
あけましておめでとうございます。昨年は各部署の努力に加えて、

協力業者･資材業者の皆様のご協力により、すばらしい成績を残す

ことができました。ここに紙面をかりてお礼申し上げます。しかし今年

は一転して厳しい環境が目の前に広がっており、気を引き締めて新

年を迎えています。 

全社一体となって不況に打克つ  

みなさんもご存知のように、昨年秋に米国の住宅バブルが破綻

し、この恩恵を受けていた全世界の経済は縮小を余儀なくされてい

ます。わが社も影響から逃れることはできず、取引先の破綻によって

年間利益目標の約３割にあたる損害をこうむりました。また主力と

なっている集合住宅も、とくに中小規模の案件で中止や凍結が相

次いでいます。バブル崩壊の清算に日本が10年かかったことを考え

ると、この状況は今後しばらく続くでしょう。では我々はどんな心構え

で、この難局を乗り切って行けば良いのでしょうか。私は、使い古さ

れた言葉ですが、団結一致こそがポイントと考えています。目の前

には大不況が立ちはだかり、世の中は疑心暗鬼に満ちている、こう

いうときだからこそ、全社および協力業者・資材業者との信頼関係

が重要です。お互いに情報交換を行い、どうしたら良いかを一緒に

考え、お客様に総合的なアプローチをする態勢を維持しなくてはな

りません。とくに今期は大型工事が完成の狭間にあたるため、完成

工事高は４００億円を切る見込みです。したがって、これを下支えす

るための営業活動が重要となります。受注を積み重ねるためには

出先でのきめ細かな営業に加えて、本社サイドでのトップ営業も欠

かせません。有力な協力業者の仕事を切らさないため、今後は他支

店の現場へ乗り込んでもらう必要も出てきます。資材も出先だけで

決めていられる状況ではなく、本社購買との連携が必須となりま

す。そして全員がまず会社全体を考え、その上でそれぞれの支店

を考え、最後に自分の役割を見出す、という考え方をもたねばなり

ません。でもこれらはわが社では当たり前のことで、普段から意識せ

ずに行っています。今年もこの考え方を基本として、仕事に取り組む

ようお願いします。昨年の暮れは5支店の忘年会に出ましたが、印

象に残ったのは千葉支店で、「チーム千葉支店」の下で、協力業者

や資材業者を巻き込んで営業情報の交換をしながら、長期物件へ

の取り組みをしていました。その結果、あるスーパーゼネコンからは、

施工地域は千葉県ではないがぜひとも千葉支店で、というご下命

をいただきました。同じようなアプローチは他の支店でも行われてい

ると思いますが、ぜひとも成果に結び付けてください。 

新しい事へもチャレンジしよう 

もうひとつのポイントは創意工夫です。昨年から毎月1～2支店の

現場をまわり、工事系の若手と懇親会をしていますが、施工上の苦

労話や工夫など、たいへん新鮮な話を聞くことが出来ました。その

延長線上で立ち上げた大型MSプロジェクトの発表会が11月27日

に行われ、検査の合理化をめざしたPDAのシステム、資材の各戸別

配送用通い箱、施工図作成の合理化をねらったCADソフトが発表

されました。通い箱は資材業者を巻き込んでの活動で、電線や照

明器具を一部屋ごとに通い箱に詰めて現場に届けるもので、現場

の段取り合理化に加えて、発生する廃棄物を大幅に減らすことが

出来ます。PDAを使った検査システムはまだ開発途上ですが、最終

的には検査結果をサーバに転送し、検査レポートと指示書を自動作

成するシステムを目指しています。PDAに付属したカメラ機能も利

用して、わかりやすい指示書を出力することも考えています。ここで

重要なのは、すべてのツールを社内で開発しているという点です。

考え方だけを社内でまとめ、実際の開発はメーカーに任せるのが一

般的でしょうが、社内でここまで開発できる、ということを全社員が

実感すれば、あらたなアイデアも生まれてくると期待しています。 

２００9年の取り組み 

さて、2009年の取り組みですが、まずは本業をしっかりと守るべき

だと思います。住宅の着工は減速していますが、工場や事務所も同

じように延期や中止が相次いでいます。その分野を得意としている

同業に勝てるだけの実力を備えていないのに、住宅が減少するから

別のことをやろう、というのでは、多くの成果は得られないでしょう。こ

れは今の得意分野以外に手を出すな、ということではなく、我々自

身の施工技術や営業ルートの強さを自己評価して、ターゲットを

絞ってゆこうということです。たとえば官庁物件は積極的に申し込み

たい分野です。官庁は一般競争入札が一般的となり、低価格入札

をした企業へのペナルティーも徐々に整備されつつあります。結果と

して、発注先によっては同額の業者同士での抽選になるケースも見

受けられます。一方では、諸情報を得るための営業コストは大幅に

低減し、かわりに重要となってきたのが積算技術です。窓口の特性

や過去の履歴から、適正とおもわれる金額を想定する能力が今ま

で以上に重要となります。このため、加藤部長をチーフとして積算の

改革プロジェクトがスタートしました。また総合評価方式への対応

も、テクニカルセンターを中心に進めています。官庁経験が豊富な

ベテランを起用し、求められる要件に適合するような提案のとりまと

めを行い、その結果を集中的に管理することで、次期の物件にも応

用する体制がほぼ出来上がりました。 

米軍関係も順調に伸びています。沖縄営業所は年末時点で11

名となり、大型・長期の案件に十分対応できる体制となりました。三

沢の案件に対しては、当社代人が青森の協力業者とともに沖縄へ

赴き、現場のポイントや重要書類の流れなどを習得して準備してい

ます。さらに、米国内に当社独自の資材受け入れポイント開設を計

画しています。米軍工事では米国製材料を義務付けられることも多

いのですが、不良率は日本製品に比べると高く、返品や代替品の

納入に時間がかります。しかし受け入れ検査を米国内で行うこと

で、不良品の返品や代替品の取得が大幅にスピードアップし、数量

の把握も確実となります。副次的な効果として沖縄の倉庫面積を

削減できるので、保管コストの削減にもつながります。 

信用、信頼、確実な仕事 

これからのビジネスにおいては、信用も付加価値となります。先行

きに不安が募る社会では、信用にもとづく業者の選別が始まりま

す。言い換えると、会社の信用がなければ、技術やコストに優れてい

ても仕事をとることはできません。施工品質・財務基盤・充実した協

力業者・信頼できる社員がすべて揃っていてこそ、勝負をかけられ

ます。そのキーは社員一人ひとりが握っています。このことを各自が

自覚して、今年度の仕事に取り組んでください。 
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一致団結～新任役員からひと言～ 
12月22日の株主総会で、五十嵐副会長と川畑執行役員が退任され、新たな役員が選任

されました。ここでは就任に際しての抱負を紹介いたします。 

左より 前列-小田原･長江･菊地/後列-古田･日高･矢野･重村･古橋･京増 

執行役員東北支店長  佐藤 敬一 

建設業界は公共投資の減少や、急激に冷え込んだ民間

住宅と設備投資、また、金融機関の融資の厳格化により多

数の倒産が相次いで大変厳しい環境にあります。このような

時期に執行役員という大役を拝命し、責任の重さを感じてお

ります。 

受注環境は東北地方も厳しい状況が続くと思いますが、支

店内の風通しをよくし、「楽しく仕事をやろう」、「利益を出すに

は知恵を出せ、汗を出せ」との考えを支店社員に浸透させ、

全員一致団結してこの難局を乗り切る所存でございます。微

力ですが精一杯、社業発展のため尽力いたす覚悟でございます。今後ともご指導を賜ります

ようお願い申し上げます。  

執行役員中国支店長  有藤 孝一 

この度、執行役員を拝命する事になり、その責任の重さに

身の引き締まる思いであります。我々を取り巻く環境は、今、

非常に速いスピードで変化しております。今後、益々我々を取

り巻く環境は厳しくなり、変化して来るでしょう。 

如何にその変化に対応するか、順応するか、即ち適応出来

るか、が大きな課題であると思います。我社は諸先輩が長い

時間をかけて構築された技術に、お客様の信用・信頼が築

かれているので、どういう世の中でも臨機応変に対応でき、継

続的に伸びていく力を持っていると自負しております。その

DNAを継承し、そして、新しい手法も取り入れた進化し続ける工事屋としてのノウハウを部下

に伝授し、全員が同じ目標に向かって、六興電気の社員で有る事を誇りに思い、やりがいの有

る、そして他の模範となり、恒常的に安定経営の出来る支店作りを目指したいと考えておりま

す。また、一支店では対応できない大型プロジェクト、短期工事等も増々多くなりますので、近

隣の支店とも連携し、共に発展する様、全力を尽くす所存です。今後とも一層のご指導、ご鞭

撻のほど、宜しくお願いします。  

取締役監査委員長  矢野 尚志 

さて、六興電気㈱は今期創業60周年を迎えます。創業以

来の日本経済の動きを振り返って見ますと、戦後の高度成長

が1970年代の二度にわたるオイルショックで終焉を迎えてい

ます。その後、安定成長期に入りましたが、バブル景気を迎え

て浮かれている間にバブルがはじけて修羅場を経験し、さら

に失われた10年と呼ばれる平成不況が続きました。その後

一時日本経済が持ち直したかのような時期もありましたが、さ

まざまの要因により依然として厳しい環境にさらされ続けてい

ます。わが社は創業以来このような時代の荒波を幾度となく

乗り越えて持続的な発展を遂げてまいりました。先輩諸氏のご苦労とご努力に対してあらた

めて深い敬意を表する次第です。 

 わが社は平成16年に建設業界ではほとんど採用例がない委員会等設置会社（現行会社

法では委員会設置会社）となり、監査委員会も設置されました。監査委員長就任にあたりま

して、コンプライアンスを徹底させるという監査業務を通じて60年の歴史を持つわが社のさら

なる発展に向けて少しでもお役に立つことができるように努力を重ねていく所存でございま

す。監視委員会に対する皆様方のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。 

＜取締役＞ 

代表執行役社長  長江 洋一 

執行役専務  菊地 寛  

執行役常務  京増 照男 

執行役常務  小田原守司 

執行役   重村 恭史 

執行役   日高 貞芳 

監査委員長  矢野 尚志（新任） 

社外取締役  古田 英明 

社外取締役  古橋 秀夫 

＜執行役員＞ 

執行役員常務 堀川 義規 

執行役員常務 長江 純 （昇任） 

執行役員常務 松村 茂広（昇任） 

執行役員  小川 繁春 

執行役員  鹿久保 清 

執行役員  吉原 健一 

執行役員  佐々木俊二 

執行役員  齋藤 由徳 

執行役員  佐藤 敬一（新任） 

執行役員  有藤 孝一（新任） 

顧問  五十嵐 清人 

一昨年12月の株主総会において選任された取締役副会長の

任期1年を満了し旧臘の株主総会を以ってこの役を退任いたし

ました。 

副会長という重責を頂戴いたしましたが、就任して1ヶ月も経

過しない平成20年1月下旬に脳梗塞を発症し以降、治療･養生

に過ごす1年となり、昨年のこの社内報でご挨拶した意気込みを

達成できず、残念に思っております。そんな中届いた「第67期の

事業計画を遥かに超えるかつてない好成績を達成」という朗報

は、とても嬉しく心強い励みとなりました。社員の皆さんが日々弛

まず積み重ねた営業活動が生んだ結果、成し遂げたことと経緯を表します。 

現在、100年に一度の世界不況ともいわれる状況下で世間では厳しいニュースが続い

ております。電設業も嵐の外というわけにもいきませんが、長年築いて来られた信頼と実績

を糧に、既に始まった第68期も長江社長のもと、社員一同一致団結し奮起されることを期

待しております。小生も皆様よりいただいたご厚情に深謝し、体長の回復に努め、微力なが

ら事業計画の達成に寄与できればと思っております。多少、不自由な状況ではあります

が、必要とされる案件等がございましたら何処にでも参上いたします。お気軽にお声かけく

ださい。 

末筆ではございますが、今年一年の皆様方のご健康とご活躍を祈念し、退任のご挨拶

とさせていただきます。 

理事  川畑 宏次 

第67期(2008年9月30日)をもって北海道支店長を退任、12

月の株主総会をもって執行役を退任し、理事として社業に尽く

すことと相成りました。昭和53年7月に札幌営業所勤務を命じら

れ北海道に転勤して30年、月並みな言い方ですが本当にあっと

言う間で、今思えばただ忙しく駆け回って30年間が過ぎ去った

気がします。私がここまでこられたのは支店の社員は無論のこ

と、いろいろな方々のご指導ご支援があったればこそと感謝いた

しております。この紙面をお借りし、心より御礼申し上げます。 

しかしこれからが正念場です、北海道の経済環境は芳しくなく、

特に建設業界は今までに無い大変な景気の冷え込みの環境の中、ある会社は農業関係

に進出したり、数社で協力しサハリンの住宅関連の事業に進出したりと、いかにして生き抜

いていくか各企業それぞれがもがき苦しんでいます。当支店もこの難局を乗り切るべく新

進気鋭の新支店長に世代交代し、その新支店長を中心に新しい分野を開拓し、果敢に

チャレンジし社員一丸となって邁進していこうと心新たにしたばかりであります。 

そのような新鮮な気風の中、私に課せられた使命は「北海道支店を永世に伝えよう！」を

何としてでも守り通す事だと思っております。この素晴しい未来ある大地の出先を、優秀な

社員が居る限り永世に伝えていくことが出来ると信じてやみません。これから先も皆様の

変わらぬ更なるご指導ご支援宜しくお願いいたします。 



税引き後では史上最高益に 
第67期の決算がまとまりましたのでご報告致します。第66期と比較して本業儲けを示す営

業利益が2,195百万円と+1,698百万円の増となりました。これは第66期及び第67期の受注

が比較的好調だったことと、受注時での赤字がほぼ無くなったことが主要因です。また、工事

の大型化が進んでおり、工事進行基準による部分完成の額が27億円(前期比+19億円)だっ

たのも影響しています。第66期からの繰越欠損金が存在していましたが、利益水準が高いた

め法人税が666百万円となりました。従いまして、(税引後)当期純利益が1,293百万円とな

り、バブル期(H4年9月期･1,203百万)を超えて、史上最高益になりました。このほぼ同額が、

貸借対照表の「純資産の部」に算入されました。 

株主資本が12億増 

【資産の部】 

･現金預金 

9月末の残高が5,911百万円(昨年9月末比+4,251百万円)と大幅に改善しました。第66期

後半に工事量が膨らんだため、一時的に立て替え状態となっていたのが解消されたことを意

味します。ちなみに11月に法人税＋消費税でおおよそ10億円の現金が社外流出しましたが、

12月10日現在の現金預金は約53億あり、堅調さを維持しています。 
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あけましておめでとうございます 
～恒例の年始挨拶は年男・年女の皆さんにお願いしました～ 

･完成工事未収入金 

完成工事未収入金は4,632百万円(同▲981百万円)となりました。ちなみに未収入金のう

ち約17億円は手形以外での入金で、すでに支払い通知を受領しております。完成工事未収

入金が減った主な要素としては、未成工事の入金がスムーズだったことと、6月～9月の完成

工事高が第66期と比較して▲35億円だったことによります。 

【負債の部】 

･支払手形･工事未払金 

支払手形の残高が1,847百万円(同▲4,542百万円)ですが、これは資材業者様への支払

いを手形から期日払いにしたために減少しました。見合いで工事未払金の残高6,873百万円

(同+2,271百万円)のうち約3,752百万円が期日払いによる支払い部分です。 

･短期借入金 

キャッシュフローが大幅改善しましたので、短期借入金(630百万円)を全額返済いたしまし

た。この状況はしばらく続くと思います。 

【純資産の部】 

株主資本が6,911百万円(同+1,243百万円)となりました。決算で大幅改善されたのは、先

にも述べましたが、純利益が1,293百万円あったためです。株主資本

は資本金+過去の利益の累積を意味し、会社の与信上非常に重要

です。会社といたしましては、まずは株主資本 100億円達成を目標

にしております。 

第68期本決算の予測 

12月にオリエンタル白石(株)の会社更生法適用申請を受け、376

百万円の回収懸念債権が発生しております。それに60周年記念事

業費用・成果配分の未払計上を加味いたしまして、第68期の決算は

売上高380億･経常利益8億を見込んでいます。  

あけましておめでとうございます。今年は六興電気創業60

周年のおめでたい年ですが、私も3月で入社満10年を迎え

る事になります。本当にアッという間でした。たまに、30年位

勤務しているような話題を振られてしまいますが、静岡支店

の中ではまだまだ若者の内に数えられます！ 

3月には「静岡支店移転」という大イベントを計画していま

す。新事務所に関しては、支店長から色々任せて頂いていま

すので、「社員がいつも気持ち良く仕事が出来る、格好良い事務所」を作り上げる為に、日々

頭を悩ませながら、新生活？を夢見て頑張っています。皆さんのアドバイス・ご意見をたくさん

頂けたら幸いです。本年もよろしくお願い致します。 (静岡支店 深見知加) 

まだまだ若手です！！ 

明けましておめでとうございます。入社いたしまして約２年

たつことになりました。1年目は、北海道支店で社会人として

の第1歩を踏み出したわけなのですが、恥ずかしながらいろ

いろと諸先輩方に迷惑をかける1年目となってしまいました。

でも、官庁工事であったり、改修工事であったりといろいろな

現場を目にしてきました。2年目は、東京へ出向いたしまし

て、江東区の有明でマンションの工事をしています。2年生に

してはいろいろな現場を見ることが出来よかったと思います。今年3年生になりわからないこと

がまだ多々あるのですが、わからないことはわからないままにしておかずきちんと先輩へ聞くこ

とを心掛け、今年は今まで以上に頑張っていきたいと思います。今年もどうかよろしくお願い申

し上げます。 (北海道支店 竹村道教) 

東京で修業中 

明けましておめでとうございます。入社して35年、長男も

34歳となり長いようであり、駆け抜けた歳月でした。誕生日

は昭和２４年５月２７日で会社の創立年月にあたり、本年会社

は還暦にあたり記念すべき年となり益々繁栄し、私も定年を

迎え第２の人生のスタートとします。振り返れば新日鐵工場

ではコークスにまみれ、道路公団のトンネル･インターチェン

ジでは数十㎞を走り廻り、地下鉄工事ではモグラ生活と、い

ろいろな内容の工事を完成させてきました。又、これまで会社主工事であるマンションは担当

してきませんでしたが、最後に31階のマンション工事を担当し、現在、現場の大変さもわかり、

経験に加わりました。私が無事定年出来るのも、いい先輩、いい部下、いいスタッフに恵まれた

ものであり、これから半年できる事で貢献したい。今年も宜しくお願い致します。  

 （名古屋支店 島田正治） 

会社と共に還暦を迎えます 

 

あけましておめでとうございます。年男という事で新年のご

挨拶を申し上げます。昨年は入社して早や２５年が経ち創立

記念式典にて勤続２５年表彰をして頂きました。本年は六興

電気の創立６０周年ですので、自分がそのひとまわり下の年

男ですので６０年の歴史を重く感じます。神戸支店に入社し

て中国営業所(当時)･神戸支店･大阪支店･四国支店･中国

支店と転勤し、また管理室から営業に変わり色々な経験が

できました。多くのまわりの方に助けて頂きながら色々な経験をした事をこれからもっと活かし

て、今年は新たに飛躍したいと思っております。本年も経済状況は激変しておりますが、負け

る事なく前を向いてやって行きますので、本年もよろしくお願い申し上げます。 

 (中国支店 東出博美) 

前を向いてやって行きます 

科目 金額 科目 金額 

 （資産の部） （25,257,856）  （負債の部） （18,317,216） 

流動資産 22,293,716 流動負債 16,544,422 

  現金預金 5,911,838   支払手形 1,847,564 

  受取手形 3,880,831   工事未払金等 7,485,955 

  完成工事未収入金 4,632,156   未成工事受入金 5,738,896 

  未成工事支出金 7,111,499   その他 817,262 

  その他  783,684   賞与引当金 530,743 

  貸倒引当金 ▲26,295   工事損失引当金 124,000 

固定資産 2,964,139 固定負債 1,772,794 

 有形固定資産 598,451   退職給付引当金 1,690,084 

  建物・構築物 364,657   その他引当金 82,710 

  機械・運搬具等 75,449  （純資産の部） (6,940,639) 

  土地 158,343 株主資本 6,911,925 

 無形固定資産 31,346  資本金 500,000 

  電話加入権 31,346  資本剰余金 160,680 

 投資その他の資産 2,334,342  利益剰余金 6,251,369 

  投資有価証券 288,082  利益準備金 125,000 

  長期貸付金 1,167,713  その他利益剰余金  

  破産債権等 57,512   別途積立金 4,817,648 

  繰延税金資産 948,404   繰越利益剰余金 1,308,720 

  その他 289,119  自己株式 ▲125 

  貸倒引当金 ▲416,490 評価・換算差額等 28,714 

資産合計 25,257,856 負債・純資産合計 25,257,856 

貸借対照表 

2008年9月30日現

(単位:千円) 

（注）金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。 

科目 金額 

売上高  44,836,798 

 完成工事高 44,713,533  

 兼業事業売上高 123,265  

売上原価  40,679,708 

 完成工事原価 40,586,542  

 兼業事業売上原価 93,166  

 売上総利益  4,157,090 

販売費及び一般管理費  1,961,330 

営業利益  2,195,760 

営業外収益  78,184 

営業外費用  22,131 

経常利益  2,251,814 

特別利益  57,383 

特別損失  493,655 

税引前当期純利益  1,815,541 

法人税、住民税及び事業税 666,671  

法人税等調整額 ▲144,593  

法人税等合計  522,078 

当期純利益  1,293,463 

自 2007年10月1日 

至 2008年9月30日 

損益計算書 

(単位:千円) 

科目 
自 2007年10月1日 

至 2008年9月30日 

自 2007年10月1日 

至 2008年9月30日 

  税金等調整前当期純利益 1,815,541 604,676 

1. 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,061,888 -740,085 

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー -130,192 -46,049 

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー -680,032 149,655 

4. 現金及び現金同等物に係る換金差額 0 0 

5. 現金及び現金同等物の増加額 4,251,664 -636,479 

6. 現金及び現金同等物の期首残高 1,660,174 2,296,653 

7. 現金及び現金同等物の期末残高 5,911,838 1,660,174 

キャッシュ・フロー計算書 

(単位:千円) 
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各地の竣工物件 

・工事内容 

①電気設備工事 1.特高変電所新設工事  2.生産用幹線設備工事 

  3.生産用動力設備工事  4.既設棟電気設備改修工事 

②空調設備工事 1.既設棟空調設備改修工事  2.排煙設備工事 

  3.溶解炉棟増築空調設備改修工事 

③生産設備用配管 1.溶解炉用冷却配管工事  2.既設棟配管設備改修工事 

  3.溶解炉棟増築配管設備工事 

・曙ブレーキ工業㈱館林鋳造所の立ち上げ作業は次の三要素に分類し取り組み実施 

1.特高変電所新設(受電電圧66ＫＶ １０,０００ＫＶＡｘ２台)及び引き込み工事 

受電日は東京電力㈱では申請してから２年後に送電予定でした。しかし曙ブレーキ工業㈱

館林鋳造所の生産開始を新聞で発表した後、受電まで1年間しかなかった。引き込み位置

が架空鉄塔用土地回収の時間的要素から、特高変電所の位置移動及び地中引き込みに

変更した。県庁、市役所及び東京電力㈱等に協力を得て、何とか予定日に受電日が出来

た。特高変電所の設計及び設計変更をメーカーに頼らず、当社が短期間で生産設備に合せ

た電源供給(3,300V)及び、既設設備の有効利用を考えながら、何とか受電日に間に合った。 

2.既設設備の有効利用 

①既設サブ変電所の部分改修し再利用②生産用既設幹線ケーブルの再利用③既設動

力盤改修による再使用④既設ケーブルラック撤去再取付⑤既設撤去部品(ブレーカー、リ

レー等)の再利用⑥既設空調用ファン撤去品再利用⑦既設冷却水配管設備を４０％再利用

⑧既設エアー配管設備４０％再利用 

3.他社(鋳物工場)にない環境づくり 

①ばい煙対策として、既設ク－リングタワーを改修しミストボックスとして再利用②臭い(鋳物

工場独特の臭い)対策、現場作業者等の意見を取り入れ、臭い消しシステムを製作し取付③

省エネ兼作業環境対策、既設旧排水路の水を利用し、屋根散水設備により作業場気温を

下げ環境改善。④安全対策、品質物流関連に最新のアイデアを採用し実施。 

・今後、ライン増設し２００９年８月よりフル稼働予定 （北関東支店 髙木末次） 

曙ブレーキ工業㈱館林工場電気設備 

契約先 曙ブレーキ工業㈱ 

設計監理 六興電気㈱ 

工期 2007年3月～2008年3月 

施工場所 群馬県館林市大島町 

建築概要 延床面積 12,121.54㎡ 

 S造 地上2階 

施工部署 北関東支店 

現在、広島駅北口では市街地再開発事業

が進んでおり、外資系ホテル、事務所ビル、分

譲マンションなどが建設中で2010年の春に完

成予定です。そこに隣接するのがこの建物で

す。No.76とNo.77は約60ｍ離れ、対称的な造

りで広島では珍しい大型賃貸マンションです。

新幹線ホームから見えるのでお立ち寄りの際

はご覧ください。建物の特徴として、1階と屋上

には輝かしいネオン、エントランスとELVには24

時間ＢＧＭが流れ、インターネットコーナーやコインランドリー等が設置され、屋上には市内を一

望できる展望台があります。また、非接触キーや大型監視モニターなどセキュリティーも充実

しています。 

現場で注意した点は、各棟が同時進行により施工の統一化が要求される為、協力業者と

の打合せを念入りに行いました。もちろん、資材の搬入や管理など確実に棟別で行い周知徹

底しました。現場チェックも各棟の行き来が大変でNo.76の20階からNo.77の20階の移動はさ

すがに嫌気がさしました(笑)。厳しい工期のなか、無事故で無事竣工でき、関係業者の皆さ

ん本当にお疲れ様でした。  (中国支店 空山和弘) 

オリエントビルプロジェクトNo.76・77新築  

契約先 ㈱奥村組 

設計監理 山本建築工房 

工期 2007年11月～2008年11月 

施工場所 広島県東区若草町 

建築概要 延床面積 12,214㎡ 

 RC造 地上20階(394戸) 

施工部署 中国支店 

横浜岡田屋モアーズは、JR横浜駅西口

駅前広場に面する60店舗を有する商業

施設です。昭和42年に開店以降、当社はこれまで昭和57年大規模改修工事、平成18年特

高変電設備更新工事等に関わってきました。今回の工事は耐震補強工事を伴う1階～9階

の全面改修工事で、当社は変電設備、幹線設備、動力設備、共用電灯コンセント設備の改

修を行いました。 

工事は全館休業することなくフロアー毎に行われ、完成後すぐにオープンしていく「居ながら

工事」でした。工事フロアー以外が営業している中、音の出る作業･埃の出る作業･臭いの出る

作業は厳しく制限され、これらは営業終了後の夜間作

業となり、昼間作業を合わせ24時間稼働の工事でし

た。施工体制は昼間作業の協力業者班のほかに夜間

作業のみの協力業者班を設け、当社スタッフは昼番･夜

番のシフトにより交代しながら工事を行いました。現場を

進める上で苦労した点は、既設設備の調査でした。工

事着手までの確認作業に多くの時間がかかりました。 

7か月の短い工期ではありましたが、営業に支障をきた

すことなく、無事故で竣工することができました。協力業

者、関係各位及び本社工事本部の皆様の御協力有難

うございました。 (横浜支店 山田章広) 

横浜岡田屋モアーズリニューアル 

契約先 大成建設㈱ 

設計監理 ㈱レーモンド設計事務所 

工期 2008年3月～2008年10月 

施工場所 神奈川県横浜市西区南幸 

建築概要 延床面積 27,200㎡ 

 RC造 地下3階 地上9階 

施工部署 横浜支店 

ナミックステクノコア 

契約先 ㈱関電工 

設計監理 ㈱山本理顕設計工場  

工期 2007年11月～2008年10月 

施工場所 新潟県新潟市北区島見町  

建築概要 延床面積 8,844.83㎡ 

 S造 地上2階 

施工部署 新潟支店 

今回新潟支店にて施工しましたナミッ

クステクノコアは、エレクトロケミカル材料

の開発･製造･販売を事業としているナミックス様の新しい研究施設として、①最先端の研究

環境、②「オンリーワン・ナンバーワン」商品開発への創造性刺激、③自然･周辺環境への調

和を設計コンセプトに着工しました。 

3階は研究室と実験の発表会などが行えるマルチファンクションプラザがあります。研究室

は全部で31室あり、その内クリーンルームが11室あります。クリーンルームとは、空気中の浮遊

塵埃が限定された清浄度レベル以下に管理され、必要に応じて温度･湿度等を一定の基準

に制御している部屋の事です。今回は、クラス1,000とクラス10,000のクリーンルームを施工し

ました。2階は事務室、会議室そして食堂となっています。また、中2階は屋上庭園として開放

されています。 

意匠性の高い建物で、中2階と2階の柱は

まるでキノコを思わせるような形状となってい

ます。中2階にあるＰＳ･ＥＰＳは円柱状のガラス

張りになっており、各種幹線の立上げに苦労

しました。2階は意匠の都合で、天井面の照

明器具をほとんど中止し、机や棚などの家具

類に照明器具を設置しました。 

意匠がなかなか決まらず苦労しましたが、協

力業者の皆様の多大なるご協力のおかげ

 で、無事に竣工することが出来ました。 

  （新潟支店 前田伸樹）  
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古橋 秀夫 

私の恩師、木村宏先生(日本

環境管理学会名誉会長･工学

博士･元日本大学教授)は、「建

築物の信頼性を左右する要素と

しては、設計･施工･材料･設備･

管理･利用の6つがあげられる。こ

れらの要素の信頼性に完全はあ

り得ないとして、その信頼性を0.9とすると、建築物全体とし

ての信頼性は0.9の6乗つまり0.53になってしまう。もし、1つで

も信頼性“0”のものが含まれてしまえば、他が完全であった

としても、すべてが0になってしまう」と常に教示されておりま

した。 

当社は、このうち設計･施工･材料･設備に直接的、間接的

を問わず深くかかわっています。建築物の目的は、その機

能･性能を確保することにありますが、現在の建築物の機能･

性能はその多くを建築設備システムによって確保されてい

ると言っても過言ではなく、とりわけ当社の主力業務である

電気設備は建築設備システム全てにおいて、不可欠な要

素でもあります。電気設備が正常に働かなければほとんどの

建築設備システムは稼働せず、建築物の機能･性能は確保

されません。それだけ重要な仕事を担っているという責任感

と技術者としての意識が不可欠であります。しかし、現実に

は竣工後の建築物では、様々な困った問題が発生している

こともまた紛れのない事実であり、建設プロセスのひとつにお

いて、技術者の誇りをかけた厳しいチェックが求められてい

ます。  

最優秀部門賞～東北支店に栄冠～ 
今年の最優秀部門賞は、東北支店の頭上に輝きました。かつては収益に構造的な欠陥があった同支店ですが、４年間にわ

たる体質改善が実を結び、今回の受賞につながりました。改めてお祝い申し上げるとともに、その間のご苦労にお礼を申し上

げます。また、受注1位の新潟支店・施工1位のＥＰ部も、予想を覆す(失礼しました)健闘をしてくれました。今回は選にもれた各

支店も、次回はなにかをもぎ取る勢いで、仕事に励んでください。 (長江洋一) 

古田 英明 

新年おめでとうございます。

2009年はいったいどんな年にな

るのでしょう。昨年の原油高･円

高･サブプライム問題に端を発す

る世界の景気後退を受けた日

本経済を覆う閉塞感。日本の実

態経済が急速に影を落としつつ

ある今、多くの方は日本という国そのものに不安感や危機感

を抱いているのではないでしょうか。社会構造の二極化によ

り格差がますます広がる今、私たちはどうしたら平穏な社会

の中で暮らすことができるようになるのでしょうか。 

それにはまず、組織のリーダー(社長だけではなく、それぞ

れの部署におけるリーダー、すなわち部長、課長等)が品格

を取り戻すことがカギになります。とはいえ、もちろんリーダー

でない方々が他人事でいいというわけではありません。リー

ダーもそうでない方々も、受身ではなく毎日の仕事に自発

的に取り組み、一日一日を丁寧に大切に過ごすことで人間

力が養われるはずです。たとえば、目に見える損得勘定だ

けで物事をはかるのではなく、人として正しいか否かを念頭

に置いて判断･行動できること、「傍を楽にするような働き

方」を日々心がけることなどといったことが挙げられるでしょ

う。そういったことを心がけることにより、自分の持っている力

は、自分のためではなく、会社や社員、お客様のために自ず

と役立つことになるでしょう。 

これからの厳しい時代、生き残れるのは「本物」にほかなり

ません。人として正しく仕事に取り組むこと、自分自身を他の

人のために役立てひとりでも多くの人に喜んでもらうこと。こ

のようなことを積み上げていけば本物のビジネスマンになれ

るのは間違いありません。本物のビジネスマンの集団で、ぜ

ひとも本物の六興電気を築いていただきたいと願ってやみ

ません。  

最優秀部門賞 
第67期最優秀部門賞を頂き、ありがとうございました。東

北支店を代表してお礼を申し上げます。第64期は長野営業

所篠原所長、第65期は東京第三支店齋藤支店長、第66期

は千葉支店文倉支店長と、髪の毛の薄い人が最優秀部門

賞を続けて受賞していました。私もだんだん近くなってきた

のでお呼びが掛かりあやかれたのかと思っております。 

振り返りますと、まだ仙台支店と言っていた26年前に最優

秀部門賞を受賞して以来となります。受賞した翌年に支店

長の代理として賞杯の返還に出席し、当時の長江社長(現

名誉会長)との「また受け取りにきます」、「そうだな」の会話

から大分長い時間が過ぎたという思いと、まさか自分が支店

長として最優秀部門賞を頂けるとは夢にも思っていなかった

だけに感激しております。3年7ヶ月前に就任した時には、多

くの赤字現場を抱えており、長江社長からは「東北支店が独

立した民間企業であれば倒産していますよ」と言われており

ました。私自身、最初の2年間は他の人には言えない、非常

に辛い、苦しい、悲しい思いをしてきましたが、長江社長の厳

しい指摘と、時には無言のプレッシャーなど、また日高本部

長と比留間顧問の硬軟を使い分けたご指導があったからと

思い感謝申し上げます。また、東京本店の松村本店長には

二度も仙台へ来て客先へ案内していただいたり、その他多く

の方々より激励やアドバイスを受け、気持ちを強く持つことが

できました。しかし一番苦労し、努力したのは支店社員だと

思っております。この現状を何とかしよう、利益を出そうという

思いから、人間関係がドライになっていた社員の一体感を取

り戻した結果が2年連続の黒字となり、第67期の最優秀部

門賞に繋がったと思っております。個人的には3月時点で、も

しかしたら1位になれるかもとの思いから、過去の1位になっ

た部署の一人あたりの利益額を資料で調べ内々目標を立

てておりました。最優秀部門賞を受賞できたことにより、支店

の全員が、やればできるという自信を強く持つことができた

と思います。東北支店は今期10月より第２ステップへギアを

入れ替えて目標に向かっております。今後も皆様のご指導・

ご協力をお願い申し上げます。誠にありがとうございました。 

 (東北支店 佐藤敬一) 

 最優秀部門賞 

東北支店  

優秀部門賞 

・受注業績  (達成率) 

 1位 新潟支店 (146.9%) 

 2位 東京第三支店 (133.7%) 

 3位 九州支店 (129.7%) 

・施工業績 

 1位 EP部  (133.6%) 

 2位 東京第三支店 (129.2%) 

 3位 東北支店 (116.1%) 

・ 受注粗利業績 

 1位 九州支店 (178.2%) 

 2位 新潟支店 (174.6%) 

 3位 北海道支店 (165.4%) 

・施工粗利業績 

 1位 東北支店 (209.1%) 

 2位 千葉支店 (155.1%) 

 3位 北関東支店 (152.2%) 

社外取締役からのメッセージ 

ろっこうマンの“タマゴ”大集合 

10月16日、2009年4月入社新入社員内定式を行いました。今年は

大卒21名、短大卒1名、専門卒2名、計24名の学生が参加しました。

式は管理本部長、人事部長の挨拶から始まり、内定辞令交付、内定

者自己紹介、懇親会と進みました。自己紹介では1人1分という短い

時間で、自分を出来る限りアピールしようと緊張しながらも力一杯ス

ピーチをしていました。 

自己紹介の後は、懇親会に移りました。お酒も少し入ったせいか、予

想以上の盛り上がりを見せました。途中には2008年度入社の先輩社

員5名から自己紹介もあり、新入社員へ、入社してから感じた事や仕

事をする際のアドバイスなどをしてくれました。その言葉は、不安な気

持ちでいっぱいの内定者の心に響いたに違いありません。 

午後からはコミュニケーションの大切さを学ぶ体験学習を行いました。6人が1グループを組み、与えられた課題を解くもので

す。但しこの課題は、必ず全員が発言しないと解くことができません。普段は発言するのが苦手な方も、この時は必死に発言

し、取り組んでいました。 

最後に記念撮影をして終了しました。集まった当初はお互い知らない者同士でしたが、式が終る頃にはお互い打ち解け合

い、式の後には内定者同士で別に懇親会を設ける一面も。この様な一面は人事部としてはホッと胸を撫で下ろす瞬間です。

内定者の皆さん、来年のご入社を社員一同、心よりお待ちしております。 (人事部 谷口史晃) 
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ろっこうニュース 
テレビで紹介されました 

11月22日(土)、BS朝日「賢者の選択」の「BIZ ALIVE」とい

う約5分間のコーナーで当社が紹介されました。この番組は

視聴者に当社を知ってもらうことはもちろんの事ですが、番

組内容をそのまま来年度以降、新卒採用活動の説明会や

WEB等で２次的に利用し、主に学生に対しアピールをするこ

とを目的として放映致しました。 

番組では東京本店第一工事部 鈴里英正さんをメインに、

彼の現場での一日に密着。その働く姿を紹介しながら、鈴里

さんの目から見た六興を紹介していただきました。また、番

組中には長江社長や上司である奈須部長のインタビューな

ども交え、5分という短い時間ではありましたが、時間を感じ

させない位、内容の濃いものに仕上げることができました。お

忙しい中、取材にご協力いただきました皆様にはこの場を借

りてお礼を申し上げます。 

今回、業務等でご覧いただけなかった方は当社採用ホー

ムページ等で視聴できるよう設定する予定ですので、是非

そちらでご視聴ください。  

番組ホームページ：http://www.kenja.jp/index.php 

番組のご感想は 、 f_taniguchi@6kou.co.jp までお寄せく

ださい。 (人事部 谷口史晃) 

愉快な仲間と共に英会話勉強中 

はいさ～い＼(^o^)／皆さん、今回は“関西系うちなんちゅ”と共に、“出戻り

うちなんちゅう”も、沖縄放送特別号担当となりました。…えっ!?私のアダナが

何故そうなったのかって?(聞いてないですよね!?)それではちょっとばっかし自

己紹介を。21世紀初の社員として皆の期待?を背負い入社。7年後謎の失

踪！！ その半年後、沖縄営業所長に奇跡的にも発見され、無事保護され現在

沖縄にて生息中。そうなんです！ 私、出戻り新入社員なんです。そんな私を

知ってる方々この場を借りて、「ただいま帰りました」 I haven’t seen you for 

a long time. 

さて、字数稼ぎはこれくらいにして、この度米軍工事の為に沖縄に来たわけ

ですが、見渡す限り異国の地。軍に提出する書類、軍との打合せ等ほとんど英語です。日本語は営業所、現場、テレビくらいで

す(ちょっと大げさだな)。「ヤバイ」と思い、焦り始めたそんな時、営業所の隣で英会話教室をしていると聞き、「思い立ったが吉

日」ということで、門をたたきました。まだ日差しの強い10月、六興マン4名、某ゼネコン社員1名、ピアノ教室の先生(英語ぺらぺ

ら)1名、先生2名の合計8名の愉快な仲間たちが結成されました。週に2回、1時間ずつ勉強しています。 

初めは口に出すことに抵抗のあった英語でしたが、今では現場で培ってきた持ち前の陽気さで、英語&琉球語を“ボチボチ”

喋っています。「うちなんちゅう」(沖縄人)が先生を合わせ3名ほど居ますが、たまに

授業中琉球語が出てくるので「ないちゃー」(本土人)は混乱状態に陥ります。「うち

なんちゅうVSないちゃー」勃発です。笑い声の絶えない時間です。が、教科書は

中々進みません。でも、今まで聞こえなかったものが段々と聞こえるようになってき

ましたと思います。そんなスローペースではありますが、後々は軍人さんと世間話が

出来る位になろう？と、思っている次第であります。 

それでは全国の皆さん、Good luck with your work. Do it safety. Good-bye.噂で

すが中学3年で習ったことが身についていれば、ある程度通用するらしいです。そん

な頭があれば、今苦労すること無かったのに…。 (九州支店 波多野 貫司) 

美人先生と一緒に 

真剣なレッスン風景 

来年も目指そう 成果配分旅行!! 

ロタ島 

11月12日～15

日でロタ島に行っ

て 来 ま し た。ロ タ

島？あまり名の知

れた場所ではな

いと思います。場

所は、サイパン島

とグアム島の中間

に位置する、250

万㎡しかない小さな島です。行き方は、グアム、サイパン経由

で乗り継ぎが必要です。便は、一日数便しかないローカル

線。30人乗りの双発プロペラ機です。行きのロタ空港に到着

して、機外に出た時ですが、片方のエンジンから煙が吹いて

いましたので、帰りも同機に乗るのかと思うと、ぞっとしました。

そういった所だからかもしれませんが、手付かずの自然が多

く残る場所と、想像してみてください。 

1日目は移動日、2日目から島をレンタカーで散策してみま

したが、驚いたことが2つ。なんと島には、信号がないのです。

そして対向車は、みんな挨拶(ハンドルごしに手を上げる)す

るのです。島に入った人は、皆仲間のような雰囲気でした。隣

の人のことなどどうでもいい日本人とは、正反対。車だと半日

で、島全体を回れるので、焦っていろいろ見て回る必要なし。

気軽に行きたい時に行きたいところに行って、自分の時間を

楽しめばいいところです。海の色は、いままで見たことのない

青さ、ビーチの白砂とマリンブルーのコントラストが非常に印

象に残っています。 

今回宿泊した、ロタリゾート＆カントリークラブは、島で唯一

のゴルフ場があります。アメリカ人のゴルフコース設計家スコッ

ト･フィセットによるコースは自然とマッチしたデザインで、要所

要所に、ハザードが設定されていて、戦略性に富んだ攻めが

いのあるコースでした。プレーする人が少ない(1日に１組～2

組程度)にもかかわらず、非常に手入れが行き届いていたの

には驚きました。１日中プレーして、ＵＳ100ドル。どこから回って

も、同じホールを何回プレーしてもかまわないので、次回行く

時は一日中コースにいたいと思います。日本ではそういった

経験はできませんから。 （東京第三支店 中村勝浩） 

ベトナム 

第三支店の目標「常なる力を出し、目指そう成果配分旅

行」のスローガンが始まって３年目です。仕事の関係上、同時

期に現場を空けられる人数は限られ1グループ3～4人です。 

今回は梅山さん、長谷川君、並木君と4人で北ベトナム(ハ

ノイ)に行きました。旅費は毎年、各自積立貯金をしています。

休みは、土日仕事が多いので振替休暇を消化します。旅行

中も客先から電話がかかってくる時もあります。そんな時のた

めに、代表者は出国時に成田空港で携帯電話をレンタルし

て行きます(代表者の日本の携帯電話番号のまま通話でき

ます)。ベトナムきっての景勝地、世界遺産でもある「ハロン

湾」では、海面からニョキニョキ突き出した大小2000の奇岩

が、静かな海面にその姿を映し出す幻想的な光景は、まさに

「海の柱林」でした。昼食をとりながらの3時間遊覧コースで

は、ゆっくり新鮮なシーフードを味わいました。 

来年も常なる力を出し、海外旅行に行けるように冷やした

白ワインで乾杯！ (東京第三支店 渡辺克己) 

中村さん・寄藤さん 

“ろっこう”が選ぶ優秀安全標語  
「おかしいと 止める習慣身に付けて 

正しい手順でゼロ災害」       

      （EP部 堤 大樹） 

僕の標語が優秀安全標語に

選ばれるなんて驚きです。それと

同時に、大変光栄です。 

僕が考えたこの標語は、常日

頃から作業する際心掛けている事

です。自分は落ち着きが無く、慌てて作業する傾向が若

干あると思います。そんな時、この標語を思い出し、気を

落ち着け作業に取り掛かっています。これからも一六興

マンとしてこの標語を心に刻み、安全最優先の職場作り

に貢献していきたいと考えています。  

中途採用WEBリニューアルします 

当社は年間約20名の方が中途採用者として入社し、たく

さんの方が活躍されており、「プロパー」･「中途」という垣根は

ほとんど見られません。中途採用の方の入社経路は様々で

すが、応募いただく方の大半はまず目にするのが中途採用

サイトです。残念ながら現状の中途採用サイトは、会社概要

や施工実績例、社員のインタビューなど典型的なものしか掲

載しておらず、せっかく当社に興味をもっていただいても、会

社のことを伝えきれていません。そこで、当社に興味を持っ

ていただいた方に更に当社に興味を持ってもらいたいという

思いから中途採用サイトをリニューアルすることになりました。 

六興電気の強みは何か?ということを軸に、実際に中途採

用で入社した方にアンケートをお願いしたり、他社のサイトを

研究したりして、中途採用サイトが0次面接になるようなサイ

ト作りを目指しています。サイトを見て更に興味が沸く方には

門戸を広げ、この会社でやっていけるかなという方には入り

口が狭まると言ったような、言い方が悪いのですが、ちょっと

偏ったサイトにするつもりです。 

普段自分の会社の強みなど、あまり考える機会がないせ

いか、あえて取り上げてみると実にたくさんあり、会社を見直

す発見がいくつもありました。社員の皆さんも、もう入社してし

まったから関係ない！ というのではなく、リニューアルの際は

一度ご覧いただくことをお勧めします。またお知り合いの方に

も是非、教えてあげてください。 (人事部 岡田珠代)  

ベトナム軍司歴史博物館にて 梅山さん･渡辺さん･並木さん･長谷川さん 
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管理室業務の効率化プロジェクトで帳票の削減等の一環

として検討してきました。最初は、エクセルで作成している受

注報告書、実行予算書をデータベース化して実行予算を作

成する時に受注報告書の必要な情報が取り出せたらという

発想からスタートしています。同じ内容を何度も入力すること

に前々から疑問があり、出来れば一度で済むようにすれば

二度手間を省けるし、チェックの手間も省けると考えていま

した。まだ、途中段階で肝心の受注報告と実行予算のデー

タベース化まで至っておらず、今回の変更は試算表や管理

費集計表などの実績データに限定していますが、本社の経

理部が月末の〆処理を行うと一斉に実績データが取り込め

タイムラグがなくなり月次が作成されます。 

もともと財務会計と管理会計は一致すると考えていました

が、周りよりも当社が一歩進んでおり以前より「施工の月割」

を取り入れていた関係で期末では大きく乖離していました。

漸く周りが追い付いてきた感があり、全件進行基準の適用

により一層財務会計と管理会計が近付くと思います。今後

の展開としては、受注報告や実行予算の施工の月割情報

が月次へ取り込めるようにすることと100％の工期割ではな

く少しでも期末の出来高と決算の数字が近づくよう考えた

いと思っています。  (北関東支店 丸山宏明) 

新しい月次システム 

はいさ～い＼(^o^)／沖縄–４ 

はいさ～い＼(^o^)／皆さ～ん、ちゃーがんじゅー(元気)ですか？ 今回は沖縄料理をご紹

介します。最近でこそ、内地でも沖縄料理屋が増えて、メジャーフードになっておりますが、

やっぱり食文化も独特なものがあります。まず、メジャーなとこで「ゴーヤーチャンプル(苦

瓜)」があります。チャンプルとは炒めると言う事で、ゴーヤー以外に「フーチャンプル(麩)｣

「ソーメンチャンプル(ソーメン)」といろいろあります。どれも美味しく、特にソーメンはお勧め

の一品です。また他には、「沖縄そば」があります。沖縄県内にはいたるところにそば屋が

あります。私、関西系うちなんちゅは大好きな一品です。この沖縄そばは、日本そばとは

まったく異なっており、どちらかと言えばうどんとラーメンの中間に近いイメージです。麺は白くて少し固めで、歯ごたえ

があります。「ソーキそば」と言う名前を聞いたことがあると思いますが、ソーキとは豚のアバラ肉の事で、これがそば

に乗ってるだけのいたってシンプルな食べ物です。飲んだ後の締めはこれって感じですね。これ以外にも美味しい(そ

うで無いのもありますが…)沖縄料理はいっぱいありますので、機会があれば是非食べてみてください。因みに関西系

うちなんちゅは、ヤギ汁を食べる事ができませんでした。それはそれはニオイが強烈だったもので…。 

さてさて、今回の掲載でこの『はいさ～い＼(^o^)／沖縄』が4回目を迎え、ちょうど

1年が経過した事になります。この1年間、つまらない内容に付き合っていただき本当

に感謝しております。私、関西系うちなんちゅも沖縄生活2年目に突入しております。

いつまで続くかわかりませんが、これからも頑張っていきますので、よろしくお願いい

たします。では次回までちばりよ～。 

～ワンポイントうちなんちゅ。沖縄の料理～ 

てびち(豚足)・ラフテー(豚角煮)・ソーキ(豚アバラ肉)・ミミガー(豚の耳)・中身汁(豚

モツ汁)・ニンジンシリシリ(すったニンジン料理?)・海ぶどう(海草) by関西系うちなんちゅ  

おしらせ 

60周年のロゴが決まりました 

ロゴマークは、60年の感謝の意味を

込めて「おかげさまで60周年」という言

葉と、６０の文字は社章にちなみ、背景

の飛行機は更に80周年･･･その先の未

来へと飛び立つ様を表しています。 

2009年中に使用する年賀状･名刺･封筒に貼り、60周年イ

ヤーを盛り上げていきましょう！ 

受注！ 
･西東京市向台町三丁目共同住宅計画   (東京本店) 

･砂川市立病院改築工事  (北海道支店) 

･カインズホーム仙台港店  (東北支店) 

･新潟市万代土地活用計画   (新潟支店) 

･講談社桶川流通センタープロジェクト  (北関東支店) 

･リステージセンター南駅前   (横浜支店) 

･TAKAMIブライダルNAGOYA   (名古屋支店) 

･福島４丁目計画   (大阪支店) 

･プレンティ特高受変電設備   (神戸支店) 

･新松尾トンネル照明設備設置   (中国支店) 

･千早タワープロジェクトB棟・駐車場棟   (九州支店) 

前号で紹介しました様に今期より研修内容を変更し、名称も「実務テクニック」から「技術者実務研修」と変更しました。従来

の研修は多少実務からの乖離があり、1週間の日程では出席調整が難しく、また現場管理技術の伝承の必要性を考慮し、 

①実務に即した内容で「何故そうするのか」を法的面や技術面からの解説により学ぶ ②日程を年１回１週間から月1回1日と

し、出席調整に配慮 ③講師を各支店より指名し、現場での体験談を研修内容に盛り込む ④テキストは各講師が作成し、技

術本部は内容のチェック、作成アドバイスや資料の収集を行う ⑤3年間で実務の基本を習得できるように実際に担当するで

あろう順に受講とし、未受講の場合は基本的に翌年受講 ⑥修了効果試験を行い、習得度測定と部署でのOJT教育へのアド

バイスを各部署宛に通知 とし、グループを1年目、2年目、3～5年目レベルの3つに分け、19のプログラムを用意しました。 

講師は工事本部と協議の上任命し、去る11月27日の「講師連絡会議」で主旨説明等を行いましたが、「講師も勉強しなけ

れば追いつかない」との声も出て、全体的に更なる技術力向上への機運も垣間見られました。今期の研修内容では未だ不足

する部分もあり、日程・経済性も考慮して改善していく必要があります。研修内容に関してはポータルサイトに掲載されている

ので、参照して受講者の出席を各部署で配慮して頂きますよう、お願い致します。 （技術本部 京増照男） 

実務に則した技術研修を行います 

神戸支店 

12月12日、神戸支店とEP部（一部）社員、そして長江社

長･協力業者の総勢53名でお客様でもある老舗の有馬兵

衛向陽閣にて忘年会が行われました。 

今年は、初めて参加される協力業者の方も多かったので

すが、会話も弾み、おいしい食事とお酒、恒例のビンゴゲーム

で場も盛り上がり、みんな懇親を深めることができよかったと

思います。懇親の後は、金泉と銀泉の2種類が楽しめる一の

湯・二の湯・三の湯の3つの温泉に入りました。夜空に月と星

が綺麗な金泉の露天風呂やジャグジーに入ってお肌もつる

つるになり、リラックスしてゆっくりすることができました。翌日

は休みの日だったので、女子社員で近くを散策し、お土産屋

で名物のありま

サイダーや炭酸

せんべいを買っ

て帰りました。来

年も有馬温泉に

て忘年会ができ

るように、また一

年がんばってい

きたいと思います。 (神戸支店 前間 可奈子)  

大広間にて大忘年会 

来年の忘年会を目指して一年がんばろう！ 

千葉支店 

12 月 19 日、街

中 に ク リ ス マ ス

ムードが漂う中、

今年で３回目に

なります支店･協

力会合同、総勢

80名の大忘年会

を開催しました！ 

そして2回目の出席となります長江社長にも来て頂きまし

た。会場は、海浜幕張駅にありますホテル･ザ･マンハッタン

です。 

そもそも協力会と合同に開催するようになったのは文倉支

店長の意向で千葉支店員と協力会との隔たりをなくし交流

を深め、「チーム千葉支店」となって力を合わせ、いい仕事を

しよう！ ということからでした。各現場担当者だけでなく、いつ

もサポートして頂いている協力業者の方々を壇上にて紹介

し、現状や見通しを話すという新しい形の忘年会だったと思

います。皆さん、お酒のせいか饒舌で場内は笑いに包まれ、

あわや制限時間オーバーになるところでした。更に来年度入

社予定の学生もお誘いし、先輩社員とのためになるお話？？

に花を咲かせていました。 

不況のニュースが飛び交う中ですが、千葉支店では新し

い年に向けて更に飛躍するという願いを込めて、忘年会が

望年会となった瞬間でし

た。２００９年度も一致団

結！ 「チーム千葉支店」で

頑張っていきたいと思い

ます！！ 

(千葉支店 粕谷敏子) 
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バイク対決 

社内にはバイク好きが多いようなので、一度特集を組んでみようということになりました。特色あるバイクに乗っている社員を

探したところ、日本・アメリカ・イタリアと三者(車)三様のメンバーとバイクが揃いました！  

横浜支店 岩本さん：Harｌey-Davidson VRSCD NIGHT ROD 

私は19歳の頃からバイク

で仲間とツーリングをして

いました。バイクは日本製

が良いと思っていたので、

外車に興味が有りません

でした。とりわけハーレーは

別格な感じで、年齢が上の方が乗るものだとも思っていまし

た。ところが私が乗っているハーレーダビットソン(通称ナイト

ロッド)をテレビで初めて見た時一目惚れし、購入しようと決

め、直ぐにディ－ラーへ行きました。予約したのは良かったの

ですが、アメリカ側の工場の都合とかで半年以上待たされ、

やっと納車されました。予定通りにいかない事もさすがはハー

レーと変に納得でした。 

普通ハーレーといえば、典型的なアメリカンスタイルを想像

しますが、私のはちょっと違い、ハーレー好きの人にはハーレー

らしくないと受けがあまりよくありません。しかも別のハーレー

乗りからは「直線番長」と呼ばれるくらい直線勝負のイメージ

が強いです。私自身は、スタイルや性能が今までのハーレー

と違っている所がとても惹かれている所です。今のハーレー

で50歳を超えてツーリング出来たら最高ですね。取りあえず

目先の目標は、愛車で九州をツーリングで巡ることです。  

東北支店 三浦さん：ホンダ CB１３００スーパーボルドール 

10代の頃に中型自動二

輪免許を取り、入社後も３

年位は乗っていましたが、

車を買いバイクから遠ざか

るという良くあるパターンで

した。復帰のきっかけは約２

年前。①現場の近くに大

型自動二輪の教習所があった ②名古屋支店に長期出張す

ることになり車を手放したことです。車名は「ホンダCB１３００

スーパーボルドール」といいます。ナビ・ETC・セキュリティア

ラームなどの装備が自慢です。ヨシムラのマフラーもいい音を

奏でます。このバイクの良い所は、①大型二輪らしくデカイ 

②走りだすと意外と軽快 ③カウル(風除け)のおかげで高速

道路走行がラク 等です。大きいので多少の足付の悪さはあ

りますが、さすが「MADE IN 浜松のホンダ」良く出来てます。 

今年の夏期休暇は、仙台から岩手に帰省するだけでは距

離も短くつまらないと思い、２泊３日で下北半島(青森県)1周

の旅に出ました。2日目にはマグロで有名な大間町に泊まり

ました。旅館では宿泊者９名中５名がバイク乗りで、初対面に

もかかわらずすぐに打解け、２日酔いにならない程度でしたが

酒盛りとなりました。肝心のマグロはシーズン外で、大間産で

はないどっかのマグロをいただきました。でもウマかった。東北

にもまだまだ行ったことが無い場所があるので、安全運転で

のんびり楽しんで行きたいと思います。  

東京本店 生田目さん：DUCATI 1098 

新しく何か趣味を始めよ

うと思い立ち、一昨年の7

月に普通二輪を取得しま

した。免許を取った後に、ど

んなバイクに乗ろうかと悩

み調べていたのですが、国

産車に魅力を感じられず、

どうせ乗るなら外車だと決意しました。しかし普通二輪免許

で乗れる外車は少なく、いろいろ探していたそんな時、テレビ

でMotoGP(バイクの世界選手権で、二輪ロードレースの最高

峰)のレースを観ていました。国内の４大メーカーの中に唯一

海外のメーカーであるドゥカティ(イタリア)を観てこれにしよと

思いました。ちょうどドゥカティには限定解除なしで乗れる

M400というモデルがあり、近くにあったショップに行き即購入！ 

それからはドゥカティの魅力である圧倒的な存在感、独特な

エンジン音にハマっていき、休日は殆どバイクに乗って過ごし

ていました。そんな中、一昨年9月に日本で開催された

MotoGPを観に行ったら目の前でドゥカティが優勝し、年間タイ

トルを取りました！ それからは自分もレプリカモデルに乗りたい

という気持ちが強くなり、すぐに限定解除をして現在のバイク

1098に乗り換え、定期的に開催されるショップのイベント･

ツーリングに参加して楽しんでいます。最近は乗れる機会が

少なくなっていますが、時間を作ってロングツーリングやサー

キット走行にも挑戦してみたいです。  

お詫びと訂正 

前号の部署経営標語において、第三支店の標語に誤りが

ありました。この場をお借りしてお詫び申し上げます。 

正：常の力を出し、目指そう成果配分旅行 

趣味として３０年近く茶道を

続けています。お茶というと和

菓子と抹茶を点てて頂くだけと

思われますが、それはほんの

一部であり、お客様をお招きし

ておいしいお茶を飲んで頂くた

めに、部屋を飾り、道具を調え、

食事をして頂き、最後に和菓子と抹茶を楽しむという「茶

事」をするための稽古です。つまりお客様を招き、ホーム

パーティーをすることなのです。ということで本当はわかり

やすく、生活に密着したものです。一番の目的のおいしい

お茶を点てることを初めに習いますが、それで終わってし

まう人が多く、ただ堅苦しいことをしていると思われるよう

です。その中には、部屋を飾るための掛け軸や花、道具や

器の焼き物や漆器など日本の生活と歴史に密着したも

のが含まれ、とても奥深いものです。ここまで続けてもま

だわからないことだらけで、やっとお茶事の真似事ができ

る入口に立てたかなと思うほどです。お茶を始めたのは、

アメリカに２年近く住んでいた頃、まだ偏った日本の情報

が多く、日本についていろいろと聞かれ、私自身が日本の

ことを知らないことはとても恥ずかしいことだと気付かされ

たのが一番の理由でした。初めは和菓子とお茶のおいし

さと道具の美しさばかりが楽しく難しさもわかりませんでし

たが、５年くらいたった頃から難しさに気付き、それと同時

に楽しさも増し、今に至っています。次回は長野営業所 

篠原所長です。 (社長秘書 髙井 香) 

リレートーク 

 

 

 

 
 

新メンバー紹介 
11月から広報プロジェクトメン

バーになりました。主に竣工現

場、安全標語の記事を担当させ

ていただきます。私は2008年の

1月入社で、ようやく入社から1

年が経ったところです。経理とい

う仕事柄、普段各部署の方には伝票や入出金のことでご

連絡することが多いですが、これからは原稿のお願いという

こともあるかと思いますので、その際にはご協力いただけれ

ばと思います。まだまだ分からないことも多くありますが、

ろっこう新聞を通して社内の様々な情報を発信しつつ、自

分自身ももっと勉強していければと思っています。よろしく

お願いします。 (経理部 藤野広実) 

 卒業します 
この度、部署異動に伴い編集

委員を卒業することになりまし

た。任期中は記事の作成など、

全社員の方々にお世話になり、

ありがとうございました。思えば新

聞の編集委員、名刺作成など、

色々な支店の色々な方々と直に

連絡を取り、コミュニケーションを持つことが出来たことは貴

重な体験でした。現在はBRAVOグループに在籍し、出向と

いう形で別の会社の現場事務所に常駐しています。これも

また従来の六興電気では経験できない貴重な体験です。

この機会をチャンスと捉え頑張っていきたいと思います。 

皆様、本当にありがとうございました。それとこの場をお借

りして、急な異動で関係者の方々にろくな挨拶もできな

かった事をお詫びしたいと思います。申し訳ありませんでし

た。  (BRAVOグループ 笹野忠晴) 

幹太くんといっしょ からあげ大好き！！ 


