・掘削範囲を減少させるため、設備と打
合せを行い掘削ルートを合わせて配管を敷設しました。また、分電盤製作では既製品である

先行作業を実施し、他業種との絡みを極力減らしスムーズに作業をすることによって無駄な
作業を減らし人工等を減らすことができました。

照明器具などより先に検討を行うことで、工期内に余裕をもって納められました。

初めての作業が多く、悩みが尽きませんでしたが、上司や職方さんにアドバイスや相談に

3点目の工程について、電気独自の工程表を作成し、それに基づき受電日を決め、ユニット

乗っていただき、自分の知識にすることで成長できたと感じています。最後に、今回の現場を

ケーブル・器具などを搬入したので工程に遅れが出ませんでした。また、管理人室の仕上げ

通して、無災害で竣工できたこと、お客様や協力業者に高い評価をいただけたことは今後の

では、建築と電気を合わせた総合工程表を作ることで作業の取り合いも上手くできました。

現場管理をする時の自信になりました。今後も一つひとつ成長していき、お客様に満足してい

現場代理人は現場担当者として経験してきたものとはまるで違い、責任の重さをとても感

ただける現場管理をしていきたいと思います。

じました。ですが、知識不足の私に作業員の方は施工箇所ごとに丁寧にアドバイスをくれまし

～先輩社員からメッセージ～

たし、支店に戻れば先輩が自分の現場のことのように一緒に検討してくれました。現場が完

佐藤君シルバールーキー賞おめでとうございます。入社当

成した今、まわりの方々に支えられていると深く感じました。

時から一緒に仕事をしていて、今回の現場での成長は一番

～先輩社員からメッセージ～

大きかったと思います。くわの実の郷新築工事を受注したこ

ルーキー賞受賞おめでとう ！ 一見頼りなさそうに見えますが、

ろからルーキー賞を目標に頑張っていました。

親しみのある笑顔とそれでいてはっきりとした言動が電工さ

納まりや工程を自分で考えコミュニケーションを良く取り建築業者、施主に提案をし

ん、現場の職方さんにも好かれていたようでした。ゼネコンの

ていました。また、見ていないところで人一倍苦労や失敗はあったかもしれませんが、

所長には良い若い社員がいるなと言われ、とても嬉しく思った

今後現場をやる上で大きな糧になると思います。これからも後輩の目標となれる現場

ことが思い出されます。

代理人としていろいろな現場にチャレンジしてください。

（新潟支店 村上 健志）

心配されてか否か、先輩社員から声を掛けられ相談に乗ってもらって色々な問題も
解決していたようです。愛嬌と度胸は申し分なし ！ これからもっと知識と技術を身につ

通常ルーキー賞の審査では、竣工をさせた1つの物件を基に審査を行っていますが、今回、

けて、後輩の憧れとなるような、そして東北支店を代表するような社員になってほしい

複数の工事を通して、目覚ましい活躍をした若手社員がいたため特別賞が選出されまし

と思っています。誰かの支えあっての自分ということを忘れずに、これからも一緒に頑

た。受賞した社員をご紹介いたします。

張っていきましょう ！

シルバー

（東北支店 松本 章）

今後の 糧に ！ ！ ！

中国支店 西浦 修平

特別賞

高圧一 括受 電工事 を 通し て

この度、ルーキー賞受賞に至った担当物件は、駅

電気室の受変電設備ほぼすべてを入れ替えると

として注目されていましたが、それ故に工事では頭

いったかなり内容が濃く、実際の停電時間も1日(7

を悩まされることが多々ありました。

時間)しかないため、時間的にも厳しい工事です。

当物件は、電気室が隣接する住宅と非常に近く、

現場代理人として主に既存マンションでの工事を

キュービクル及びトランスの搬入がとても困難でし
務所へ問題点を投げかけ、打ち合わせの際には現場の模型を作り、どのように改善すれば搬
入できるのかを何度もシミュレーションを重ねました。一部外壁仕上げを先行し、仮設足場の
部分撤去等の協力をしていただき、なんとか納めることができました。
また安全面においては、搬入運搬時の誘導員配置の徹底、各業者の搬入時間の分散化、
現場内混雑箇所にカーブミラーの設置など細かいところまで気を配り、無災害で竣工を迎え
ることができました。現場代理人という立場でしたが、まだまだ上司、先輩方に助けていただ
くことが多く、実力不足だなと感じることが多々ありました。今後、米軍工事と民間工事ともに
一人前の現場代理人となれるよう日々努力していきたいと思います。

私が入社後すぐに現場担当や現場代理人として
従事した「高圧一括受電工事」とは、マンション内

前の大通り沿いに建てられ非常に立地の良い物件

た。この問題に対して着工時から元請さん、設計事

東京第三支店 臣永 卓洋

行い、完成させた物件は現在17件になります。工
期は停電以外の工事も込みで1週間程で、短い停電時間・工期でいかにミスなく時間内に
施工できるかを第一に考え管理していきました。案件ごとに事前準備方法・使用部材・仕様
の変更などの改善を行うといった工夫を少しずつ重ねることで、最近では予定より1時間以
上早く復電をすることができるようになりました。
もちろん私1人の力ではなく、度重なる仕様変更に対応してもらった協力業者の皆様や現
場でのチェックを応援してもらった社内メンバーの誰1人欠けてもこの種の工事は成り立たな
いと重々承知しております。この経験で手に入れた受変電設備の知識や施工方法を改善し
ていく考え方、皆で協力して施工していく大切さなど、今後行う工事にも活かしていくように心
がけていきます。

～先輩社員からメッセージ～

～先輩社員からメッセージ～

現場代理人として、さまざまな出来事を乗り越えながらマン

高圧一括受電工事において、決められた時間内で施工を完了さ

ションと米軍改修工事を竣工させることができているので、自

せるために、事前の詳細調査と計画図の作成を綿密に行っていま

信を持ってこれから先も頑張って欲しいと思います。

した。 また、現場では先頭に立って作業員を引っ張り、居住者やお

あなたの親しみやすい性格は大きな武器で営業所内でも

客様対応では冷静沈着かつスマートに対処していました。

明るい空気に変えてくれる存在です。その武器を活かして、さ

目が回るような忙しさのなか、作業員に細かな指示を出しつつ、短

まざまな人との繋がりを築いてあなたの財産として欲しいです。これから先、まだまだ

時間で安全に工事を完了しなければならない高圧一括受電工事の施工管理経験を

挫折や失敗があると思いますが、それから学ぶことは多く、それを活かしながら頑張っ

活かすことで、今後の現場で活躍する礎を築けたのではないかと思います。

てください。これからも期待しています。

（中国支店 松田 哲）

（東京第三支店 長谷川 淳一）

( 3 )

各地の竣工物件
レーベン仙台 THE GRANDE

ザ・パークハウス東戸塚レジデンス
契約先

㈱フジタ

契約先

多田建設㈱

設計監理

㈱フジタ

設計監理

㈱渋谷建築設計室

工期

2016年1月～2018年5月

工期

2016年9月～2018年3月

施工場所

神奈川県横浜市戸塚区

施工場所

宮城県仙台市宮城野区

建築概要

延床面積 20,817㎡、RC造

建築概要

延床面積 20,937㎡、RC造

地上7階、237戸

地上13階、234戸

施工部署

横浜支店

施工部署

東北支店

協力業者

㈱KENテクノ、㈱テクノ電工

協力業者

㈱栄電業

㈲前田電設

たくさんの学びを得ました

低層横長段差マンション

当物件は仙台駅東口方面に徒歩15分、数多くのマンションが立ち並ぶベットタウンのような

当物件は、東戸塚駅西側徒歩5分に位置し、「みなとみらい21」や「横浜駅西口」と並び、横

エリアにあります。敷地内平置駐車場100％、隣にはウジエスーパー・ダンロップスポーツクラブ

浜市内5ヵ所で指定される「特定街区」のひとつになります。東戸塚は大規模な複合型商業

があり、非常に利便性が良い環境となっています。

施設をはじめ、駅前を中心に集積した商業的な利便性の高さと、自然豊かな丘陵地の風土

施設の共用部にはカラオケルームやキッチンスタジオ（スポーツバーのようなエリア）なども

が調和する街「住む横浜」としてとても人気のエリアとなっています。

完備しており、エントランスは大規模デザインマンションならではの特殊天井・壁など施工面

当現場は、傾斜地となっており、敷地内高低差が約15m、接地階住戸の高低差は4層分も

では頭を悩ませる内容が盛りだくさんで非常に楽しかったです。外構工事では新幹線・在来

ありました。建物はコの字型に建てられ、住戸が横並びに36戸あり、タイプ数も総戸数に対し

線が真隣にあり、新幹線の高架橋橋脚が現場内に刺さっているイメージです。その環境下で

てかなり多いものとなりました。この建物のメインとなる中庭は丘陵地を活かした最大傾斜25

キュービクルの位置が高架橋下で在来線の真隣に面していたため、据付工事には苦労しま

度の森のコミュニティー空間がデザインされ、照明器具は100台超の配置となり、傾斜地と合

した。また、迷走電流の懸念があり、接地工事は離れた位置で接地して緩和するという勉強

わさって外構工事はかなり苦労しました。幹線ルートとなるピットは約半分が段差吹き抜け

もできました。何事にも先行工事を計画・実施し、高品質・無災害で竣工できたことに喜びを

ピットとなりました。ローリングタワーを使用しての高所作業となり、施工面・安全面ともにとても

感じています。現在、2期工事で同敷地に182戸の集合住宅を施工しており、仙台駅徒歩圏

気を使いました。2年を超える長丁場の現場でしたが、無事故・無災害で竣工を迎えることが

内ではかなりの大規模集合住宅となる予定です。

でき良かったです。

（東北支店 小山内 郁弥）

（横浜支店 髙橋 和）

inside story
昨年入社した金野君の趣味が筋トレで胸・腕・肩・太股の筋肉が太いです。その肉体で

inside story
私が横浜DeNAベイスターズファンのため、所員の山形君、和合君、山本君で月1ペース

現場に出ているため、各業者の筋トレ好きから一目置かれて現場追い廻しに活用できてお

で野球観戦に行っていました。ナイターの球場は雰囲気も良く、お酒が進み良い交流の場

り凄いと思いました。事務所でもその影響か建築・設備の人もほぼジム通いで皆でプロテイ

になりました。一昨年のクライマックス、去年の日本シリーズと残念でしたが、今年こそは日

ンや筋肉の話が絶えない事務所になっていました。私自身も影響を受けて隣のダンロップ

本一になってほしいです。ここで山形君の特技を紹介。どんなに遠くに売り子さんがいても

ジムに通い始めプロテイン生活開始…筋肉モリモリ10Kg痩せるぞー ！ ！

「ハイボールのおねえさ～ん！！」と大声で呼び寄せてくれます。とても頼りになる後輩です！

ヨコレイ東京羽田物流センター

シャリエ長泉グランマークス

契約先

東レ建設㈱

契約先

横浜冷凍㈱

設計監理

東レ建設㈱

設計監理

㈱梓設計

工期

2015年10月～2018年3月

工期

2016年12月～2018年2月

施工場所

静岡県駿東郡長泉町

施工場所

東京都大田区

建築概要

延床面積 22,049㎡、RC造

建築概要

延床面積 16,877㎡

施工部署

東京第一支店

施工部署

静岡支店

協力業者

㈱Riche

協力業者

㈲原電気工業

地上12階、190戸

苦労したなかで得たもの

新システムを採用した次世代型マンション

当物件は、大田区京浜島にあり、近隣には羽田空港や大田市場など国内外の物流の要所

当物件は三島駅から伸びる主要幹線の通りにある、近年人気の長泉町にあります。建物は

となっています。また国道357号線と首都高速道路に面しており、交通の便も優れた地域と

WEST棟、EAST棟からなる2棟建ての分譲マンションで、他に管理室・受変電設備や集会

なっています。

のできる共用棟、自走式駐車場棟などがあります。

当現場は、地上2階の事務所棟と地上3階の冷蔵庫棟があり、冷蔵庫棟には-25℃のF級

当現場は静岡ガスが開発したマンション内の電力融通システム「T-グリッドシステム」を採

冷蔵庫、-10℃～10℃のC級冷蔵庫、0℃の低温室などの設備がありました。施工では、冷凍

用しており、家庭用燃料電池「エネファーム」を全住戸に設置し、世帯間で電力を分け合える

倉庫の施工経験者が身近にいないなか手探りで検討をはじめました。まず苦労したのは防

のが特徴です。融通した世帯はその分だけ電気料金を軽減でき、融通を受けた側の世帯は

熱についてです。マンションでは考えられないスタイロフォームの厚さには驚きました。一番厚

外部からの電気購入を減らすことが可能です。試算上では1世帯あたり年間6万円の光熱費

い箇所で300㎜あり、インサートの取付にも職長さんと施工方法について試行錯誤したのを覚

の節約が見込めるようで、マンション全体では30％のCO2削減になることから国土交通省の

えています。他にも電気室(常温)と低温室(0℃)の貫通箇所で異なる温度差によって生じる

省CO2先導事業の認定を受けています。竣工時には静岡新聞、日本経済新聞で記事にな

結露など、今まで経験したことがない工事をさせていただき、得るものが多くありました。

り、嬉しかったことを覚えています。苦労した点は「T-グリッドシステム」において各設備と太陽

私は今までマンションしか経験がありませんでしたので、非住宅を経験できたことで施工の

光、蓄電池が連動しており、その電力と通信系の複雑さを理解し図面化するために、何度も

幅が広がりました。最後に協力業者さんの助けもあり、無事故で竣工を迎えられて良かった

業者と集まって打合せしたことです。また敷地内の一部が外部からでも散策できるようなって

です。

おり、夜のライトアップにこだわって施工しています。

（東京第一支店 野口 裕司）

（静岡支店 梅田 弘幸）

inside story
当物件の最寄駅は、東京モノレールの昭和島駅で、工業地帯もあり現場までは徒歩15

inside story
「炭焼きレストランさわやか」をご存知ですか？女優の長澤まさみさんがTVで紹介したこと

分という立地でした。その道中コンビニもなければ自動販売機もありません。近くのコンビニ

もあり、知名度が上がってきています。現場の前の通りにオープンしてから、「げんこつハン

は隣の島にあり、徒歩で片道30分程度はかかります。そのなか唯一の楽しみは、夕暮れの

バーグ」を目当てに1年たっても連日お客さんの行列が絶えません。牛肉100％・炭焼きの

羽田空港を眺めることでした。そこまで飛行機には詳しくありませんが、着陸待ちの飛行機

肉を熱い鉄板の上で切り分けると、ジューシーな肉汁が溢れてきます。味も絶品で食べたら

が一直線に並んでる姿や着陸する飛行機の多さに感動したのを覚えています。

病みつきになります。ぜひ静岡にお越しの際はご賞味ください。
( 4 )

ろっこうニュース
六興ルールの周知動画を製作しました

念願の技術士取得！

「休みがとりやすい環境づくり」を目指して
筆記の一次試験、論

2017年度のY5運動が終了いたしました。活動の一環とし

文・面接の二次試験を

て、休暇取得率および昨年からの伸び率をもとに優秀部署

突破し、国家資格であ

を決定し、北海道支店が最優秀部署に輝きました。

る 念 願 の「技 術 士」の

北海道支店の取り組みをご紹介すると、毎月の安全朝礼

称号を得ることができ

で休暇取得を宣言、サイボウズに登録・見える化し、休暇を

ました。受験の動機は、

取得できるように部署員同士で協力したとのことです。部署

自 身 の 技 術 力・対 外

の人数や現場の件数などによって取り組み方は変わってくる

評価の向上を目指し

と思いますが、休みをとれるようにしていくには、現実に根差

たいと思ったからです。

して地道に実行していくことと、周りが協力し合う体制を作る

試 験 対 策 と し て、筆

ことが大切なのだと感じました。北海道支店には最優秀部

六興ルールは過去の災害事例の反省から定められ7年目

記試験は過去問題を

署の記念品として、表彰状とグルメギフト券が贈られました。

を迎えようとしていますが、六興ルールを守らなかったために

通勤時間を利用して

Y5運動も今期で3年目を迎えます。「休暇取得しやすい環

発生する災害をいまだに食い止めることができていません。

行 い、論 文・面 接 は 技

境づくり」を目指して、少しでも多くの事例を発信できたらと

また、最近ではカッターナイフでの切創災害で六興ルール

術士を取得している方に添削や指導を仰ぎました。当初は

思います。上手くいった事例・上手くいかなかった事例があり

を知らなかったという被災者もいたことから、六興ルールの動

大変厳しい指摘や是正を受けましたが、諦めずの学習が結

ましたら、人事部までご連絡いただけますと幸いです。

画を製作し周知することにしました。動画編集ソフトを使い

果に繋がったのかと思います。

もうご覧になりましたか？

（人事部 稲富 光平）

数回の製作編集を重ね、ナレーションを茨城支店の益子さ

私は一次試験からの受験でしたが、大学などのJABEE

んにお願いして現在の動画になりました。新規入場時の教

(ジャビー)課程修了者は、4年間の実務経験があれば、二次

育や安全活動での再確認などに活用して無災害を目指し

試験からの受験が可能です。これからを担う若い方々の挑

てください。当初はポータルサイト内での公開でしたが、下記

戦を期待しています。

のQRコードより外部からでもアクセス可能になりましたので

元経団連会長・土光敏夫氏曰く「学理を極めた学者には
博士という称号が与えられる。これに対し、技術を産業界に

活用してください。
←こちらのQRコードより、動画を閲覧できま

応用する能力を有すると認められた技術者には技術士とい

す ！ PCで見る場合は下記URLよりアクセスし

う称号が与えられる。」とあります。技術士の名に恥じないよ

てください。
http://www.6kou.co.jp/rule/6kou_rule.html
（工事本部 田中 康弘)

うに、技術を現場へと応用して後進の育成に貢献していきた
いと思います。論文添削も受付中です ！
（千葉支店 和田 昌美）

安全意識を高めよう

7月の全国安全週間実施に伴い、各支店では安全大会が開催されました。
安全意識の再確認や理解度を高めるため、各支店さまざまな趣向を凝らし
た取り組みを行いました。
今回は北海道支店の安全大会の様子をご紹介いたします。また、別支店
の安全大会の様子も、写真でご紹介いたします。

六興ルールの再認識

北海道支店の安全大会の様子をご紹介します ！
6月21日、北海道支店で安全大
会を開催いたしました。今年の安
全 大 会 は、「六 興 ル ー ル の 再 認
識」をテーマに掲げ、さまざまな取
り組みを行いました。
残念ながら、今期も事故が発生
してしまいましたが、そのなかでも
特に目立つのがカッターによる切
創事故でした。六興ルールを守っ
ていれば防げた事故が多かった
ことから、今一度六興ルールを周
知、認識し てもらう よう、社員・協

安全講和で六興ルールを再認識

力業者の方々に呼びかけました。

懇親会では立食形式でテーブルを囲み、表彰者へのインタビューと余興を行いました。
余興では、若手社員がテレビショッピング形式で、六興ルールやさまざまな工具の紹介を
行いました。入社2年目の若手社員2人（岡本 佳明さん、本田 恭平さん）が進行役を務め
てくれたのですが、女装をするなどして、場を面白く盛り上げてくれました。余興が終わり、女
装から着替えるはずだった本田さんですが、思った以上に美人？で評判が高く、各協力業者

表彰の様子

他にも…このような取り組みを行 い ま し た ！

の皆様から写真撮影を求められるほどの人気で、大いに盛り上がりました。
後半に行った○×クイズ大会では、安全に関するものや時事問題など、さまざまな問題を出
題しました。皆さん優勝景品を狙って、大いに楽しんでいただきました。
この安全大会を機に、残り僅かな今期を無事故無災害で締め、来期に向けて、安全と余
興 ？ に力を入れていきます。
(北海道支店 小澤 聖太)
( 5 )

マジック ！ （東京第一・第二・第三）

檀 上 で イ ン タ ビ ュ ー （新潟）

新しい会場で（千葉）

フルハーネスで実演 ！ （茨城）

ろっこうニュース
異文化を理解して楽しもう ！

明日をともに担う仲間探し

ベスト8の壁高く…

皆さんは、外国人というと言葉の違いをすぐに思い浮かべ

ゴールデンウィークの前半の4月30日に毎年恒例の東京

ますよね ？ でも、果たしてそれだけですか ？ 答えは「NO」で

電業協会主催の野球大会が行われました。天気にも恵まれ

す。育ってきた環境、土地、気候、教育、文化が違う人同士

絶好の野球日和のなか、初戦は㈱九電工様との試合でし

が同じ職場で働くにはさまざまなGAPが生まれて当然で

た。序盤から相手投手を攻め立て3回までに9点を取り、守っ

す。しかし、その「GAPがある」ということを双方が理解すれ

ては先発の浪川が5回をノーヒットピッチング。結果的に9対0

ば、違った相乗効果が生まれ良い結果となります。

の5回コールド勝ち。浪川君は参考記録ながらノーヒットノー
ランを達成しました。

そこで今回、外国人社員と受け入れ支店側の日本人上

続く2回戦は同日の夕方に行われ、相手は一昨年にも対

司の間で同じ研修を受けてもらい、「GAPを知る」勉強をし

戦し敗れている栗原工業㈱様。試合は初戦とはうって変

ました。これを機に双方が歩み寄り、良い関係、そして良い仲
広島工業大学を訪問しました

間になっていってもらいたいと思っています。
（GS部 信氏 美紀）
受講者のコメントをご紹介します。
今回の異文化コミュニケーション研修は異文化で起こりが

わって相手投手の前に打線は沈黙。守ってもピンチの連続

学生の売り手市場と言われるなか、当社の採用活動はエ

でしたが、初回の1失点のみでお互いにスコアボードには0が

ント リー 数こそ昨 年に は及 ばないものの、7月 1 日時点の

並んでいきます。そんななか、4回に試合は一気に動き、守

内々定承諾者は26名となっており、昨年の同時期よりも承

備の乱れから一気に4失点。5回にも2失点し大会規定により

諾率が上がっている状態です。

0対7の5回コールドが成立。一昨年同様に悔しいコールド負

ちな誤解やストレスの原因を理解することを目標とした研修

当社の採用は勤務地選択制であり、会社説明会や選考

けとなりました。目標のベスト8への壁は高く、今年も2回戦敗

でした。東北支店では、今年からフィリピン出身のラファエル

試験なども希望勤務地の支店で開催しております。比較的

君と一緒に仕事をしています。

退となりました。来年は2試合勝ちベスト8に進出できるよう

少人数での開催となることも多く、親身な対応が好評との

精進いたします。たくさんの応援ありがとうございました。

印象的だったのは何気なく使っている「あれはどこ？」「あの

声もいただいております。

（東京第一支店 都筑 悠太）

件は？」という会話が外国人の方には全く理解してもらえな

内々定承諾後は、社内で開催する安全大会や暑気払い

いということです。「1を聞いて10知る」という文化は日本独

などに内々定者の方々をお誘いしたり、こちらから学校に訪

特のもので、他国では話す側がきちんと説明しないと相手に

問し学食でランチをするなど、六興電気をもっと知ってもらう

伝わらないという考えがあります。日本は世界的にもハイコン

機会を積極的に設けております。今後も昨年度とは違った、

テクストで、自分で考えるというのがとても強いです。

新たな内々定者フォローイベントを企画しておりますので是

自分が当たり前だと思っていても相手にとっては理解でき

非、楽しみにしていてください ！

ないものだったりします。まずは相手を理解することが重要

また、既に2020年採用に向けたインターンシップも始まっ

だと改めて感じました。同じ仕事をする仲間として協力し高

ております。引き続き、支店と人事部が協同して「全社一丸

め合っていければと思います。

での採用活動」をしていきます。

（東北支店 髙階 孝幸）

（人事部 松田 啓貴）

力強いノーヒットピッチング ！

小さな積み重ねを大事に…
1. 経営成績に関する分析

1,690百万円を見込んでいます。今期は受注額及び粗利

第77期の中間決算ですが、売上高は22,228百万円（前

研修の様子

年同期比1,756百万円増）となりました。これは前年同期と

並みになると予想しております。

比べ、3月実質完成物件が786百万円・進行基準適用工

2. 財政状態に関する分析

事が969百万円増加したためです。

資産・負債の状況ですが総資産の残高は27,579百万円

外国人社員の異文化コミュニケーションに関するセミナー

利益は、売上総利益率が前年同期と比べ0.79ポイント低

に参加しました。その目的は、社員一人ひとりが日常生活の

下したため、営業利益は2,525百万円(同3百万円減）、経

違いや環境の違いを認識するためです。セミナーでは、人々

常利益は2,579百万円(同10百万円減)、当期純利益は

が異文化に従事する状況を研究し、他の国の人々の言葉

1,670百万円(同153百万円増)となりました。
期末の業績ですが、売上高41,670百万円、営業利益は

ミュニケーションは、社会の特性や心のパターンに焦点を当

2,571百万円、経常利益は2,669百万円、当期純利益 は

このセミナーに参加することで、文化と視点の違いを十分

損益計算書

に理解することができ、良い成果を収められました。言語、文
化、人の視点、信頼を理解することで、効果的なコミュニケー
ションが図れるようになります。日本人社員と外国人社員の

自2017年10月 1日
至2018年 3月31日 （単位：千円）

科目
売上高

金額
22,228,968

売上原価

18,097,393

売上総利益

（前年末比2,732百万円減）になりました。これは特別配当
金支払によって現預金が減少したためです。
ま た、資 本 金 と 過 去 の 利 益 の 蓄 積 で あ る 純 資 産 は
16,660百万円(前期末比313百万円減)となり、経営の安

や習慣を理解することも含まれます。言語以外の異文化コ
てています。

額は年間目標を達成する見通しであり、来期の決算は今期

貸借対照表

定度を示す自己資本比率は60.4％(同4.4％増)となり、会社
の信用力向上に繋がっています。

（経理部 丸山 宏明）

2018年3月31日現在
（単位：千円）

科目
（資産の部）
流動資産

金額
（27,579,141）

科目
（負債の部）

22,946,788 流動負債

4,131,574

現金預金

6,108,765

1,605,818

受取手形

617,991

2,525,755

支払手形

金額
（10,919,080）
9,737,109
107,929

電子記録債務

2,178,235

双方でこまめにコミュニケーションをとり、お互いを知ることが

販売費及び一般管理費

大事だと思いました。私はこれが会社の目標を達成するた

電子記録債権

7,614,701

未払金等

5,702,985

営業外収益

65,254

完成工事未収入金

7,385,647

未成工事受入金

1,296,645

めに全社員とより良い関係を築く最善の方法だと考えてい

営業外費用

11,425

未成工事支出金

381,773

その他

繰延税金資産

622,859

賞与引当金

その他

221,560

工事損失引当金

貸倒引当金

▲6,510 固定負債

ます。

(沖縄営業所 Joel Cabungan Baladad）

営業利益

経常利益

2,579,584

特別利益

30

特別損失

106

税引前当期純利益

2,579,508

76,900
1,181,971

4,632,352

退職給付引当金

995,859

908,609

有形固定資産

1,280,616

その他引当金

186,111

1,670,899

無形固定資産

48,915

法人税等合計
当期純利益

80,615
293,796

固定資産

投資その他の資産
投資有価証券

講師の方々と記念撮影
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（純資産の部）

2,553,342 株主資本

（16,660,060）
16,298,033

子会社出資金

160,641

資本金

長期貸付金

111,000

資本準備金

160,680

繰延税金資産

157,329

利益剰余金

15,637,447

335,003

自己株式

その他
（注）損益計算書・貸借対照表の金額は千円未満の
端数を切り捨てて表示しています。

3,302,817

貸倒引当金
資産合計

500,000

▲96

▲14,498 評価・換算差額等

362,027

27,579,141 負債・純資産合計

27,579,141

仙台89ERS応援しています ！

パーティをしてきました。ビスタルームは普段利用することが

家族の絆

ない特別な部屋で、食事を楽しみながらゆっくりと野球観戦
をすることができます。「おめでとー ！ 」・「かんぱーい ！ 」といつ
もよりお酒を飲みすぎたかな…。7回にはみんなで風船を膨
らませ飛ばして、応援をして、楽しんできました。
宮元君は、大変お世話になった協力業者の㈱中西電気
工事様のご息女である晴香さんと同現場で知り合い、結婚
に至りました。このような喜ばしいことがあり、幸せな気分で
現場を終えることができました。これからもお幸せに ！ ！
（大阪支店 菅原 哲也）
選手の皆さんと

2018年5月13日、6月17日は母の日、父の日でしたね ！
皆様、どのようにお過ごしになられたでしょうか。ご両親に
プレゼントを贈られた方、またはお子さまからプレゼントをい
ただいた方もいらっしゃるのではないでしょうか？
今号の「家族の絆」は母の日・父の日にちなんだエピソード
を2名からいただきましたので、ご紹介いたします。
Happiness is Being A Mother
毎年母の日にみんなをまとめてく

空の夢を膨らませよう

3月31日、清交会行事として社員及び家族26名でプロバ

エアレースとアクロバットエ

れた娘が留守であったので、今年

スケットボールBリーグ 仙台89ERS vs 茨城ロボッツ戦を観

アショーパイロットのトニー比

は期待していなかったのですが…

戦しました。強力なブースターとして長江社長にご参加いた

嘉です。六興電気様には私

驚いたことに息子たちが私の好物

だき、子供たちも元気に応援してくれましたが、試合は前半

の自作機“TangoTango” の

をプレゼントしてくれました。よく私

のリードを守りきれず悔しい敗戦となりました。試合終了後に

スポンサーとして2011年から

の好きなものを分かっているなと思

は選手の皆様と写真撮影をしていただき、間近に見る選手

ご協力いただいています。お

いました。

の大きさ、逞しさに圧倒されました。その後開催した食事会

蔭様で今年は16年連続のリ

ちょっと大げさかもしれませんが、

は祝勝会ではなく残念会となってしまいましたが、長江社長

ノエアレース出場ですが、当

からは「明日の勝利の前祝い」との温かい言葉をいただき、

初264km/hだったスピードは

楽しい宴となりました。

320km/hと な り、今 年 は さ ら

アイルランドのことわざいわく：Man
loves his sweetheart the most, his wife the best, but
his mother the longest. 【男性は恋人を人生でたくさん

にエンジンをパワーアップしま

愛し、そして妻を最も愛します。しかし、男性が人生で一番

した。

長く愛するのは母親なのです】 Happy Mother's Day!

仙台89ERSとは 2011-2012シーズンよりスポンサー契約
を結んでおり、7年目を迎えました。Bリーグは1部（B1）、2部

胸元にご注目！

（B2）2カテゴリーで形成される統一プロバスケットボールリー

リノエアレースは1964年に始まり、世界中から25万人の観

グで、仙台89ERSは現在B2に所属し、2017-2018シーズン

客が集まってきます。レースは地上15メートルのオーバル

でのB1昇格を目指していましたが、残念ながら2018-2019

コースを8機同時にスタートします。1機ずつのタイムトライア

シーズンもB2での活動が決定しました。しかし、来期からは

ルではないので、レース展開をつぶさに見ることができるの

経営体制が代わり、仙台89ERSのレジェンド ＃4志村選手

が大きな魅力です。またアメリカでは毎年、観客動員数では

がフロントへ入ることも発表されており、1年でのB1復帰を目

メジャーリーグに次ぐほどのエアショーが開催され、私も数多

標に掲げております。2018-2019シーズンは9月より始動い

く出演しています。アクロバット飛行は私の原点です。観客の

たします。ぜひ皆様一度会場へ足を運んでください。

歓声や笑顔が私の原動力の一つとなっています。

（東北支店 高田 聖子）

息子さんからのプレゼント

（ＧＳ部 ユーディナンタ ヤノアルティ）

アメリカに来て、子供の頃からの夢を少しずつ叶えてきまし
た。これからも皆様とともに空の夢を膨らませていきたいと

素敵な息子さんたちと

思っています。“TangoTango” はひとり乗りですが、気持ち
はいっぱい乗せられます！ QRコードをクリックして、私のWEB
サイトもぜひ覗いてみてください。

（トニー比嘉）

Father's Day
父の日に誕生日祝い・還暦祝い・日頃の感謝を込めて、
叙々苑の食事をご馳走しました。

トニー比嘉さまのWEBサイトは下記URL・QRコードよりご

るということも秘密のサプライズ ！ ！ 最近の出来事から他愛も

覧いただけます ！

支店に来訪いただきました！

京セラドーム大阪でパーティー♪

父には行き先を伝えず、さらに実は家族全員が揃ってい

《ホームページ》
URL :http://tonyhiga.com/

ない話まで食事中、嬉しそうに会話をする父の姿を見て計

《Facebook》
URL :http://fb.com/tonyhigaairshows/

非常に貴重な時間でした。親から改めて「ありがとう」と言

画をして良かったなと思います。
家族全員が集合して食事をする機会があまりないので、
われるのは何だか恥ずかしいですね。こんなにも喜んでくれ
てこちらが嬉しいです。たまにはこうやって家族で食事に行

当社が看板を掲出している京セラドーム大阪にある特別
観覧室「ビスタルーム」を利用した方よりレポートをいただき
ましたので、ご紹介いたします ！

“ろっこう”が選ぶ優秀安全標語
各支店の安全朝礼などで採用された安全標語のなか
から、新聞委員会で最優秀作品を選びました。
「高めよう安全の意識 持ち続けよう安全の意欲
取り組もう無災害」
（東京第二支店 荻須 浩史）

くのもいいなと思った一日でした。
最近では、始めたばかりのゴルフ指導をしてもらっていま
す。ついには庭にゴルフ練習エリアができてしまいました ！
私、サボってばかりなのであまり使用していないんですけど
ね(笑)せっかく作ってもらったので今後使用してみようと思
います。

（東京第三支店 高澤 このみ）

意識や意欲は、慣れが生じるに
つれて気持ちを維持することが難
しくなります。事故はそのような慣
れが油断へと繋がり発生すると考
え、この標語を作成しました。
安全 は 一時 の高 い 意識 で 守ら れ るも の では なく、
球場全体を見渡せます ！

この度、京セラドーム大阪ビスタルームを使用して、オリック
ス・バファローズvs横浜DeNAベイスターズの試合を8階から
の大パノラマで観戦しつつ、結婚祝い＆竣工祝いのダブル

日々の積み重ねにより守られるものです。忙しい時こそ
初心や基本に立ち返り、その気持ちを持ち続けることで
無事故・無災害を達成できると思います。これから暑く
なりますが、今一度気を引き締め、夏を乗り切りましょう。
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日頃の感謝を込めたプレート

お世話になりました

アニバで有休レポート
*** おしらせ ***

弘中 精一さん
経歴

「MM Begin」ご利用ください

1980年入社 東京支店→中国支店→九州支店→中国支店

横浜の桜木町にあります、みなとみらいフィットネスクラブ

1980年東京の直営工事部に

「MM Begin」の法人会員契約をしております。

入社し、約38年間、中国→九州

詳細は掲示板でご案内いたします。これを機に是非ご検

→中国支店岩国営業所を経て

討ください。

退職となりました。これといった

※利用可能対象者は社員及びその同居家族までとなり

趣味も持たず今日まで流され

ます。

てきた気がします。その中で忘
れられない仕事といえば、中野
サンプラザの改修工事です。地

一反もめんの背に乗って

企業対抗カートレースのお知らせ
今年も下記の日程で開催します。カートを体験できる時

アニバで妖怪

下のプールからサンプラザホール、会議室、図書館、宴会

皆さんもご存じの「ゲゲゲの鬼太郎」は現在も人気のアニ

場、チャペル、ホテル、レストラン、全てのものが集約された

メで、我が家の子供たちにも大人気です。子供たちの間で

複合施設でした。24時間営業のため、はつり工事（音出し）

は鬼太郎の生まれ故郷に行きたいという野心が芽生え、こ

を行う時間がなく悩みました。徹夜でゴルフに出かけたこと

の度アニバで有休を利用し、鬼太郎の生まれ故郷に行 っ て

日時:2018年8月5日(日)

も何度かありました。楽しい思い出です。

きました！

場所:新東京サーキット(千葉県市原市)

間や昼食をご用意しております。ご家族での参加も大歓迎
です。ご興味ある方、ご参加をお待ちしております。
（E2本部 岡田 珠代）

また若い頃は何度会社を辞めようと思ったことか、この仕

鬼太郎の生まれ故郷といえば鳥取県境港市です。車での

事が終わったらと考えていると、こんなはずではなかったと反

長距離運転を経て、現地に着くや否や子供たちは大はしゃ

省心が湧き、次の仕事を入れている。今思えば完璧な仕

ぎで、早速「水木しげる記念館」へと足を運びました。ここで

2018年～2019年の年末年始休暇につきまして、始業日

事って無いですよね。上司、先輩方の目に見えない包容力

は子供のみならず、大人も楽しめる空間になっていました。

は1月4日(金）ですが、全社員が可能な限り休暇を取得

にも助けられた気がします。いい時代だったのかなと思いま

その後、鬼太郎ロードと呼ばれる通りで妖怪と写真を撮影し

し、長期休暇とすることを推奨します。積極的に休暇を取

す。今後は、ゆっくりと趣味？の農業、漁業（魚釣り）、旅行でも

ながらお土産を物色。意外に長い道のりを歩き回ったのです

得してください。

出かけるかなと考えております。お世話になりました。

が、子供たちはハイテンションのまま妖怪たちとお別れし、近

第2回 6KOU私の休暇自慢 結果発表

くの温泉で疲れを癒しました。
休める時に有休を使うことで私生活をエンジョイでき、

有給・振替休暇取得を推奨します

（長江 洋一）

4月～6月の採用
首都圏本部設計部

設計係

長江 孝雄

北関東支店

工事主任

畔上 隼也

九州支店

工事担当

中島 竜二

休暇取得時に撮影した素

「さぁ ！ また明日から頑張ろう ！ 」という気持ちになれ、家族にも

敵な写真とエピソードをお寄

感謝の気持ちを表現できるチャンスになりました。皆さんも

せいただき、全社員による総

是非「アニバで有休」を活用し、私生活をエンジョイさせま

受注！

選挙を行いました。第2回の

しょう。

・支倉複合ビル

東北支店

・ユニゾインエクスプレス大阪南本町

大阪支店

・須磨区大池町計画

神戸支店

（中国支店 神本 啓）

大賞に輝いたのは、中国支

4～6月の採用

店の中本さんでした ！ 石垣島
のマンタが幻想的に写ってい
て、引き込まれるような写真

入社された方より一言いただきました。

です。

北関東支店 工事主任 畔上 隼也

今回も個性溢れる作品が

Kadena Air Base

沖縄営業所

万里一空

大賞「Birthday trip」

集まり、雄大な景色やお子さんの可愛い笑顔が印象的でし

初めまして。4月1日に入社い

た。休憩時間に写真の感想を話している声も聞こえ、コミュ

たしました畔上隼也（あぜがみ

ニケーションの一つとして今後も活用いただけたら幸いで

た か や）と 申 し ま す。電 気 工事

す。大賞の賞品は旅行券、また応募いただいた全ての方に

店、電気設備設計事務所を経

オリジナルクオカードを進呈いたします。投票していただいた

てきました。新入社員と同じ4月

皆様にも御礼申し上げます。

採用ということでフレッシュな気

そして引き続き、第3回の応募を受け付けております ！ 募集

持ちで取り組むとともに、過去の

締め切りは10月31日です。2018年4月～9月の間に取得さ

経験や知識を存分に活かして業務を邁進していきます。一

れた休暇の際に撮影された写真にエピソードを添えてご応

日も早く会社、現場に慣れるように頑張っていきたいと思い

募ください。詳しくは特設サイトでご覧いただけます。たくさん

ます。まだまだ不慣れではありますが今後ともどうぞよろしく

のご応募をお待ちしております ！

お願いいたします。

（人事部 椎屋 未来）

・Replace Kadena Elementary School,

7月～9月のスケジュール
月

経営会議

7月

6日

行事等

特別休暇

11日～13日：2016-2年目修了研修
13日:夏季賞与支給
27日:任用測定試験(3級チャレンジ)

8月

3日

9月

7日

夏季休暇
13日～15日

本決算期
5日～6日:スタッフ系研修
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