
先日、会社周辺の清掃活動が行われ、私はゴミ拾いを担当して、

三田通りを会社から東京タワー近くまで作業しました。これは創業

60周年を記念するイベントの一環で、東京本店と本社から合計120

名の社員が参加しました。大勢集まってのボランティア、楽しかった

ですよ。最初はそんなにたくさんのゴミは落ちてないのではないか、

と思ってスタートしたのですが、やってみると路上に捨てられた吸殻

のいかに多いことか。また、街路樹の植え込みにはペットボトルや食

べ物の包み紙が、放置された自転車のバスケットもゴミ箱と勘違い

したのか、空き缶とか100円ライターなどで溢れていました。普段な

にげなく通り過ぎている街をこうして掃除していると、改めてモラル

が低い人がこんなにいるのを実感しますが、きれいになった通りを帰

るときは気持ちが良いものでした。たかがゴミ拾いですが、多くのも

のを得ることが出来ました。なお、本社だけではなく、各支店でもそ

れぞれ工夫をこらした記念イベントが行われたので、5ページの記事

を参照してください。 

入社おめでとう！ 

３月25日から行われた研修に続いて４月１日に入社式が行われ、

大学･専門卒技術系19名、大学･短大卒文系7名、高卒技術系5

名、高卒技能系5名の、合計36名の新しい仲間が六興電気に加わ

りました。入社式で私は、六興電気という会社は電気工事業界に

あってユニークな会社で、官庁依存体質の濃い建設業にあって、他

社があまりやりたがらない集合住宅を積極的に手がけ、民間案件

中心の経営にいち早く転換したことをお話しました。困難な状況に

陥った時にも、普通の会社なら「原点に戻ろう」と唱えますが、わが

社の場合は「しがらみを捨ててゼロから考える」という流儀もお伝え

しました。このように、いつも新しいものを取り入れて変わり続けるの

が六興電気です。そしてこれを支えるのは、プロフェッショナル意識

をもった社員です。ところで、「プロフェッショナル」とはどういう人で

しょうか？ 私は、作業と仕事の違いがわかる人のことだと思っていま

す。作業とは言われたことを言われた通りに行うことで、たとえば資

材の数量を調べるように言われたら、資材置き場で数えて報告す

るのが作業です。これに対して仕事とは、数量を数えながら、キズや

へこみがあるものが混ざっていないか、整理整頓はされているかな

どをチェックして、作業に付加価値をつけることです。つまり作業の

目的を理解し、自分なりの工夫で付加価値を付け加えたものが仕

事です。この違いを意識して、常に自分で考えて行動することがプ

ロフェッショナルに求められます。そのためには全体の仕事の流れを

把握し、後工程で自分の仕事がどう生かされるのかを把握する必

要があります。全体を理解することで、次に何をすればよいか言わ

れなくてもわかるようになります。知識や資格はもちろん必要です

が、自ら考えて行動できることが、プロフェッショナルへの第一歩で

す。ですから新入社員諸君は、あとに続く後輩のためにも早くプロ

フェッショナルになってください。 

業績は順調だが、気を抜けない状況  

早いもので、第68期も折り返し点を迎えました。集計中の中間決

算では、完工高で195億円、経常利益は5億円程度を計上します。

また現状の手持ち工事からの期末予想では、完工高380億円、経

常利益8億円程度を計上する見込みですが、今後の原価改善に

よってさらに上積みして、最終的には10億円程度の利益を期待して

います。一方で、受注に関しては景気悪化の影響が心配されました

が、超大型の集合住宅を数件受注できたことと、懸案であった米軍

の長期・大型工事がまとまったことで、３月末時点で212億円と、対

目標96.7％を維持しています。このように、得意分野を持っている当

社の業績は今のところ順調ですが、デベロッパーの倒産に伴って、い

くつかの現場では工事が中断しており、中には完全に白紙に戻され

たものもあります。ですから、取引先の与信にも気を抜けません。この

ような状況下では、受注額だけを追い求める営業に走る誘惑が生

まれますが、過去の苦い経験から、これでは問題の解決にならない

のはあきらかです。そうではなく、従来から当社が掲げてきた、「官庁

案件は、原価を把握して適正な札を入れる」「民間案件は、工事が

無理をしても採算に乗らない案件は受注しない」という方針を引き

続き堅持した上で、「全社をあげて繁閑調整を行い、施工戦力を効

率的に活かす」という考え方も、実践してゆく必要があります。そこで

今回、重村本部長をリーダーとして、官庁営業を支援するグループ

を立ち上げました。官庁に依存することなく、技術や信用を基盤とし

た運営をする当社の経営方針は、これからも変わりありません。しか

し入札制度の変化にともなってOBの関与が不要となり、かわりに総

合評価方式の定着により技術提案力が重要となるなど、ルールが

変わったことで知恵の勝負ができるようになってきました。そのよう

な状況に対応するため、新しいグループは、正しい原価の把握と窓

口ごとの制限価格の推定や、技術評価の提案内容とその表現方

法を総合的に管理し、社内に蓄積されているノウハウを全社共有す

る活動を通じて、知恵を使った官庁営業を支援します。PFIも含め

て、従来は分離発注されていたものが一括に切り替わる動きもあり

ますが、そういった案件も素通りするのではなく、チャレンジしてゆき

たいと考えています。今期後半は、最大の強みである住宅、そして

米軍に加えて、あらためて官庁をターゲットとします。  

筋肉質の社員と変わり続けるDNA  

本号の冒頭で、作業と仕事の違いについて書きましたが、建設業

においても、汗だけではなく知恵が勝負を分ける要素となってきまし

た。つまり営業マンであれば、当社の強みを具体的な数字として頭

に入れ、それをもとに有力な客先への営業機会を掘り起こす、価格

交渉にあたっては原価を正確につかみ、適切な利益を確保する、と

いったことですが、そこには正確な現状把握が欠かせません。～だ

ろう、～はずだ、を基にして勘だけに頼るのではなく、入手できる情

報を総合的に分析する能力が求められています。 

現在のような難しい局面を迎えて、一度うまくいったのだから、同じ

ようにやればまたうまくゆくはずだ、という安易な発想で「原点に帰

れ」と言っていたのでは、当社に勝ち目はありません。世の中が変わ

り、制度が変わり、競争相手の顔ぶれも変わり、人々の考え方も変

わり、社会からの要請も変わりつづける中で、我々も常に変わり続け

ることで、はじめて同業者に勝つことが出来るのです。そのために

も、全員が筋肉質に物事を考え、常にゼロから問題を捉えながら、

時代に最適となるよう仕事を変え続ける習慣を持ち続けるようお願

いします。  
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ようこそフレッシュマン 
例年のこの季節にしては肌寒く感じる3月24日、今年度の

新入社員研修が本社でのオリエンテーションを皮切りに3月

25日から4月2日まで行なわれました。今年は院卒1名、大

卒22名、短大卒1名、専門卒2名、高卒10名の計36名が参

加しました。はじめは「挨拶ができない」、「姿勢が悪い」、「積

極性に欠けている」など、正直「これから大丈夫かな…」と不

安に感じました。しかし、陸上自衛隊での体験入隊および三

浦海岸での社内研修を経て、4月1日の入社式では当初と

は比べられない程に全員が成長しました。この様な姿は、

我々、人事管理室としてもホッと旨を撫で下ろす瞬間です。 

新入社員の皆さん、これからは同じ六興の社員。力を合わ

せて頑張っていきましょう！ (人事管理室 谷口史晃)  

みんなで六興の「六！」 三浦海岸にて 

厳しいご指導をお願いします 

長いと思っていた３年間の高校生活も終わり、私は学生か

ら1人の社会人へと成長することができました。学生時代は

何をするにも仲間が一緒にいて、とても充実した日々を過ご

すことができました。しかし、これからはそのような楽しいこと

ばかりではないと思います。 

高校で３年間勉強してきたとはいえ、それは現場に出ると

基本なことですぐには通用しないと思います。そのため、先

輩方にはご迷惑をかけてしまうことが多々あると思います

が、その際は厳しいご指導を頂戴し、本当の意味で六興電

気の社員として認めていただけるように頑張ります。そのた

めには、見たことや聞いたこと全てが勉強と思い、全てを自

分の力にしていけるように向上心を持ち続けたいと思いま

す。最後に、仕事だけではなく言葉使いや生活面でも未熟

な私たちですが、早く一人前の社

会人になれるように努力していき

たいと思いますのでご指導のほど

よろしくお願いします。 

(人事管理室付 今 良介) 

何事にも一生懸命努力

する 

ついに高校生活も終わり、仲間と

の数々の思い出、本当に有意義

であったと思います。何の苦労もな

く親に甘えながらの学生生活を

送ってきましたが、これまでとは一

変して社会人生活が始まります。私は次のことを心に決めて

一歩一歩確実に歩み、社会人としての知識を積み重ねて

行きたいと思っています。 

まず、将来の夢を描き、何事にも一生懸命努力すること。

次に、社員としての生活態度の向上です。見知らぬ他人と

の団体生活から始まるので、上司そして仲間との挨拶を第

一に他人との付き合いを大切にしたいと思います。会社の決

まり事や身近で仕事や日々の生活を共にする先輩の指導

を守り、吸収して頑張りたいと思います。最後になりますが、

この就職困難な時期に会社員として仕事できることに感謝

し、六興電気という看板を背負えるような社員になれるよう

全力を尽くしたいと思います。今の自分の夢が叶えられた時

は、これまで世話になった両親への最大の恩返しだと思いま

す。上司を始め先輩方からの御指導等宜しくお願い致しま

す。  (エネルギープラント部 川向大樹) 

出会いとキッカケを大切に 

昨今のアメリカ発の世界不況は戦後最悪で、この時代に

あって新社会人になれたことを感謝しています。同時に社会

人としての責任に戸惑いを感じ、不安でいっぱいです。今、

大きな岐路を通過しています。方角を決めた以上、前進あ

るのみです。これから多くの人との出会いが始まりますが、出

会いとキッカケを大切にし、チャンスを見逃さないように物事

に興味と問題意識を常に持ち続けていきたいと思います。 

社会人としての最初の目標は、必要とされる人材になるこ

とです。そのためには、まずは基礎をしっかり固めていきたい

と思っています。時間がかかると思いますが、努力を惜しま

ず根性で踏み固め、何があっても崩れない基礎を築いてい

きたいです。先輩方には多々迷惑をかけてしまうと思います

が、少しでも早く役に立てるよう努力していきますので、ご指

導をよろしくお願いいたします。 

  (九州支店 平安勇助) 

早く一人前に 

長かったようで短かった学生生

活も無事に終えることができ、いよ

いよ社会人としてのスタートです。

学生生活は、友達と遊んだり、アルバイトをしたり、とても充

実していて、毎日楽しく過ごしてきました。しかし、社会人に

はアルバイトとは違った責任の重さがあると思います。まだま

だわからないことがたくさんあり、至らないところがある自分

自身にとても不安です。しかし、社会人としての責任の重さ

を実感し、挨拶を忘れずに、頑張って仕事をしていきたいと

思います。 

失敗をして、先輩方に多大な迷惑をかけしてしまうかもし

れませんが、わからないことは積極的に質問をし、メモを取る

など、少しでも早く仕事を覚えられるように一生懸命頑張っ

ていきたいと思います。そして、挨拶や言葉遣いなど、社会

人としてのマナーもきちんとできるようになり、一人前の社会

人に早くなれるように日々努力して頑張りたいと思いますの

で、どうぞ宜しくお願い致します。 (東京本店 井上麻貴) 

左から 平安さん･井上さん･今さん･川向さん 
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下半期に向けて 
世界的な不況により、建設業も厳しい状況にあります。そ

んな中、第68期も折り返し地点を迎え、後半戦に入りまし

た。代表して４支店に、下半期に向けての目標を語ってもら

いました。 

技術力、提案力を身につける 

千葉支店の受注環境は、昨年のリーマンショック以来、秋

口より劇的に変わってきており、中小デベロッパーの衰退に

よりマンション案件が極端に減少した。また、景気悪化から

工場･流通倉庫･ショッピングセンターなどの案件も延期を含

め減少している。当初の計画では、1月に大型マンションの

受注を見込み、上半期に年間予定の75％を達成する予定

でしたが、計画が無期延期となり大幅に計画後退を余儀な

くされた。しかしながら、支店の今期経営状況は、前期からの

持越しが多いため計画利益は達成見込みであり、下半期の

施策としては来期を見越した受注対策に絞られている。 

千葉支店の特色としては、量より質を目指しており、客先

の評価も高いため、この点を生かした受注を目指している。

よって、高い質を求め経営も安定している大手デベロッパー

の案件を中心に来期につながる営業展開を予定している。

すでに来期着工の大手デベロッパー大型案件は、２件特命

されているが、下期の営業案件は量的にはあるものの景気

動向から計画延期の危険性もはらんでおり、予断を許さな

い状況である。マンション以外にも上半期に本社開発営業

部との連携で受注成功しており、下半期にも同様の連携を

はかりマンション以外の受注積増しを図りたい。いづれにして

も、この厳しい環境を乗り切るためには、第一に客先のニー

ズに応える技術力、提案力を身につけ、コスト低減に努めて

いかなければならないと考える。 (千葉支店 文倉辰夫) 

目標利益を積み上げるために 

第６８期当支店は、前期よりの繰越工事が少なく、前半戦

でのスタートダッシュが必須条件でした。結果、受注量につ

いては､前半目標に少し届きませんでしたが、そこそこの数

字で後半戦を迎えます。 

収入(粗利)については、前半で損益分岐点の通過が見え

て来ましたので、収入が先行する形で折り返してまいりま

す。後半は100年に一度の経済状況の中、受注環境は非常

に厳しい状況に直面しております。 

当支店の今期スローガン「利益を残すは当たり前、来期を

見越したバランス運営」を実現する為には後半の仕事量の

確保は達成しなければならない課題です。「それでは、どう

する？」前半よりの協力予定案件を受注することが絶対条

件となってまいります。受注に結びつくあらゆる策を動員し、

受注に結びつけて行かなければなりません。また、前半２件

挑戦した官庁案件を後半も引き続き挑戦して行き、何とか

「落札」の知らせを聞くよう努力してまいります。 

次に利益、後半稼ぐ収入は、前半で損益分岐点の通過が

見えた今、目標利益の積み上げとなります。確実に積み上

げる為には、営業の次に工事の結果が重要です。あっては

ならないことは、工事の失敗です。工事責任者のきめの細か

い巡回指導が必要となります。幸いに今期東京本店より川

上工事部長が来てくれて、施工検討会･支店原価設定･本

社原価設定･検討会のフォロー･安全巡回等々、常に現場で

の指導を実施した結果、無事、前半を終了しました。後半も

更に充実した指導を実施する事により、完成工事粗利の改

善を進めてまいります。 

今期も成果配分金の配分で頭を痛めることを目標に支店

全員で目標達成の為、各自なにをすれば良いか、支店会議

等で周知徹底してまいります。 (横浜支店 鹿久保 清) 

プロのコミュニケーションに努めます 

第68期も早いもので半年が過ぎました。期の初めに新松

尾トンネル照明工事を受注する事ができ、四国支店の上半

期の実績は、受注達成率102％、受注総粗利達成率130％、

施工達成率90％の結果となりました。期末予測については、

前期からの繰越工事が多く、受注総粗利達成率100％以上

の結果を残せると思います。しかし、来期への繰越工事が少

なく支店経営としては大変厳しい状況にあるのが現実で

す。後半の受注に全力で取組み、なんとしても来期以降も

目標達成を継続して行きたいと思っております。 

四国支店の下半期の具体的な施策として下記の3点を掲

げ、支店社員が一丸となって目標を達成し、成果配分を毎

年受け取れる部署としたいと思います。 

・来期への繰越工事を多くするため、7～9月の受注目標を３

億円以上に設定し最低でも確保する。 

・手持ち工事に於ける、竣工前3ヶ月は担当者の作業を分

担し、良質なマネジメントにより追加工事、利益の目標を実

現する。 

・協力業者とは、一緒に生き残る重要なパートナーであるこ

とを全員が理解し、情報交換とプロのコミュニケーションに努

める。  

  (四国支店 柴田研一) 

六興スピリットを結集させ 

現在、建設業を取り巻く環境は大変厳しい状況にありま

す。世界的な経済不況の影響を受け、不動産業界にも製造

業にも建設設備投資が大幅に縮小され、我々の受注環境

が急速に悪化しています。その様な状況下で、この5月に当

社は60周年を迎えることに成りますが、過去に何度もこの様

な不況と云う困難な状況を迎えながら、その都度乗り越え、

今年の60周年があると思います。我々、六興の社員には、不

況にも負けずに乗り越えることが出来る六興スピリットが、過

去６０年の間に諸先輩から我々の世代を初めとして現在の

社員に脈々と流れ受継がれています。下期を乗り越える為

には、この六興スピリットを結集させる事が大切と考えます。 

六興魂を、営業では、得意な分野で勝負し受注に力を注

ぎ受注量の確保に努めます。施工では、安全を重視し各々

の現場を大切に施工する事で品質を高め利益の確保に努

めます。そして、東京本店全社員が一丸となって実質利益４

億円の確保に努めます。  (東京本店 松村茂広) 

統括営業推進室が発足しました 

昨年、官庁関係の受注は、額で32億円、総粗利6.6億円と、それぞれ全体の7.9%、9.7%を占めた。これらは各支店が単

独で努力した結果であるが、最近では従来の商習慣への決別に始まり、入札制度の変更や制限価格の厳格化、さらには

総合評価方式の定着など、従来と全く異なるアプローチが求められるようになった。そのため、原価把握の精度向上と窓

口ごとの失格ラインの把握、技術提案内容の全社的なレベルアップが必要とされている。このような背景から、統括営業

推進室を立ち上げる事になった。メンバーは６名(下記の表参照)で発足し、必要に応じて拡充していく予定である。 

この組織の狙いは、各支店･担当者がもつ経験と知識の蓄積を生かし、これを全社で活用することで、官庁工事の受注

精度を向上させることにある。新年度になれば景気対策も含め多くの出件が予想されるので、目的の達成にむけて各支

店と積極的に協力をしていきたい。 (西日本本部 重村恭史) 

 部署 担当者 担当内容 

推進責任者 西日本本部 重村恭史 全体のまとめ 

営業推進室長 開発営業部 井田倉司 全国営業物件情報、入札結果の集積、原価検討 

 北関東支店 篠原貞昭 東日本地区:出件情報の集積、入札参加情報把握 

 品質管理室 内藤藤雄 同上 

営業推進者 大阪支店 助田重雄 西日本地区:出件情報の集積、入札参加情報把握 

技術提案者 工事本部(大阪支店出向) 曽根 洋 評価方式の技術提案、配置技術者の人選、原価検討 

本社の組織が変わりました 

人材開発部 

お客様の信頼に応え、品

質の高い施工管理を実現

するためには、社員一人

ひとりが能力開発に努め

精鋭化し、その力の結集

により組織としての総合力を高めて行く必要があります。技

術本部としては、社員個々の能力開発助成のために技術

研修を行っており、若手社員の実務に即した能力開発と、各

部署の先輩社員を講師として全体のレベルアップと管理技

術の伝承を図れる様に昨秋技術研修プログラムを改正し、

実施中です。 

今回、技術本部で育成面を充分に把握するために、人事

部で行っていた採用活動を行い、採用から技術面の育成ま

でを担当する“人材開発部”を新設しました。人材開発部は

開発室の業務も担当し、開発室は人材開発部に吸収され

る形となりました。総括は技術本部長兼任で京増、採用は

川上課長、36シリーズ開発･販売は今井主任が担当します。

なお研修は大竹技術部部長が従来どおり担当し、設計部と

今橋主任が補助してゆきます。少数精鋭で汗してゆきます

ので、ご協力の程よろしくお願いします。 (部長 京増照男)  

人事管理室 

4月1日付で発令された

組織改正により“人事部”

は新たに“人事管理室”と

してスタートすることになり

ました。この変化に戸惑い

ながらも、新たなことに挑戦することができる大きな機会を

得ました。 

4月からは新卒採用と新入社員研修に関する業務は採用

から教育研修までを一括して取りまとめるという意味で、新

設された技術本部の人材開発部が担当し、その他の旧人

事部業務は全て人事管理室が担当いたします。これからの

人事管理室では今まで以上に、全社を繋ぐという管理部門

の役割を意識し、支店との連絡や訪問なども密に行う「風通

しの良い部署」を目指します。また今まで曖昧になっていた

総務庶務業務もより一層、力を入れていきたいと考えており

ます。気持ちも新たに人事管理室メンバー全員が一丸とな

り、一歩でも先に向かって進むよう努力いたしますので、ご支

援のほど宜しくお願いいたします。 (室長 山田路子)  
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各地の竣工物件 

シモンズ富士小山工場 

シモンズ富士小山工場は、高級ベッドを

製造・販売しているシモンズが生産拠点を

拡充するために建設されました。当社は静岡支店･東京本店･横浜支店からの担当者による

体制でこの工場へ乗り込みました。 

工場内は事務所棟と工場棟に分かれており、工場棟の1階は主としてベッド用資材置き場

となっており、2階が組立用の生産機器が設置されている生産ラインとなっています。この生

産機器に電源･通信ケーブルを供給する為に、2階全域に縦横無尽にケーブルラックが張り

巡らされています。ここで施工の際に障害となったのが、2階には断熱のために天井仕上げが

存在し、ケーブルラックはその天井下に施工しなければならなかった事です。生産機器への

電源･通信ケーブルは別途工事業者が工期完了後にケーブルラックを利用して布設します。

生産機器工事のみ考えれば、天井下にケーブルラックが存在した方が施工性が良いので

しょう。ただ、工期内にそのケーブルラックを使用して生産機器電源盤への幹線ケーブルを

布設しなければいけない当社としては、天井が仕上がった後にケーブルラック･幹線ケーブル

を施工していてはとても工期内に工事完了などできません。そこで当社関係者の間で施工

方法の検討を行い、工場1階にケーブルラックを追加して、生産機器電源盤直下より幹線

ケーブルを布設する方法へ切り替えました。この方針転換で工程の平滑化が行われ建築･

設備が工期を通して突貫状態となっていた中で当社は比較的順調に工事運営を行うことが

でき、また一定の成果を上げることができました。 

関係者による闊達な意見交換、一つの事象に縛られず臨機

応変な対応を行うことにより、この現場を無事に工期内に終了

させる事ができました。関係者の皆様お疲れ様でした。 

  (静岡支店 朝倉繁幸) 

契約先 矢作建設工業㈱ 

設計監理 矢作建設工業㈱ 

工期 2008年7月～2009年1月 

施工場所 静岡県駿東郡小山町 

建築概要 延床面積 24,555 ㎡ 

 Ｓ造 地上2階 

施工部署 静岡支店 

国立大学法人信州大学医学部附属病院外来診療棟  

新外来診療棟は、すでに運営されている

北中央診療棟･南中央診療棟･東病棟･西

病棟･リハビリ棟を地下1階･地上1階･2階で

接続し、医療スタッフ･外来患者さんの動線

をコンパクトに計画した建物です。 

現場で苦労したのは、災害時には拠点病

院となるので、地震の揺れを抑えるため免

震構造となっています。免震ピット内に高

圧、低圧幹線用ラックを多く敷設しているため、他業者との取り合い･離隔の検討に時間がか

かりました。高圧ケーブル、弱電ケーブル、情報用ケーブルは他棟にも配線されるため、天井

内に免震装置を設置してケーブル配線を行いました。また、商用･非常用の高圧受電は各病

棟にも分岐している高圧配電盤から分岐となるため、全体停電

ができず、大学側の主任技術者に施工計画書･詳細スケジュ－

ルを提出し、十分打合せを行い無事完了いたしました。 

契約工期は13カ月ですが、実質２００８年５月からの９カ月工期

でした。工事本部、工事安全管理部のご指導と協力業者の皆

様の多大なるご協力により無事故で竣工することができまし

た。 (北関東支店 佐藤友彦) 

契約先 国立大学法人 信州大学  

設計監理 信州大学環境施設部 

工期 2007年12月～2009年1月 

施工場所 長野県松本市旭  

 信州大学旭キャンパス構内  

建築概要 延床面積 15,974.67㎡ 

 ＳＲＣ造(免震構造) 

 地下1階 地上5階 

施工部署 北関東支店 

垂水アーバンコンフォートリアヒルズ 

今回施工しました垂水アーバンコンフォート

リアヒルズは、総数235戸の共同住宅で、バル

コニー･屋上テラスからは、橋長3,911ｍの世界最長の吊り橋“明石海峡大橋”が一望できる

丘の上にあります。建物の特徴としましては、1号棟･2号棟･3号棟･4号棟からなるオール電化

住宅で、電気温水器･ＩＨヒーター･全戸リビングダイニングには電気床暖房が標準装備され、

環境にやさしく省エネで経済的な設備になっております。最大の特徴は、垂水区内初(不動産

研究所調べ)天然温泉が湧出し、ドライサウナ･スチームサウナ等設備が充実しており、贅沢な

ひとときが味わえると思います。 

施工班が8班に分かれており、材料資材･道

具等管理に気を使いました。一番時間を費や

したのは、施工の統一性です。職長から職方ま

で周知させるのに苦労しました。監理者、協力

業者の御指導、御協力をいただき、無事無事

故無災害で完成しました。 

 (神戸支店 河野拓史) 

契約先 ㈱熊谷組 

設計監理 ㈱熊谷組関西一級建築事務所 

工期 2007年5月～2008年12月 

施工場所 兵庫県神戸市垂水区上高丸 

建築概要 延床面積 23,884.84㎡ 

 ＲＣ造 地下2階 地上14階 

施工部署 神戸支店 

 

豊川コロナワールド 

豊川コロナワールドは、シネマ･温浴施設･パ

チンコ･ボウリング･アミューズメント･フードコー

ト･ホテルを備えた複合遊技施設であり、本

工事は既存を取り壊しての新築工事でし

た。場所は豊川市の中心部からは少し離れ

た位置ですが、周辺にはショッピングガーデ

ン、家電量販店等があり、取り壊された既存

施設も地域の人気スポットで、工事中から

周囲の注目の高い物件でした。コロナワールドは愛知県を中心に数十店舗ありますが、名古

屋市内で2年半前に完成した中川コロナワールドも㈱フジタさんの下で施工させていただき、

今回はその評価をいただいての受注でした。中川店での当社の代人は現在の名古屋支店

長で、私も最後の半年を一緒にやらせてもらいました。複合遊技施設ということで、特殊な仕

様･設備が多く、例えばシネマの遮音の仕様、パチンコの電源容量の考え方、ゲーム機の電

源設備の考え方等々、経験があるのとないのでは大きく打合せの内容も時間も違ってくるの

ですが、今回は現支店長からアドバイスもいただき、打ち合わせを比較的スムーズに進めるこ

とができました。 

工事は、着工当初、関係者の多くから工期が厳しい現場だと言われ、24時間体制も示唆さ

れていましたが、㈱フジタさんの所長を中心に工程が厳しいという危機感を現場関係者全員

が持って工事を進めていただいた結果、内装工事が終盤に入った頃にはむしろゆとりある工

程となっていました。当社も“先手必勝”を合言葉に建築工程をにらみ、まずはできる限り先

行することを心掛け、次には「やれる時にやれる事をやってしまう」ということを計画的に実践

し、ゆとりある工程を実現した一端を担えたと思っています。 

また、現場の雰囲気が非常に良く、工事はスムーズ進み、お客様に高い評価をいただくこと

もできました。これもスタッフと協力業者、関係各社の皆さんの協力があってのことと感謝して

おります。  (名古屋支店 相原宏宣) 

契約先 ㈱フジタ 

設計監理 ㈱洋設計事務所 

工期 2008年1月～2009年4月  

施工場所 愛知県豊川市下長山町  

建築概要 延床面積 31,188㎡ 

 S造(一部RC造) 

 地下1階 地上8階 

施工部署 名古屋支店 
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60周年記念イベント～ボランティア活動～ 

その他支店の活動内容 

本社･東京本店･東京第三支店：会社周辺の清掃活動 

北海道支店：除雪活動(夕張雪はね･雪おろし応援バスツアー参加)  

東北支店：献血、支店近隣の公園周りの清掃活動(錦町公園のゴミ拾い)  

新潟支店：会社周辺の清掃活動  

茨城支店：会社周辺の清掃活動(社会福祉法人土浦市福祉協議会へ相談)  

北関東支店：防犯パトロール、会社周りの清掃活動  

千葉支店：千葉駅北口の清掃活動(「千葉駅北口を美しくする会」に参加) 

横浜支店：会社周辺の清掃活動(横浜市ハマロードサポーターに登録して参加) 

静岡支店:支店近隣の公園周りの清掃活動(駿府公園 にて実施) 

名古屋支店：献血  

大阪支店 ：大川河川敷の清掃活動(天神橋筋商店街婦人会と合同開催) 

EP部：献血  

四国支店：会社周辺の清掃活動 

沖縄営業所：アラハビーチ清掃活動、琉球朝日放送「美ら島募金」に協力 

九州支店 「海岸に松を植樹」 

九州支店のボランティアは３月７日、「はかた夢

松原の会」が年に1回行っている松の苗の植樹

活動に参加しました。場所は福岡市海の中道、

ここは志賀島(金印で知られる)へ続く沿岸道路

でその途中の海辺の松林です。当日の参加人

数は330人程で、苗の植樹は初めてという方が

ほとんどでした。初めに作業手順の説明や「植

樹を行うという事は地球温暖化と砂漠化拡大

への抑制に繋がるのだ」というお話を聞かせて

いただきました。作業としては、土を掘り肥料を入れ苗を植え、添え木に縛り最後に水やりと

いったものでしたが、最初は多少戸惑いながらもなんとか全員で約800本の植樹を終えるこ

とができました。水やりの際は全員でバケツリレーを行い、それはなんとも言えない光景でし

たが、団結力を感じることができました。残りの時間で砂浜の清掃に取りかかることになりまし

た。ここは国所有の公園なのですが、砂浜には流れ着いたかなりの量のゴミがあり、最終的に

は30くらいのゴミ袋の山となりました。 

個人的にもボランティアの参加は初めて

で、正直あまり乗り気ではなかったのです

が、今回参加してみて、普段の現場の中の

喧騒とした雰囲気とは違い、玄界灘を眺め、

自然と触れ合いながら気分的にもリフレッ

シュができました。また、自然環境の美化と

地球温暖化の抑制への活動の一端をすこ

しながらでも担う事ができ、非常に良い機会

だと感じました。 (九州支店 日小田 正徳) 

植樹風景 

きれいになった海岸にて 

神戸支店 「こども病院のクリスマスイルミネーション」 

1994年にこども病院の仕事をしたのが

きっかけでした。毎年恒例となっているクリス

マスツリーの電飾を、当初からの担当者で

ある森岡課長の案で、今年は一新してみよ

うという話になり、今回私も初めて手伝いを

させていただきました。 

土曜の休みに電飾の下見をし、翌週ホー

ムセンターを3軒まわり、子供に返ったように

綺麗な電飾を楽しく選びました。森岡課長

より図面が届き、高さ7ｍ･幅5.5mに電飾の配置を考え、話がどんどん進みました。しかし、年

末押し迫った時期だったのでみんな忙しく、今回は７名の参加で作業が始まりました。 

当日は朝から雨模様でとても寒く、荷物を車に積んで支店を9時に出発。こども病院に着い

てもまだ雨が降っているため、電気室で古い電飾をニッパで外し、使える電飾を除きながら2

時間ほど作業が続きました。撤去作業が終わっても雨は止まず、一端休憩し12時より作業再

開。現場は屋上のために寒さとの戦いでした。みんな黙々と電飾を付け、コードを止めていく

作業です。なんとなく視線を感じ後ろを振り返ると、病棟の窓際に何人かの子供達がじっと作

業を見守っているのに気付き、大きく手を振りました。最初は振ってくれなかったのですが、何

度か振ってみると手を振って応えてくれ、「みんな楽しみにしているのだな」と感じ、嬉しく思い

ました。 

いよいよ「試験点灯」、点いた時は本当に感動しました。子供達･病院の職員の方々も見に

こられ、電飾の煌びやかさにワーッという歓声があがりました。 

今回参加できなかった会社のみんなに写メールで報告し、喜んでもらいました。病院の子

供達に“がんばれ”というエールの気持ちで始まったボランティアですが、これからもみんなの

協力で続けていけたらという思いでいます。最後になりましたが、カンパをしてくださった藤原

支店長をはじめ、神戸支店･EP部の皆さん、撤去を手伝ってくださった職人さん達、本当に有

難う御座いました。 (神戸支店 森 信江)  

歓声が上がった試験点灯 

ＢＲＡＶＯグループ 「チャリティフリーマーケット」 

BARVOグループでは、60周年記念ボラン

ティア事業として、4月５日にチャリティ･フリー

マーケットを行いました。 

関東から九州にわたって勤務している

BRAVOグループでは、全員が一堂に会す

ることが難しいため、離れていても何か協力

し合ってできることはないか…そこでひらめ

いたのが、チャリティ・フリーマーケットです。 

不用になったものをフリーマーケットで売

り、その収益を慈善団体に寄付する―。リサイクルにもなり、一石二鳥というわけです。場所は

品川駅直結、品川インターシティ。出店数200近くの大規模なイベントです。当日は少々肌寒

い花曇りの天気でしたが、関東在住のBARVOメンバーと奥様･お子さんが参加し、交代で店

番にあたりました。 

フリマの面白さのひとつは、今日この会場で出会わなければ、恐らく接点がないであろう人

達と、会話し交流できることでしょうか。そして、自分では使いようがなく、かといって捨てきれ

ずにいた不用品が役に立つ喜び。手に取った瞬間、キラキラと目を輝かせて「これいいわね！」

と言って、即お買い上げくださった方。「いつもなら値切り交渉するところだけど、チャリティなら」

と、逆に売値よりも高くお買い上げくださった方もいらっしゃいました。 

BARVOメンバーの絶妙な接客、価格交渉により、山のようにあった品物が売れに売れ、売

上げ金額は総額25,740円となり、全額ユニセフに寄付することができました！ これもひとえ

に、当日会場に立ち寄って売上げにご協力

いただいた六興社員の方々、長江社長を

はじめ、本社･支店の多くの方々より物品を

ご提供いただいたおかげです。本当にあり

がとうございました。心から感謝申し上げま

す。皆様の温かいご好意は、未来を担う世

界の子供たちに希望をもたらしてくれるは

ずです。 (BRAVOグループ 中西 今日子) 

いらっしゃいませ！ 六興電気です！ 

お客さん！ お安くしますよ！ 

中国支店 「平和大通りに花壇作り」 

中国支店のボランティア活動は、支店か

ら自転車で行ける平和大通りの花壇の1区

画を1年間維持管理する事です。平和大通

りには、原爆ドームがあります。平和記念公

園に面した大きな通りで、毎年ゴールデン

ウィークにはフラワーフェスティバルが行わ

れます。また、100ｍ通り(横幅が広いので)と

も呼ばれ記念公園･大通りとも大変きれい

に手入れされ、花も多く植えられています。 

花壇の維持管理は年2回、苗を広島市から支給され、植替え･水やり･除草等を行い1年間

花を枯らす事なくお世話しなければなりません。また当社の社名の入った標識が広島市の方

に作ってもらえその区画に掲示されるので、なんとしても1年間枯らすことがない様にと支店

一同思っております。ボランティア初日の天候は良く、外での活動にはうってつけの日よりでし

た。初めて受け持ち花壇を見た者は「思っていたより大きい花壇」との第一声でしたが、早速

草取り･水やりを楽しみながら行いました。写真の通り、現在黄色のパンジーが一面に植えられ

ております。まずは５月末頃の次の植替え時期まで枯らさない様にお世話をしていきます。初

日という事で広島市都市整備局 緑化推進部 緑政課の担当の方も来てくださり、指導して

いただき初日を無事に終えました。これから一年間、中国支店は交代しながら、みんなでボラ

ンティア活動をやっていきます。 (中国支店 東出博美) 

力を合わせて最後の仕上げ 

創業60周年を記念して、本社･各支店でいろいろなボランティア活動が行われました。ここ

では、その活動の一部を紹介します。 
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ろっこうニュース 

会議室が実験室!? 

新しい研修カリキュラムの実施に伴い、本社２階会議室が

設計部 小山部長の設計、東京第三支店 寄藤工事所長の

施工監理により研修仕様に改修されました。改修内容は、一

部照明器具を交換しフル２線式リモコン制御を任意に設定

ができるような設備他、シーケンス制御(直入起動回路、ス

ターデルタ起動回路等)の動作を目で確認できる動力盤類

を設備しました。 

1月17日に山田講師(横浜支店工事課長)がレベルⅡクラス

を対象とした「シーケンス制御研修」を実施しました。テキスト

に基づきシーケンスについて講義を行った後、グループ毎に

電灯分電盤･動力制御盤･警報盤に実際に触れて動作を確

認し、設定器を用いてリモコンスイッチのパターン･グループ変

更等の設定を行いました。また、電磁接触器･押釦等を用い

て自己保持回路を結線し、実際に通電してその動作確認を

行いました。動力制御盤の動作確認は小容量電動機を設

置する予定でしたが、種々の理由で取りやめ、東京本店第

二工事部 村木部長のアイデアで電球点灯で代用したり、人

材開発部 川上課長が８リットルペットボトルで電極を設置す

る水槽を創作したりと工夫され、満水を警報盤のブザー鳴動

で知らせることが出来ました(鳴って当たり前ですね(^0^;))。 

受講者にお話を伺うと、「なんとか理解できたという感じ。面

白かった。実習があるので興味を持って取り組める」「日常の

現場業務ではなかなか触る機会がない部分を経験できて

面白かった」等の反応が得られました。盤内確認時には「ＭＣ

Ｂをオフにしても一次側は通電状態だよ！」との注意に、皆さん

眠気も吹っ飛び(笑)緊張していた様子が伺えました。 

今後は通電状態での作業に対する安全作業講義を加え

ることや、新しい機器(センサー等)の設置による実習等も検

討していきたいと考えています。研修の場で全てを理解する

事は難しいですが、まずは興味を持ってもらい各現場で研修

内容を思い出したり、テキストを読み返したりして実践に役立

ててくれる事を期待しています。 

なお、２階会議室は部署単位のOFF･J･T教育にもご利用頂

けます(会議室利用

の場合は、研修で

使用した自己保持

回路結線セットの

貸し出しも行いま

す)。ご希望の部署

は技術本部 今橋

までご連絡下さい。 

 (技術本部 今橋由佳)  

電極制御線の盤内結線 

会社説明会開催中 

2010年度採用会社説明会も、4月始めに11回目を数えま

した。 

今年は世界的な不況の影響もあってか、電気設備工事業

にも沢山の学生さんが興味を持っているようで、会社説明

会にも毎回多くの方が参加されています。参加者からの質

問も活発で、若手社員との仕事や資格についての質疑応答

も予定の1時間をオーバーする程熱が入っています。また、

説明会と並行して筆記試験、面接試験も進んでおり、すで

に内定者も出てきております。 

本年度は人材開発部として初めての採用活動で不慣れ

な点もありますが、各部署･各支店との連係プレーでより良い

人材を採用できるよう進めていきたいと考えております。皆

様のご協力を仰ぐ場面も多いかと思いますが、ご協力頂け

るようお願い致します。  (人材開発部 川上貴司) 

説明する川上さん 

事務職も加わり、難題に挑戦 

「人脈」があることに気付くことから始めよう！ 

「営業特プロ」という研修の名前に加え、今回は「人脈」が

キーワードでしたので、正直なところ、内勤である私が参加す

ることに少々違和感を覚えました。仕事を取るために人脈を

活かした経験もなく、そもそもテーマの前提である「人脈」と

呼べるような大層なものが自分には無い。更に言えば、何を

持って「人脈」というのかの定義付けもできていない。こんな

私の意見はおそらく戯言になってしまうのでないか。よし。こ

こは「静観」を決め込み、営業マンの意見を聞いたうえで、自

分はちょっと「戯言」を言うに留めよう。そう考えておりました。 

ところが、グループ内で議論が進んでいくと、実は普段の

業務で何気なく受け取っている情報が、ある人にはとても重

要で有益な情報であることがわかってきました。例えば、積

算が入手した競合他社の見積り状況や客先の与信に関す

る経理の認識など。そしてそれらは社内外と問わず「人」か

ら入ってくる情報であり、まさしくそういった情報を活用できる

ようにすることが、「人脈を活用する」ことではないかというこ

とになり、それを皮切りに議論が進みました。内勤者も研修

に参加する意義を感じました。 

テーマについて議論を深め、一応の結論を得ることができ

たことは勿論、普段はなかなか接点のない各支店の方々と

コミュニケーションを取れたことも非常に有り難く、とても実り

ある研修であったと考えております。 (経理部 障子貴洋) 

2月13日～14日に営業職と事務職合わせ32名が参加し

営業特プロを開催しました。5グループに分かれ、「人脈ルー

トを活用したい。そのためには我々は、日頃何をすべきか」と

いう題で討議･発表しました。 

まず営業において人脈ルートを活用するには、社内外に人

脈ルートがあるのか、ないのかを知らなければならない。それ

には、日頃より誰がどのお客様に会っているのかを何となく

知っておく必要がある。会う頻度･どのくらい精通しているの

か等。人脈ルートを知るには営業経歴が記載されている社

内書類を見ることでも可能であろう。また人脈ルートをデー

タ化することも考えられる。しかし日々忙しい中、果たしてこ

れができるのか。今回の営業特プロでは答えはNOでした。 

特別のことをするのではなく、日頃より人脈ルートにアンテ

ナを張って普通に「意識」することが重要である。営業会議

で人の話に耳を傾ける。サイボウズで営業行動を把握する。

支店間でのコミュニケーションを有効に活用する。意外と身

近にあることで人脈ルートを知ることはできる。我々はこうし

て得た人脈情報を受信するだけでなく、全ての人が共有で

きる情報として発信もしていくことが最も重要なことであると

認識できました。また、仕事を作業としてとらえれば、有益な

情報も活用されなくなる。常に考えることで生きた情報とな

ることなど、日頃の営業活動も見直すことができました。 

今回初めて参加した障子主任に、営業特プロの感想を聞

いてみました。 (開発営業部 佐々木 直芳) 

発表する佐藤さん 

おめでとう! 検定試験17名合格 

2月6日に平成20年度1級電気工事施工管理技術検定

試験の合格者が発表され、当社では17名の方が合格され

ました。合格おめでとうございます。 

平成20年度の受験状況は次の表のとおりです。学科試験

の合格率では全国受験者平均を20ポイント程上回っていま

すが、実地試験では残念なことに若干下回っています。 

 学科試験 実地試験 

受験者数 46名 28名 

合格者数 24名 17名 

 

※実地試験受験者数には、学科免除4名を含みます 

入社後、経験を積むにつれて重要な仕事を任せられるよ

うになり、受験勉強にあてる時間の制約も大きくなります。早

期に資格取得できる様、技術本部としても受験指導に一層

力をいれてゆきますので、種々の面でご活用下さい。 

 （技術本部 今橋由佳） 

“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中

から、新聞委員会で最優秀作品を選びました。 

「危険箇所 気づいたあなたが是正して  

  仲間みんなの命を救う」 

 （横浜支店 青木 千代治） 

「日々気付いた箇所を、その

都度是正する事で現場の安全

が保たれる」なんて言うのは簡

単ですが、それをなかなか実行

できないのが人間です。 

しかし、気付いた危険箇所を面

倒だからと放置した事が原因で、大事故が起きてしまっ

たら、その時に後悔しても遅いのです。多少大袈裟な標

語ですが、ほんの小さな行動をする事で、大切な命を

守る事ができればとの思いをこめてこの標語を作成し

ました。  

『電気と工事』に記事執筆 

ご存じの方もおられるでしょう

が『電気と工事』(オーム社発刊)

の４月号の特集記事「意欲を高

めよ！ 社員教育」に、京増技術本

部長のインタビューが掲載されま

した。 

その『電気と工事』（5月号）に、

今度は私の記事が掲載されます

ので、紹介させていただきます。

内容は、昨年度の電気設備学

会全国大会で発表した「垂直敷設幹線ケーブルの支持工

法の検証」についての記事です。原稿も、学会論文とは趣を

変えました。論文よりは読み易くなっていると思いますので、

ご一読いただければ幸いです。出版社から執筆依頼を聞い

た時は、初めての経験でしたので少し戸惑いましたが、完成

した本を手にした際には、やはり感慨深いものがありました。

また、今までにない経験をさせていただいたことに感謝して

おります。最後に、掲載記事をまとめるにあたり、色々とアドバ

イスいただきました社内技術研究会の方々に、この場をお

借りしてお礼させていただきます。ありがとうございました。  

 (千葉支店 小林 誠) 
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はいさ～い＼(^o^)／沖縄‒５ 
はいさ～い＼(^o^)／皆さ～ん、ちゃーがんじゅーですか？ 

今回は、ＯＫＩＮＡＷＡＮ ＦＯＯＤＳの中でも“魚”特集です。魚は日本人には

馴染みの食材で、刺身･焼き･煮付け等々、いろんな種類のいろんな食べ

方がありますが、ここ沖縄にもいろいろあります。内地と大きく違うのは、食

べる魚の種類です。皆さんもテレビ等で見た事があると思いますが、魚が

“カラフル”なんです。代表的なのがブダイ。沖縄では「イラブチャー」と言い

ます。色はスカイブルーできれいなのですが、見た目は…。味も正直…で

す(私個人の意見)。あと、県魚でもある「グルクン」(和名タカサゴ)はどこの

居酒屋に行ってもあります。この魚は生きてる時は青色なのですが、死ぬと赤色に変わる変わった魚です。もちろん

売ってるのは赤色です。代表的な食べ方は唐揚げですが、刺身でも食べるようです。私は食べた事はありません…。 

このように書くと沖縄の魚はあまり美味しくないイメージですが、中には非常に美味しい魚もあります。その中でも私

の一番の美味魚は「アカマチ」(ハマダイ)です。この魚は深海魚(水深４００ｍ位で釣りました)で真っ赤なのですが、味

は絶品でした。沖縄にはまだまだ食べた事のない魚がいっぱいありますが、中にはきっと美味しい魚があると思いま

す…よ。皆さんが沖縄に来られた時はいろいろ挑戦？してみてください。(鯖・鯵が食べたい今日この頃…) 

～ワンポイントうちなんちゅ。沖縄の魚の呼び方特集(和名)～ 

・タマン(ハマフエフキ)･ガーラ(ＧＴ･カスミアジ等)･ミーバイ(ハタ系の魚)･チン(ミナミクロダイ)･アカジン(スジアラ)･オジ

サン(ヒメジ)･アヤガチュー(カツオ)･アバサー(ハリセンボン) by関西系うちなんちゅ 

おしらせ 

マンション購入キャンペーン 

このたび㈱長谷工コーポレーション様への営業協力とし

て、キャンペーン期間中にマンション購入を決めた方を対象

に当社より報奨金100万円を支給することになりました。詳

細については既に資料がお手元に届いていると思いますが、

ご不明な点がありましたらお気軽に東京本店営業部 藤巻

部長または岩橋課長までお問い合わせください。 

経営事項審査結果 

第67期の経営事項審査結果は、電気1,525点、通信943

点でした。決算内容が良かった為に電気は前回より93点

アップしております。さらに評点アップさせるには、財務内容

の改善や元請完工高を増加させる必要があります。  

支払通知書ＦＡＸ化 

支払通知書がＦＡＸでの送信に変更になりました。従来郵

送しておりました材料費及び外注費の支払通知書が４月度

の支払いよりＦＡＸでの送信に変更となりました。  

アニュアルレポートを発行しました 

最新の事業報告書「Annual Report 2008」がこのほど完

成いたしました。すでに各部署宛に送付しておりますので、

ぜひご活用ください。  

1月～３月の採用 

中国支店 工事担当 吉光 直行 

受注！ 

･鶴見区尻手計画Ⅱ期 (東京本店) 

･米軍座間ハイスクール１・２階改修 (東京第三支店) 

･ホーマック株式会社新社屋建設プロジェクト (北海道支店) 

･ケーズデンキ仙台東店 (東北支店) 

･大手通中央西地区第一種市街地再開発事業 (新潟支店) 

･あいおい損保つくばビル (茨城支店) 

･芝山航空貨物倉庫 (千葉支店) 

･コープ森の里新要冷工場 (横浜支店) 

･旭･板屋C地区第一種市街地再開発事業 (名古屋支店) 

･茶屋町東地区第一種市街地再開発事業 (大阪支店) 

･大阪ハイドラント㈱向け設備改善･改良 (神戸支店) 

･アルファステイツ大学病院通り (中国支店) 

1年間の英語研修を振り返って 

経理部 宮崎知美 

私は田町校に通いました。レッス

ンはビジネス会話で、会社紹介、

品物の注文する等の具体的な会

話を学びました。最初は簡単な受

け応えでも文章の並びがぐちゃぐ

ちゃで、うまく内容を伝えられませ

んでした。書くこととは違う話すことの難しさを感じ、もどかし

さの連続でした。それでも大雑把なO型の私は、細かい間違

いは気にせず、最後まで話すようにしました。先生はそれを

褒めてくれたのでともかくそれを続け、おかげでレッスンの終

盤には会話に慣れ、知っている簡単な言葉で言い換えて伝

えられるようになり楽めるようになりました。今後はもっと

natural Englishを使えるようになりたいと思っています。 

「あなたの会社のstrong pointは何ですか?」「この問題の

最大の問題は何ですか?」レッスンでは普段は聞かれないよ

うないろいろな質問をされました。単語を知っていても、文法

ができても、自分の意見がなければ答えられない。英語力

はもちろん、まず中身･自分の意見がないと会話になりませ

ん。いろいろな国の人々と会話を楽しめるよう、もっと自分の

引出しを増やさなくちゃなとレッスンを通して強く感じました。  

横浜支店 千代村 恵 

英会話学校に通い始めたばかり

の頃は、外国人に英語で話しかけ

られるというだけで緊張していまし

た。マンツーマンなので自分が反

応しないと空気が止まる感じがし

て、1レッスンの４０分がとても長く

感じ、帰り道はいつも疲労感と言いたいことがうまく伝えられ

なかったもどかしさでいっぱいでした。しかし通っているうちに

その状態にも慣れ、お気に入りの先生にも出会え、逆に通う

のが楽しくなりました。 

毎回レッスンの初めに「最近何かあった?」と近況を聞かれ

ます。日本語で返事をする時は「映画を観たよ」などと主語

を省略してしまう為、始めはなかなか主語から話し出すこと

が難しく、単語とジェスチャーでしか答えることができません

でした。それでも優しい先生は会話を盛り上げてくれ、調子

に乗って話していたら、徐々に意思の疎通が図れるようにな

りました。1年間GABAに通い、最後のレッスンの時には「長い

文章が作れるようになったね」と言ってもらえました。まだま

だ仕事で使えるレベルではないですが、これからも英語の

勉強を続け、いつか使える日が来たらいいなぁと思います。 

アイデア募集に13件受賞 

<優秀賞> 

「ケーブルラックT・X分岐における弱電用ブリッジセパレー

ター」 

神戸支店 小林卓美 

「受電前点灯試験器兼絶縁測定器」 

神戸支店 冨永英博 

「マイナス極と接地極の極性試験用アダプター」 

新潟支店 高沢 毅、村上健志 

「当社専用(複写)の外注及び資材請求書の廃止」 

四国支店 西川雅司 

<奨励賞> 

「マンションにおけるMB内の共用電灯コンセントケーブルブラ

ンチ化について」 

東京本店 木村 宏太郎 

<アイディア賞> 

「スイッチ結線対応引掛けシーリング」 

千葉支店 佐藤清作 他7件 9名  

優秀賞受賞者 小林卓美さんのコメント 

優秀賞をいただきまして、有難うございました。このアイディ

アは、今現在担当している現場でケーブルラック(セパ付)、T

分岐部分において、強弱ケーブルの離隔が確保できず、セ

パの取付方、ラック本体の2段重ね等いろいろ施工方法を検

討する中、こんなブリッジ型セパレーターがあれば…と思い付

きました。実際部材が存在しても使えるかどうかはわかりませ

んが…？今後も現場業務の日々の中、一つのひらめき(検討)

が、効率･省力化へ繋がる様に努力して行きたいと思います。 

日常業務の合理化･省力化に貢献する新しいアイディアの募集が例年どおり実施され、受賞者(敬称略)が以下のとおり決定

しました。受賞アイディアについてはメーカーと打ち合わせをするなど実用化に向けて検討しています。 (技術開発委員会) 

全国部署のビデオ撮影を終えて 

創業60周年記念式典の企画の一部として、六興電気の

全部署の紹介ビデオの撮影を開始したのは昨年12月の中

旬でした。四国徳島の「徳島大学病院」の現場撮影から始

まり西日本の部署は1月中に完了しました。東日本は北海

道支店(札幌雪祭り)より始まって３月末に東北支店で一応

終わりました。この記事が紙面を飾る時には編集作業も終

盤を迎えているころだと思います。 

今回の撮影では「2009年の六興電気はどうだったか」を

テーマに撮影をしました。「どんな所でどんな人々がどんな

仕事を今やっているか」を残せたらと思いましたが、短期間

の撮影で準備不足と天候不良の影響で十分に撮影できな

かった部署もありました。しかし、全国を回って常に感じた事

は、「みんながんばっているな」と深く思いました。 

最後になりましたが撮影に協力していただいた全国の部

署の皆さん･撮影

に同行していただ

いた方々･私の留

守中サポートして

いただいた神戸支

店の皆さんに心よ

り感謝します。 

 

 (神戸支店 国森恵次)  

最後の訪問地 仙台 
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活躍する六興OB＊＊星 公治郎 さん＊＊ 
拝啓 

六興電気の皆様ご無沙汰致しております。1968年に入社致しました星です。1984年

にインドネシア･ジャカルタに海外出張を命ぜられ赴任致しましたが2000年に退職し、現

地子会社(当時)に移籍し現在に至っております。インドネシア在住26年目になりました。 

現在もその現地会社「PT･HAMAN ROKKO」に勤務し、総従業員数は135人余り、日

本人は村上秀樹社長以下3人、スーパーバイザー以上の管理職は35人で、主に電気

及び設備工事の設計施工の請負を行っています。物件はジャカルタ近郊に限らず、西

ジャワ州バンドン市(ホテル新築)、バリ島(ホテル増築)、東カリマンタン島(日系企業の大型建機スペアーパーツセンター新築)

といった所まで手掛けています。ジャカルタを拠点に各現場へ出かけ、指導･管理を行っております。地域によって、文化･習慣･

インドネシア人の考え方が違い、苦労話は尽きません。 

ところで、世界同時不況の影響はインドネシアでも例外ではあり

ません。そんな中「不況にめげず乗りきる為の対策」に迫られてい

るような気が致します。是非、六興電気時代に培った経験、実績、

そして学んだ知識等を活用させて頂きながら取り組み、サポートし

て行きたいと考えております。あと何年になるか分かりませんが、当

分私のインドネシア生活も続きそうです。年齢からくる健康管理に

十分注意しながらチャレンジして行きたいと思っております。 

最後になりましたが、六興電気株式会社のご繁栄と皆様のご健

勝をお祈り申し上げます。  

 敬具 
PACIFIC PLACE JAKARTA 

私の趣味となると、少し考えてしまいます。興味が沸けば何でもやってみる性格な

ので、過去にはゲーム･パソコン･日曜大工･プラモデル･宇宙といろいろ首を突っ込ん

でいますが、これからの趣味として帆船プラモデルから木製模型に移行すべく準備

中です。特に帆船模型をと考えています。これは、費用はかかりますが時間もかかる

ので、自由時間が取れるようになった時には最良の趣味ではないかと思います。 

第二の趣味は、ロールプレイングゲームです。嬉しいことにファイナルファンタジー13

が出るようです。待ちに待ったゲームなのですが、プレステ3を持っていません。出費

です。もしお持ちで使わない方がいましたら、格安でお譲りください。 

第三の趣味は宇宙科学。特に相対性理論の中の重力に関してですが、こんなことを言いますとすごく研究しているように

思われますが、そうではなく、実は全く理解できないのです。理解できないので興味が湧くといえるかもしれません。私の頭

で理解できるやさしい雑誌や本を探しているのですが、なかなかありません。日経サイエンスは中身が濃いのですが難し

い。いいとこニュートンでお茶を濁しています。同趣味の方がおられましたら一度語り合いたいものです。 

趣味はなかなか達成できないもの、だから益々興味が湧く、この繰り返しが大切と考えています。 

次回は大阪支店・中嶋純平さんです。 （北関東支店 篠原貞昭） 

リレートーク 

 

 

 

 
 

趣味に囲まれる篠原さん 

六興の外面を良くするプロジェクト(イメージ戦略プロジェク

ト)の一環として、このたび名刺デザインを一新することにし

ました。 

新しい名刺は「らしくない」がコンセプトで、スッキリ･シンプ

ルを基調とし、アースカラー系でまとめたスマートなデザイン

に仕上がっています。せっかくですから、記念式典に間に合う

よう鋭意準備中ですので、お手元に届くまでもう少しお待ち

ください。 (経理部 坂本孝行) 

名刺デザイン、一新！ 

静岡支店 移転しました 

3月13日夜半からの吹きす

さぶ風雨の中、14日未明、さ

さくれや打ち身、あざを作りな

がらも無事に引越作業が完

了致しました。遡ること静岡

支店の誕生から28年振りの

事務所移転でした。 

昨年の年度計画作成時に

移転計画案を提出し、承認さ

れましたが、それからは長い

長い道のりでした。まず夏の暑い盛りに深見主任と事務所

選びに奔走。今までは昔、“七ブラ”と称された娯楽･商店･飲

食街で賑やかな場所でしたので、環境を変えオフィスらしさ

を求めて選びました。新事務所は、近くに銀行･総合病院等

がある街並みで、入居者は弁護士･司法書士･病院･薬局と

硬派な事務所が多く、軟派な?当社ではと心配しましたが、

めでたく契約の運びとなりました。 

昨年末より支店長以下現場担当者により数回に分けて書

類を選別する作業が大変でした。何しろ28年間以上の支

店の歴史の契約書･図面･資料等の書類から、「これは残し

て欲しい」「これは今後役に立つ」等の意見の中、思い切って

契約書と必要最小限度の書類以外年代の古いものは処分

しました。それでも移動する書類の段ボール箱は優に200箱

を超えてしまいました。新事務所は前事務所に比べ、多少

広くなりましたが、それより何

より室内の間取りが四角形

で広々とした感覚で事務所

らしくなりました。是非お近く

にお越しの節はお立ち寄りく

ださい。それにしても引越し

はもう… (静岡支店 高沢敏晴) 

住    所：静岡市葵区呉服町1丁目1番14号 

呉服町圭田ビル4階 

アクセス：ＪＲ静岡駅下車 北口より徒歩10分   

前号にて、中途

採 用 サ イ ト を リ

ニューアルするとい

う記事を書かせて

いただきましたが、

いよいよ作業も大

詰めとなり、まもな

くサイトオープンとなります。長江社長、工事系代表として東

京本店第一工事部の藤野さん、営業系代表として、神戸支

店の三宗さん、営業と女性の代表として信氏さんの取材を

行いました。お忙しい中、取材にご協力いただいた皆さんに

はこの場を借りて御礼申し上げます。 

中途採用を希望されている方には弊社のリアルな仕事が

見える、興味深い内容に仕上がっているのはもちろんです

が、社員の方がご覧になっても、弊社の強みがわかる内容と

なっています。リニューアルに際し、お知り合いの方に周知し

て下さい！ 宜しくお願いいます。 

詳しくはオフィシャルサイトの採用ページをご覧ください。 

 (人事管理室 岡田珠代)  

中途採用WEBリニューアルしました 


