
４月1日に入社式が行われ、六興電気に28名の新しい仲間が加

わりました。不景気な年に入社した社員は後々貴重な戦力になる、

というのは誰もが認める経験則であり、リーマンショックで景気が低

迷する今年入社した諸君には、一日も早く一人前になって活躍して

くれることを期待しています。ちなみにここで言う一人前とは、資格

を取るといった単純な話ではなく、仕事に取り組む姿勢を身につけ

ることと理解してください。たとえば、問題に直面したときに、「教わっ

ていないからできません」と言う人がいると聞きますが、実務では教

わっていない問題に、次から次へと対応しなければなりません。です

から、「教わっていないからできない」は実社会ではまったく通用しな

いのです。では、教わっていない問題を解くには、なにが必要でしょ

う？ それは応用力です。応用力は単に技術や知識を覚えても身に

付かず、いろいろな経験を通じて修得するしかありません。ですから

我社では、入社時研修は極めて短く、すぐ実践に投入して経験を

積ませる方針をとっています。 

「チームワーク」という単語もよく耳にしますが、これもはき違えて欲

しくないない言葉です。プロのチームワークとは、全員が自分の役割

を理解し、お互いが「あいつに任せれば安心だ」という信頼で結ばれ

た状態を言います。ですから、社員同士、あるいは協力業者の職人

さんと仲良くするのも重要ですが、それだけでは不十分なのであっ

て、職人さんから、「○○君の書いた図面だから、安心して仕事がで

きる」と言われるようになる必要があります。学生時代のことですが、

私が自動車レースのメカをやっていた時、チームＡでは寒いガレージ

にメカだけが残って車を整備し、ドライバーはさっさとホテルに戻って

寝てしまいました。一方、チームＢのドライバーは、徹夜で作業を手伝

いました。そして翌日の決勝で優勝するのは、いつもチームＡなので

す。なぜそうだったのか、各自考えてみてください。ヒントは、チームＡ

はメカもドライバーもプロで、自分の役割が何かを完全に理解してい

た、というポイントです。 

最後にもう一つ覚えていただきたいのは、常に問題意識を持って

自分で考える、という生活習慣です。高校や大学では、先輩の言葉

が絶対的な重みを持っていて、下級生はそれに黙って従っていたの

ではないでしょうか？ しかし私に言わせれば、自分で考える必要が

ないのだからこんな楽なことはありません。そしてもちろん、六興電

気ではそのようなことは許されません。新入社員研修でお話したよ

うに、自分で考え、自分の意思を持ち、それを堂々と言えて初めて

六興マンの仲間入りができるのです。 

第69期前半を終わって 

さて第69期も、この3月末で前半を終了しました。中間決算は現

在集計中なので、多少の変動はあると思いますが、完工高で230億

円、経常利益は16億円程度を計上する予定です。受注額も222億

37百万円と、昨年同期と比べて約10億円プラスの水準で推移し、

受注粗利も34億65百万円と、昨年同期比で18百万円のプラスと

なりました。しかし現在の営業段階での利益率は低下傾向にあり、6

月末の予想では、受注額では昨年を約20億円上回るものの、受注

利益は前年比で約1億70百万円のマイナスとなっており、安穏とし

ていられない状況です。ただしこのような中で官庁工事は25億33

百万円を受注しており、米軍工事も43億61百万円と、いずれも昨

年を上回る実績をあげました。これら２つは全社をあげて取り組んで

いる分野で、大型マンションに続く第二･第三の柱として、順調に拡

大していることがわかります。 

米軍プロジェクトは内容が多岐にわたっており、倉庫の整備や在

庫管理手法の確立、調達の多様化、為替リスクの効率的なヘッジ、

施工の標準化、米軍資格の取得などを行っています。さらに３月に

は、沖縄の木下君と筒井君がアメリカに渡り、レンタカーを自分で運

転してモーテルに泊まりながら、メーカーのアテンドなしで発電機な

どの検査を実施しました。この間に生のアメリカ文化に触れた経験

は、第一線の社員にとって大きな財産となったと感じており、他社と

の差をさらに広げる大きな原動力になると思っています。(詳細は7

ページをご覧ください) 

官庁については、総合評価方式の定着により技術提案力や正し

いコストの把握が重要となってきたのを受けて、第68期に重村本部

長をリーダーとした支援するグループを立ち上げましたが、この4月

からは鹿久保本部長にも参加してもらい、今までにない角度から、

受注確率を高めるための情報分析を始めました。 

ところでこれらの活動をして気がついたのが、これからは強いとこ

ろがますます強くなる、という傾向です。昨今のように、価格や技術

力を含めた総合力が営業結果を決定的に左右するようになると、

競争力が強い企業だけが受注できることとなります。そして受注し

た企業は、コストダウンをはじめとした改善機会を得て総合力が増

し、総合力がさらに高まります。つまり、透明性が求められる世の中

では、強いところがどんどん強くなってゆくのです。われわれ企業は、

この傾向の善悪を論じる立場になく、これを与件ととらえて対応して

ゆかねばなりません。そのためにはプライスではなく、コストの低減が

必要です。建設業ではともすれば、コストとプライスを混同した議論

が行われる傾向があります。しかしコストを無視したプライス競争

は、いつか行き詰まるのであって、他社に比べたコスト優位がなけれ

ば競争を続けられません。確かに、Ａ材や労務はなかなか差がつけ

られませんが、先手を打った段取りや打ち合わせの効率化など、で

きることはたくさんあります。実際、大型マンションの施工にあたって

は、当社は他社に比べて少ない人数で施工しているのではないで

しょうか。また、風通しの良さと現場重視の考え方が徹底されていれ

ば、細かい改善が素早く全社に展開されることとなり、全社的な競

争力が高まります。これからは、二極分化の時代と肝に銘じ、知恵を

絞ってくださるようお願いします。  

本社を移転しました  

3月16日から、新事務所に移りました。(詳細は3ページ参照) 嬉し

いことに、お客様や資材業者･協力業者様、さらには同業から多数の

お祝いをいただき、その総数は130以上に上りました。改めてわが社

は、これだけ多くの方々に支えられているのだと実感し、感謝してい

る次第です。お祝いの中に蟇目(ひきめ)矢もありました。蟇目矢とい

うのは、先端に丸い笛のようなものがついた矢で、射るとヒューッとい

う音がします。戦国時代には、一騎打ちに先立って合戦の開始を告

げるために射たとか。新しい事務所で後半に臨むわれわれの、大切

なお守りと思い、社長室に飾って毎日見ながら、厳しい競争に打ち

勝ってゆくことを誓います。  
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例年に比べ大変寒い風の吹く中、今年度の新入社員研

修を3月26日から行いました。今年は大卒20名、専門卒1

名、高卒7名の計28名が参加しました。三浦海岸での集合

時には京増本部長から｢しっかりと挨拶ができているね｣とお

褒めの言葉をいただくも、返事ができない、時間が守れない

等、研修担当者から厳しく注意を受ける場面もありました。

その後、真冬の寒さに逆戻りしたかのような天候の中、２泊３

日の自衛隊内生活。身体も心も大変キツイ研修でしたが、

互いに協力し励まし合い、一人のリタイアも出さず終えること

ができ、同期の結束もしっかりと固まったように見えました。 

自衛隊での経験を経て、基本的な生活習慣についてはだ

んだんと修正されてきたようです。部署に配属されてからも

気を抜かず、社是にあるように一人ひとりが「会社の支柱で

ある」ということを忘れずに活躍していただきたいと思いま

す。新入社員の皆さん、今後も研修などで元気な姿を見せ

て下さいね！ (技術本部 川上貴司)  

ＷＥＬＣＯＭＥ! ろっこう 

配属先一覧 
東京本店 工事係 桑嶋 健士郎・真田 久照 

  森 和明 

 営業係   都筑 悠太 

東北支店 工事係 菅原 秀貴 

新潟支店 工事係 若本 茂邦 

茨城支店 工事係 金澤 宏樹 

北関東支店 工事係 浅野 琢・関根 祐弥 

千葉支店 営業係 松井 麻恵 

横浜支店 工事係 髙城 俊行 

静岡支店 工事係 大村 純也 

名古屋支店 工事係  杉山 允彬 

大阪支店 工事係  上田 陽平・崔 在亨 

  亀井 邦俊 

神戸支店 工事係 谷口 明・山口 昌吾 

 管理係 内山 彩那 

エネルギープラント部   工事係     廣澤 翼 

中国支店 工事係 西藤 剛志 

九州支店 工事係 吉武 孝祐 

人事管理室付 電気工事士 中島 直紀・阿部 祥平 

  野並 昭成・盛合 大貴 

  当銘 良宗・田端 亮平 

チャレンジ精神を持って 
高校三年間は、とても長いよう

で短く感じました。高校生活の

中で私は、学校の勉強だけでは

なく、社会人としての在り方を多

少なり学んだと思います。しかし、

高校で学ぶ程度の社会のルー

ルは、実際に社会に出てからは、

全く通用しないと思っています。

これまでは、先生方に見守られていて大体のことを先生の

指示で行動すれば何とかなるものでしたが、これからは自

分の意思で行動していかないといけません。正直、とても不

安です。ですが、この不安を拭えるように人一倍努力をして

いきたいと思っています。 

私の好きな言葉に、「やってやれない事はない。やらずにで

きるわけがない」という言葉があります。私はその言葉の通

り、何事も自分から挑戦するチャレンジ精神を持って仕事を

し、社会人として生活していきたいと思いますので、今後とも

ご指導の程よろしくお願いします。 (電気工事士 野並昭成) 

必死についていきます 
近年の世界大不況の影響で

採用停止の企業が多数ある中、

こうして春から私たちを新入社

員として受け入れてくださったこ

とに、大変感謝いたします。学生

時代と大きく異なる新たな生活

に不安がないと言えば嘘になり

ますが、一方で大きな期待も感

じています。 

六興電気の社員であることに責任と誇りをもち、一日も早

く一人前の立派な戦力となり、皆様に認められ信頼される

存在になりたいです。そのためには、ひとつでも多くの事を吸

収しようという貪欲な姿勢を保ち、実務を通して様々な経験

を積んでいけるよう最大限の努力をしていくつもりです。しか

し、私たちは学校を出たての未熟者ばかりです。多大な失

敗や迷惑をお掛けすることもあると思います。それでも先輩

方に必死についていきますので、ご指導ご助言を、どうぞよろ

しくお願いいたします。 (千葉支店 松井麻恵) 

社会人としてのスタート 
楽しかった大学生活も終わり、

いよいよ社会人としてのスタート

が始まりました。学生時代は、勉

強、サークル活動、アルバイト等

を通して、たくさんの人と出会い、

本当に有意義な時間を過ごすこ

とができました。多くのことに挑

戦でき、その中で生まれた仲間

は、私の誇りです。これからもたくさんの人との出会いがある

と思います。その出会いを大切にし、社会人として大きく成

長したいと考えています。 

２００９年は政権交代という世の中が大きく変化した年でし

た。これからも世の中は変化し続けていくと思います。その変

化に日々対応し、柔軟な発想と、積極的に挑戦する向上心

を忘れずに、六興電気の社員として立派な社会人になれる

よう努力していきたいと思います。挨拶や言葉遣い等、社会

人としてまだまだ未熟な私ですが、上司を始め先輩方から

の御指導宜しくお願致します。 (東北支店 菅原秀貴)  

自分なりの心得 
ついに「学ぶ」生活から「働く」

生活に移り変わる春を迎えまし

た。しかし「働く」といっても最初

に自分にできることは限られて

いるので、やはり「働く」ことを学

ばなければいけません。また、新

生活でどうするべきかが分から

なくなることもあるかもしれませ

ん。そのような状況でまず自分は何を成すべきなのか、それ

は思いつく限りのことについて考えぬくことであると思います。

塾のアルバイトで生徒にこう言ったことがあります。「何を勉

強するべきか、それは少しでも心に浮かぶことがあるならそ

れをとにかく実行してみるに尽きる。自分がやることなんて

そこいらに転がっている。」今度は私がそれを座右の銘とし

て働いていきます。 

分からないことだらけの生活でも何かを成さずにいることは

できません。それならば自分ができることを最大限に活用し

て成すべきことを成し、成果を上げることができる人間へと

成長していきたいです。その道のりは険しいものであると思い

ますが、一歩ずつ歩いて行き、役に立つよう努めていきます

のでどうぞよろしくお願いします。 (神戸支店 山口昌吾) 

三浦海岸にて 
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後半戦に向けて 
第６９期の後半は、案件の減少と価格競争の激化に加え、

入札制度の変化による価格設定の複雑化など、難しい状況

が続くと予想される。それらを知恵ではねかえすべく練って

いる計画を、４つの部署に語ってもらった。 (長江洋一) 

中国支店 有藤 孝一 
第69期下半期に計画した受注物件の確保と、工事の効

率化をさらに推し進めた利益確保です。 

官庁物件は、一般競争における総合評価方式で技術提

案等の研鑽を行い、評価値をさらに上げる努力をします。そ

うして受注確度を高め、必ず受注できる意識と信念を営業

マンに持たせ、施工可能な案件に積極的にチャレンジさせま

す。また、将来の受注確度を上げるため、現在行っている工

事の完成評価点を８０点以上必ず取れる工事管理を行わ

せます。民間物件は、価格･利益が低減している昨今、施主･

設計事務所等川上の営業を、設計助成やＬＥＤ･太陽光発

電等を利用したＣＯ2排出量の削減を含めたエネルギーコス

ト削減提案等の方法で積極的に行い、客先に認めてもらえ

る提案をし、工事の利益確保を図ります。年度計画の受注

予定の計画の中に民間工事が確実に座標として定められ

るようにします。米軍岩国基地も、大型物件は少ないです

が、５,０００万円から２億円程度の物件をコンスタントに受注

し、年度計画に確実に組み入れるようにします。それには協

力業者の拡充と、米軍プロジェクト等に参画してノウハウを早

く習得した代人を一人でも早く育てる組織を作り上げます。 

工事部長を中心に更に充実した工事の指導を行い、品質

確保に努め、若い代人の教育を行い、必要な免許も早い時

期に必ず取得させることが、今期と将来の利益確保に繋

がっていきます。 

広島･岡山･高松･山口と広範囲に分散していますが、個々

の社員の質を向上させ、それぞれ役割分担した職務に責任

を持たせ、やりがいのある六興マンとして今期の目標に向

かって邁進し、全員一丸となって達成します。 

思います。施工が少ないこの時期だからこそ、事故を起こさ

ないよう安全管理を強化して無事故無災害で今期を終わ

らせたい。  

神戸支店 藤原 信也 
今期、神戸における受注環境は特に物量が少なくなって

おり、ゼネコン低予算の中、同業他社との激化する受注競争

を繰り返している。その中でも当社が得意分野とする集合

住宅にも大手電力系会社が多数参画して予断を許さない

状況である。 

過去３年間に神戸の超高層マンション５件を施工する実績

は、ゼネコンや同業他社においても｢超高層なら六興｣という

誰もが認識をするところであります。上半期は今期目玉物

件である神戸中心部の640戸超高層集合住宅を受注しま

した。これに弾みをつけて営業をしていく中で、下半期は主

要客先ゼネコンへの設計助成物件に取組み、それを確実に

受注に結び付けて行き、３月に入って見積物件が増加して

きたのでこれらを吟味し、予定計画に入れ込んで受注目標

達成と来期の施工粗利に繋げたい。 

三菱神戸造船所の所内工事の施工体制維持をし、当社

施工物件のリニューアル工事への営業及び施工充実を図

り、完成予算残目標以上クリア達成を確実にしていきたいと

 

本社、移転しました 
3月16日、本社･東京本店･東京第三支店が、芝大門に移

転しました。通い慣れたオフィスを離れるのには寂しさもあり

ました。しかし、営業開始のこの日は、皆様からたくさんのお

花や緑が届き、またお祝いにかけつけてくださったお客様も

多く、忙しくも華やいだスタートとなりました。各会社様とのつ

ながりを改めて感じ、心に残る一日になりました。 

引越が少し落ち着いて席につくと、新しい机や椅子、機能

的なキャビネットに囲まれ、窓からは東京タワーも見えます。

旧事務所と同じく東京タワーが見られるビルに出会えたこと

も、今回の移転に関して嬉しかったことの一つでした。ビル探

しに5ヶ月、移転が

決まってから引越

までに6ヶ月、苦労

もありましたが、非

常にいい経験をさ

せていただきまし

た。ご協力くださっ

た皆様に、この場

を借りまして御礼

申し上げます。  

 (移転プロジェクト 

  佐藤仁美)  

電話番号表部署名 

  TEL          FAX 

本社代表 03-3459-3366 03-3459-3360 

人事管理室 03-5404-6711 

経理部 03-3459-3350 03-3459-3351 

企画課  03-5404-6712 

システム開発室 03-5404-6713 

工事本部 03-5404-6763 03-5404-6764 

購買部  03-5404-6765～7 03-3459-3362 

 

   TEL          FAX 

開発営業部 代表 03-5404-6720 03-3459-3364 

技術本部 代表 03-5404-6761 03-3459-3363 

技術本部 設計 03-5404-6762 

東京本店 代表 03-3459-3355 03-3459-3357 

東京本店 営業 03-3459-3356 

東京本店 積算 03-5404-6722 03-3459-3359 

東京第三支店 代表 03-3459-3352 03-3459-3353 

東京本店 佐々木 俊二 
本来ならば下半期のことだけではなく来期を見越した対

策もとらなければならない時期ですが、今期の東京本店の

受注状況はここ数年の中でも特に悪い状態です。ですが、

下記のことに力を入れて取り組んでいくつもりです。 

官庁物件ですが、まずは４月に案件リストの作成と対応す

る技術者の確認を行い、チャレンジできる物件はすべてチャ

レンジしようと考えています。それを今後のデータにすると共

に、発注者の意図を理解し技術点を上げるような提案がで

きるよう努めます。 

民間物件においては、競争が激化している中ですが、資

材･協力業者とタッグを組み、また、コスト管理部と工事部で

原価の絞込みをしっかりと行い、競争に勝てるよう一丸と

なって受注活動に取り組んでいきます。そして、営業部は来

期の飯の種も確保していきます。施工面では、受注した物件

の一つ一つに対し、詳細に施工計画を検討･チェック･実行

し、粗利を改善できるような体制作りをします。 

東京本店の全員が個々の能力を集結させ、この難局を乗

り越えます。 

名古屋支店 釆野 邦彦  

今期支店スローガン「チェンジ･チャレンジ･アクション」を掲

げスタートを切った訳だが、支店員全員が今までの業務に

疑問を持ち、常に考え取り組む思考が生まれ、今期スローガ

ンが浸透した。また厳しい社会情勢の中、営業･工事･工務･

管理室が一体となった新規物件受注への取り組みと、新た

なリニューアル工事などの取り組みの結果、おぼろげながら

今期の目標も見えてきた。下半期は、今期はもちろん来期

以降の血となり肉となる部分でもあり、非常に重要な時期で

あると位置づけて以下のことを重点に取り組む。 

・官庁物件について上半期は結果が出なかったがチャレン

ジ物件の分析を充分行い、また、より確実な事前情報収集

を行い受注に努める 

・民間営業は予定物件の周囲状況を再確認し問題(不安)

点を一つ一つ確実に解決する。 

・工事は上半期以上に管理責任者の現場巡回を増やし、現

場での若手社員教育と、原価超過の抑制、予算残の捻出、

問題点を事前に嗅ぎつけ、解決の方向に導く事により、客

先、ゼネコンの信頼確保を行う。 

上記を実践し、今期目標達成し、さらに上積みを目指す。  

管理本部 

東京本店 打合せコーナー 

大会議室 

東京第三支店 ＢＲＡＶＯ 開発営業部 技術本部 

工事本部 

東日本本部 

購買部 
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各地の竣工物件 
ＭＯＪＩ ＭＩＤ ＡＩＲ 

契約先 鹿島建設㈱九州支店 

設計監理 鹿島建設㈱九州支店 

工期 2008年7月～2010年3月 

施工場所 福岡県北九州市門司区大里本町  

建築概要 延床面積 20,948㎡  ＲＣ造 

 地下1階 地上20階 塔屋2階 

施工部署 九州支店 

MOJ I  MID AIRは、関門海峡･関門橋･巌流島

等を一望する位置に建設されました。この門司

駅(小倉駅隣の駅)周辺はこれから再開発が進

んでいくエリアであり、このマンション周辺には他

に高層物件はなく現在はマンション購入と共に

すばらしい眺望も手に入れることができます。 

さて工事を振り返ると、九州支店初のタワーマ

ンションの施工にあたり、特に注意したことは高層階へ荷物の揚重計画･重量機器揚重計画、

５日タクト工程による作業分担の明確化、所要電工数管理等が挙げられます。揚重に関して

はスラブ関係ではタワークレーンを使用、内装は通い箱を使用しての簡略化を実施し、特に

通い箱を使用してのダンボール削減は鹿島建設からも高い企業努力を認めていただきまし

た。鹿島建設も地方でのタワーマンションは珍しいようで、タワーマンション特有の施工方法及

び簡略化を一緒に打合せし、都市圏と相変わらない物を実現できたと評価もいただきまし

た。また、施工中何度も本社･支店から現場パトロールに来ていただいたことで、現場所長･設

備課長からも、真剣さが伝わるしタワーマンション技術に関する意見交換が積極的に行われ、

安全･品質面で良い効果が生まれたことを喜んでいただきました。 

技術改善発表会にも参加し発表することができ、施工でも失敗もなく無事に工事竣工を迎

えられ、ご協力いただきました皆さまにこの場を借りて御礼申し上げます。これからもこの経験

を糧として現場管理に活かしていきたいと考えています。 (九州支店 橋本進一)  

 

新潟駅南口第二地区第一種市街地再開発事業 

契約先 清水建設㈱ 

設計監理 ㈱石本建築事務所 

工期 2008年6月～2010年2月 

施工場所 新潟市中央区天神 

建築概要 総延床面積 57,797㎡ 

ＬＥＸＮ 1：ＲＣ造 地下1階 地上31階(237戸) 

ＬＥＸＮ ２：SRC造 地上11階 

ＬＥＸＮ Ｂ：ＳＲＣ造 地上7階        計3棟 

施工部署 新潟支店 

当物件は新潟駅周辺整備事業の一つとして、

昭和55年から計画されてきた3棟から成る複合

都市施設です。「ＬＥＸＮ(レクスン)」の名前は「ＬＥＡRN(学ぶ)」と「NI IGATA(新潟)」を掛け合わ

せて決定されたそうです。主な概要としてＬＥＸＮ 1にはマンション、ＬＥＸN 2は自走式駐車場･

ＵＸサテライトスタジオ(新潟テレビ21)･スポーツ施設、そしてＬＥＸＮ Ｂにはオフィスが入ってい

て、各棟それぞれにテナントが入リ今後順次オープンする予定になってます。 

工事においては3棟別々の引き込み(架空にて)になっていて、キュービクル･発電機の搬入

が難しく大変苦労しました。建築との搬入事前打合せにて入念に確認し、当日はタワークレー

ン･120tクレーン･ラフタークレーンにて搬入しました。周囲の第３者にも十分に配慮しました。ま

たＬＥＸＮ 1のマンション部の縦幹線にはバスダクト(一部ＣＶＴ)を用いて工期の短縮に努めま

した。施工管理においては、多業者での施工だったので施工の統一化を図るのに苦労しまし

たが、前業者の施工を事前に確認させてから施工させることと、細目にチェックすることの繰り

返しにより是正を最小限に抑えることができました。この「チェックの繰り返し」によって協力業

者と緊密で良好な関係が構築できたことが、何

よりも現場がスムーズに進んだ最大の要因で

あったと思います。 

最後にこの機会を与えて下さった北関東支

店、ご指導くださいました工事本部の皆さま、そ

して他支店からの出向であった私を温かい目で

見て下さった新潟支店の方たちに厚く御礼を申

し上げます。 (新潟支店出向 亀平 誠)  

 

当物件は、東名高速横浜町田インターそばに

ある中古車販売企業のKEIYU本社であり、1階～3階が展示台数一千台を超える屋内展示

場と商談コーナー、4階が車両置場、5階が本社事務室と工場ピットです。KEIYUは、国産をは

じめヨーロッパ車、アメ車などの輸入車を新車から中古車まで扱うトータルディーラーであり大

型店舗を多数展開しているため、ご存知の方もいるかと思います。 

今回の工事は1つの建物をⅡ期工事制で、縦半分ずつ完成させ引渡していくものでした。そ

のため、Ⅰ期工事でキュービクル･防災盤等を設置し建物の機能を完結させ、Ⅱ期工事はお客

様がそばにいる中、新築物件を増改築のような形で行いました。大変だったことは、1つの建

物ですのでⅠ期工事とⅡ期工事全てを当然のように繋げるということでした。展示場のレース

ウェイやラックの通りを合わせるのはもちろんのこと、Ⅰ期工事側にキュービクルや防災盤がある

ため、誤ってⅠ期側のブレーカー遮断や、警報を出してしまわぬよう、Ⅱ期工事分の幹線ケーブ

ル等の接続は慎重に行いました。 

Ⅰ期工事側をすでに引渡し営業をしているた

め、営業が終わってからの夜間工事や営業中に

様々なトラブルはありましたが、本工事に携わっ

た皆様、協力業者の皆様のご協力により無事完

成させることができました。本当にありがとうござ

いました。 (東京本店 山本達也)  

ケーユー中古車ショールーム 

契約先 西松建設㈱ 

設計監理 ㈱山下設計 

工期 2008年2月～2010年3月 

施工場所 東京都町田市鶴間 

建築概要 延床面積 38,022㎡ 

 Ｓ造 地上5階 塔屋1階 

施工部署 東京本店 

高エネ研東カウンターホール改修 

契約先 大学共同利用機関法人 

 高エネルギー加速器研究機構  

設計監理 高エネルギー加速器研究機構 

 設計部  

工期 2009年6月～2010年3月 

施工場所 茨城県つくば市大穂 

建築概要 延床面積 9,509㎡ 

 Ｓ造 地上3階 

施工部署 茨城支店 

東カウンターホール棟は、茨城県の研究学園都市に近い高エネルギー加速器研究機構の

施設内にあります。当機構はノーベル物理学賞を受賞した小林誠教授で有名な施設です。 

工事の概要は、変電設備の改修で、屋内･屋外に４ケ所に分かれたサブ変電所を建物内の1

カ所に集約設置する工事です。まずは、４カ所の変電設備解体･搬出工事から始まり、新規に

変電設備を組み立てることが工事の流れになりました。 

さて、この工事を始めるにあたり、図面検討からと思い検討しだすと変電設備がオープン方

式でフレームパイプを組める電工さんがいるのかと不安になりました。変電設備は近年キュー

ビクル式で工場製作･搬入･据付･受電という流れが一般的です。まず、自分の頭の中から既

成概念をなくすことに終始し、昔の経験を思い出すことに努力しました。当工事の始まりの施

工検討会には本社の工事本部 島部長･雨宮センター長に来ていただき、朝から晩まで施工

検討しました。その後も島部長や曽根部長に現場に何度も足を運んで頂き、事前検討及び

施工要領の打合せが十分にできたこと、茨城支店の安全及び品質パトロールのおかげで問

題の検討、施工要領がクリアになり、施工に専念できました。 

問題のフレームパイプを組めるかとのことです

が、これもまた、金澤電興の金澤勇二･片桐修さ

んのご指導を受けながら、金澤電興・赤澤電気

共同の施工部隊により見事クリアできました。こ

の現場は、本社･北関東･茨城支店間及び協力

業者間の協力がないと、施工できない現場だと

心から思い、感謝の気持ちでいっぱいです。 

 (茨城支店出向 有島浩志) 

オープン変電所 



風通しの良い支店をつくります 

広瀬川流れる岸辺 想い出は帰らず…で始まる青葉城恋唄でおなじみの「杜の都仙台」。

東北地方の拠点としてこの地に事務所を構え、５５年目を迎えることになりました。仙台駅より

徒歩10分という恵まれた場所と環境にあり、社員数は今回新しい仲間として新入社員1名が

加わり総勢28名(工事23名･営業3名･事務2名)となり、22歳の若手から63歳のベテランまで

技術系が9割という技術集団が地域に根ざした活動を行ってます。 

支店の特徴は、開設時より官庁工事を主体としていたため長期間にわたり官庁工事が７～

８割を占め、官庁に強い六興というイメージが対外的に強く、各地に当社施工の庁舎、病院、

文化会館、学校、トンネル、高速道路照明、光ケーブル布設等多くの実績があります。しかし、

官庁工事を予定に入れては部署経営が成り立たないとの指摘もあり、現在は民間工事主体

となっており、集合住宅、米軍関連、店舗、ホテル、道路照明等の施工を行っております。 

５年前に新体制になってから、私の一番の部署運営方針は「風通しの良い支店環境をつく

る」です。これは毎年の部署運営計画にも記載しております。特に若手を中心とした団結力が

強くなり、初期の目的は達成できたと思っています。社員同士が知恵を出し、力を合わせるこ

とにより互いに共通認識を持つことで、レベルアップも図れています。２月に受注した福島裁判

所も知恵を出し合った結果、総合評価がトップとなり2番札でありながら逆転受注することが

できました。 

今後も会社の３本柱である集合住宅･米軍関連･官庁工事を拡大すべく、品質の高い施工

管理を行い、取引先の信頼を得るためにも社員のレベルアップと技術の継承が大切と考えま

す。東北支店が遭難しないよう、羅針盤(月次損益計算書･シミュレーション)をよく見て、検討

し、実質利益という目標達成に向かって舵取りを行っていきます。 (支店長 佐藤敬一)  

昼夜問わず、技術営業!! 

東北支店営業部は、約70箇所のお客様へ営業させていただいております。厳しい状況の

中、お客様からの暖かいお声がけをいただき、昼夜問わず(夜に重点を置いて)営業活動に勤

しんでおります。営業部のすべてが工事経験者であることから、お客様に対してはできる限り

の技術提案を行う、いわゆる技術営業を主に行うことを目標としております。しかしながら、な

かなかうまく行かず、話術営業が主体となっており、親睦の為には、夜の営業活動に残業手当

はつかないことを知りながら、受注に向けた夜の努力も惜しみません。 

今後もお客様からの信頼を高め、必要性に常に機敏に応えられるよう頑張っていきます。 

 (小野寧親) 

粘り強く真正面から向かいます 

東北支店工事部は、青森県から福島県までの６県を守備範囲としており、工事部の社員も

青森、岩手、宮城、山形、福島と秋田県を除く各県の出身者です(私は新潟出身ですが)。「東

北人は粘り強い」とよく言われるとおり、当社の社員もまさしくそのとおり！ 真面目で努力家、何

事にも真正面から向かって行く姿はお客様からお褒めの言葉を頂くことも度々です(ちょっと褒

めすぎ！ 数名例外もいたり？)。 

そんな東北支店の近年の施工現場というとやはりマンションが多く、他には大型店舗･老健

施設等。あとはトンネル工事、大学施設などの官庁工事もちょこちょことあり、２月には福島裁

判所も受注しました。それから今や東北支店の大きな柱となってきているのが、青森県三沢

市にある三沢米軍基地関連の施工です。昨年６月に始まった家族住宅改修と、続いて受注し

た海軍隊舎改修と合わせて現在7名体制で臨んでいます。今後もマンション、大型店舗等従

来からの物件と米軍関連の物件の両立を目標として「明るく、愉しく、かっこよく」工事部一丸

となって頑張っていきます。 „岡本 茂‟ 

～東北支店ってこんなところ～ 
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部 
署 

紹 
介 東北支店 ～東北の勇、ここに集結!!～ 

工事件名 契約先 場所 工期 

三沢米軍下士官宿舎新設 仙台防衛施設局 青森県 1985.12-1986.10 

高速鉄道南北線愛宕橋駅舎 仙台市交通局 宮城県 1985.12-1987.01 

国立療養所新病院(盛岡) 東北地方医務局 岩手県 1990.09-1994.01 

裏磐梯猫魔観光ホテル新築 ㈱間組 福島県 1990.11-1993.03 

名取市民球場整備 宮城県名取市 宮城県 1995.07-1996.06 

松島飛行格納庫新設 仙台防衛施設局 宮城県 2001.05-2003.06 

前沢地区光ケーブル布設 東北地方整備局 岩手県 2002.03-2003.03 

全農宮城県本部精米工場新築 佐竹電機㈱ 宮城県 2006.03-2006.09 

有料老人ホーム「孔輪閣」新築 安藤建設㈱ 福島県 2006.06-2007.03 

あすと長町照明灯設置 大成建設㈱ 宮城県 2006.11-2007.05 

新寺1丁目マンション分譲棟新築 鹿島建設㈱ 宮城県 2007.08-2009.08 

甲子トンネル配線設備設置 東北地方整備局 福島県 2007.12-2008.07 

ケーズデンキ仙台東店新築 ㈱大林組 宮城県 2008.12-2009.06 

三沢米軍家族住宅改修(第2期･第3期) 西松建設㈱ 青森県 2009.06-2013.11 

三沢米海軍航空施設BLDG543改修 ㈱NIPPO 青森県 2010.01-2010.12 

福島裁判所 東北地方整備局 福島県 2010.02-2012.02 

工事実績 代表例 

支店内の様子 

三沢のメンバー 

ボランティアの落ち葉拾い ボランティアで献血しました 

普段は真面目に仕事してます 米軍現場見学 in 沖縄 

全員集合！！ (三沢メンバーと新入社員を除く) 

仙台の隠れた名品紹介 

仙台といえば牛タンや笹かまが有名ですが、私が紹介す

る食べ物は“田楽餅”です。仙台駅東口から徒歩7分程に

あるお店「延命餅」の人気商品で行列のできるほどの人気

店です。どんなに行列が長くても注文を受けてからお餅に

あんをからめて包んでくれるこだわりのお店です。田楽餅

は宮城県産もち米ミヤコガネを100％使用しているため、日

持ちがしません。香ばしくモチモチしていて何本でも食べられます。リピーターも多く、

午前中で売切れることも多々あります。店主が父の親友なので、我が家では頻繁に

登場します。仙台にいらした際には是非ご賞味下さい。 (高田聖子) 

(仮称)ホテルレオパレス仙台東口新築工事 

これから佳境に入り忙しくなりますが、無事

故で笑って竣工できるよう頑張ります!! 

 (高橋誠二) 
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検定試験 20名合格 

2月5日、平成21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20名の方が合格されまし

た。受験状況は次の表のとおりです。学科試験の合格率で

は18.5ポイント、実地試験では僅か1ポイントですが、全国受

験者平均を上回る結果を収めました。 

入社後、経験を積むにつれ重要な仕事を任せられ、勉強

にあてる時間の制約も大きくなります。今年度も約50名の方

が受験予定ですが、技術本部の受験指導を活用いただく

など早期合格を目指して下さい。 (技術本部 今橋由佳)  

新作業服のデザイン決定！ 

1月の社内報でお知らせした「新作業服デザインプロジェ

クト」の続報です。大変お待たせしましたが、ようやく新作業

服の最終デザインが決定しました。新しい作業服の色は落

ち着きのある紺色で、胸と後ろの首の部分には黄色で六興

電気のロゴが入ります。 

3月5日に行われた審査会では、女子美術大学の先生方

や長江社長をはじめ、本社や東京周辺の各支店の社員の

方にも参加していただき、色やデザインだけでなく、着心地

や腕の曲げ伸ばしなどの機能性についても検証し、最終デ

ザインを決定しました。現在は生産を進めており、6月中には

皆様のお手元に新作業服をお届けできる予定ですので、楽

しみにお待ちください。 (経理部 藤野広実) 

平成21年度全国社会就労センター協議会協力企業表彰 

当社と太陽の家との36

シリーズの共同開発が社

会就労センター協議会協

力企業表彰の対象とな

り、2月25日にTOC有明に

て表彰式が行われ、同協

議会近藤会長より表彰状

と記念品が贈られました。 

この度の表彰に際し、36シリーズの開発･製造に太陽の家

の皆様の多大なご協力と現場にて使用していただいている

皆様方のご理解とご協力あってこそと感謝いたします。今後

も部材の開発･改良に努力いたしますので、皆様のご意見ご

要望をお待ちしております。 (技術本部 今井真一) 

社会就労センター協議会より表彰 

れて学習することができ、実りの多い研修であったと思いま

す。特に、三沢の米軍基地家族住宅改修工事の視察では

現場の特殊的な環境と仕様の違いで、一つの作業を行うに

も非常に手間が掛かることに驚き、深く印象に残っています。

今回の研修では、業務のほんの一部分を体験させていただ

いただけで、企業の本当の厳しさを体験できたかどうかは分

かりません。しかし、社会におけるそれぞれの立場や苦労を

少しは実感することができました。それぞれの使命や役割は

異なりますが、プロフェッショナルとしての誇りを持って世の中

に貢献し、困難があってもそれを乗り越え努力し続けること、

その生き方を次の世代に伝えていくことは、いつの時代も変

わらないことなので、これからの教員生活における子どもたち

への指導に活かしていきたいと思います。 

最後に、お忙しい中、研修にご協力いただきました佐藤支

店長をはじめ、六興電気東北支店の皆様に感謝致します。

本当にありがとうございました。  

人材養成教員派遣研修 

宮城県教育庁より「産業人材養成教員派遣研修事業」と

して、派遣企業数21社、研修期間10日で当社に1名の受入

れ要請がありました。研修は仙台市内の同一現場を安全パ

トロール(安全管理の実情把握)、社内検査(品質･工程管理

の実情把握)の目的で3回。また、CAD･積算の実習と、三沢

米軍基地内の改修工事状況視察も行いました。今回の研

修で現場管理の一端と、企業は何ヶ月も先を見越して業務

を行っていることを理解し、生徒指導に当たってほしいと思い

ます。 (東北支店 佐藤敬一) 

宮城県工業高等学校 実習助手 佐々木 俊二さん 

現場経験のない私は、恥ずかしながら電気工事に関して

机上の知識だけで具体的な内容を全く知りませんでした。

そこで「学校を離れての社会体験が今後の指導に活かせ

ればプラスになる」との思いで研修に参加させていただく決

意をしました。 

今回、10日間の研修を通してたくさんの経験を積むことが

できたことは私の財産であり、新しい技術等について見て触

安パト中の佐々木先生(右) 

営業として「本当の原価」を知るにはどうすべきか？  

毎年行われる営業特プ

ロ。今年は34名が出席し

ました。全国から営業マン

が集まり、「厳しい世の中」

と語り合っても何も得なこ

とはありません。こんな市

況でも工事を受注しなけ

ればなりません。狙った物

件を失注したら代替え物件なんて簡単に出てこない。1件1

件が大事な物件。この工事の原価はいくらなんだろう? 今回

は「本当の原価」の意味とそれを知るには営業マンはどうす

べきかを考えてました。 

「本当の原価」とは過去の類似物件の完成工事原価では

なく、「今まさにこの工事を取らんとする予測の原価」･「関係

部署を巻き込み一丸となって取り組んだ原価」･「完成時点

を想定しての原価」･「受注に向けて圧縮した原価」･「競争に

勝つための原価」など受注するための原価であることで一

致した。原価を出すのが目的ではなく受注するのが目的で

ある。原価のヒントは自分側にあるのではなく客先にもある。

原価をつかむのではなく作るのだ。そのためには営業は情

報源となると同時に社内の司令塔として「本当の原価」を導

き出していく。受注するためには全員の協力が必要である。

一丸となって頑張ろう。 (開発営業部 佐々木 直芳) 

初めての営業特プロに参加して 

例年、営業の方から特プロの発表の際のコメンテーターの

方の鋭いご指摘について聞いていましたが、去年まではまさ

か自分が特プロに参加するとは夢にも思っていませんでした

ので、緊張して会場まで向かいました。今回のテーマについ

て班の中でも全員考えてきた内容が違う状態から、自分た

ちなりの答えを導き出したのですが、一次発表の際にコメン

テーターより『「今」受注するにはどうすべきなのか。先のもの

でも過去のものではなく、今なんだ！』という意見が出され、そ

の熱い意見に私たちのチームも感化され、本当の原価＝「激

ネット(とある支店の造語)で勝負だ！」いうことがチームの答

えのサブテーマとなりました。 

コメンテーターの方の指摘と、各チームの激論のおかげで、

最終発表では各班引き締まった発表がなされました。 

初めて参加させていただきましたが、全国の営業の方にお

会いでき、お世話になりました。お疲れ様でした。 

(開発営業部 岡田珠代) 

「社内の司令塔」になろう! 

発表する茨城支店 根本さん 

アイデア募集に6件受賞 

日常業務の合理化・省力化に貢献する新しいアイデアの募集が例年どおり実施され、60件のアイデアが提案されました。審

査の結果、受賞者„敬称略‟が以下のとおり決定いたしました。奨励賞を受賞した「各戸盤の改良」について某メーカと技術的

な打合せをしたところ、「このような発想で検討したことがなかった。目からうろこである。ぜひ製品化の検討を進めたい」とのコ

メントをいただきました。新製品の開発に関するアイデアが多く見られましたが、次回のアイデア募集では施工方法の改善、業

務の省力化などの分野でも多くの応募を期待しています。 (技術本部) 

＜奨励賞＞  

「各戸盤の改良」 

 大阪支店 菅原哲也、滝内 健太郎、佐藤 敬 

 得平 衡、土橋直樹、草富保博 

＜アイデア賞＞ 

「ダウンライト孔養生キャップ」 東北支店 佐藤耕二 

「ちょうちんあんこう1号」 新潟支店 村上健志 

「OKチェッカー用スムーサーインアダプター」 

 千葉支店 清水光茂 

「OKチェッカーアダプターの接地折り畳み式・差し換え不要

チェッカー」 神戸支店 木下雅由、冨永英博 

「狭いMBの弱電端子盤」 神戸支店 松岡慶輔 

 

奨励賞受賞者 大阪支店メンバーのコメント 

 このたびは奨励賞をいた

だきまして、ありがとうござ

いました。応募したアイデ

アは、各戸盤の改良で技

術発表会で提案した内容

で す。実 際 に 起 こ っ た ク

レーム事例をまとめ対策を

検討して、作業を正確に安

全に進めるためにはどのような技術が必要かを現場に活か

したいという思いで考えました。今後も新しい発想で電気工

事を「見える安全」と「確かな技術」でクレーム0„ゼロ‟を目指

し、技術開発に貢献していきたいです。 

長江支店長を囲んで 



次回は1人で頑張ります。 

私にとっては初めてのアメリカ本土の滞在でした。とにかく

日本語が通じなく…身振り手振り知っている単語を並べた

て伝えよう、また何とかして聞きとろう、という感じでしたが案

外どうにかなるものでした。といっても傍から見ればおかしい

でしょうけどね…。しかし今の私の英語力„中学レベル！？‟

で、おぼつかないとはいえなんとか会話になったのがとても

嬉しくもあり楽しくもあり、もう少し勉強、あるいは英語に慣れ

ればもっと楽しくなるはず！ と思うところです。 

アメリカ滞在中の移動はほとんどレンタカーでした。これは

社長の提案でもあったのですが、借りる･返す･運転する･GPS

を使う、全てが初体験でしたが、何も難しいものではありませ

んでした。単純といえば失礼ですが合理的といったらいいの

でしょうか、これは絶対に経験･活用すべきだと思いました。

特にGPSでの目的地検索は簡単で、本体自体は何ともまあ

シンプルで小さく頼りなく感じましたが、ところがびっくり！ 住

所の付け方が合理的なのでしょうか、あの広大なアメリカ本

土でも目的地にほぼ間違いなく行けたのです。是非とも味

わって欲しいです。 

滞在中の宿は全てMOTEＬでした。これも社長の提案だっ

たのですが、そもそも敬遠しがちなイメージですが、それとは

全く違い、素晴らしい！ と思いました。通常のホテルに比べ安

い、アメリカ本土の大抵の場所にある、夜露をしのぐことがで

き空調もある、もちろんシャワーもある…十分すぎるくらいで

した。 

今回の経験は本当に有意義なものであり、自信を得た旅

でした。次回からは社長のフォロー無しでも何とかかんとか

行ける！ 横柄かもしれませんがそんな気さえ感じて帰国しま

した。 (沖縄営業所 筒井宏和) 
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「六興テクノサービス」発足 

平成22年2月24日、新たな子会社を福井県小浜法務局

に登記しました。会社名は、「六興テクノサービス株式会社」

としました。 

長江社長より「設立を持ち出した責任上、子会社の社長

は森口が受け、責任をもって運営するように」とのご指示が

あり、取締役社長を拝命することになりましたが、腹の中に得

体の知れない重さを感じております。更に、運営には、山本

勝一顧問以下、計４名の取締役と若狭、高砂のメンバーの

協力を得て運営致します。 

そこで皆さんが疑問に思うことは、子会社に関係するメン

バーは六興本体と子会社から二重に報酬が出るのではな

いか？ それはズルイ！ など思われる方もおられると思います

が、その辺はそんなに甘くないです。子会社については、ボラ

ンティア精神のもと子会社からの報酬は「０」で全て兼務とし

て取り組みます。では何故、地方の部署でこんなことを始め

るだ？と思われる方も多いと思います。最大の理由は、六興

電気㈱としての「責任」と「コンプライアンスの遵守」です。現

在、当部署では一人親方とみなされてもおかしくない方々

が数名おられます。その方々は現場運営上中心的な活躍

をしていただいておりますが、今後、現行の形態では仕事の

継続が大変難しい社会状況と考えられます。これらを考慮

し、六興電気㈱の看板のもと集まっていただき、堅苦しさの

少ない子会社の中で仕事を継続していただくことにより、今

後とも当部署を支えていただきたいと考えて設立しました。 

まだまだ問題は発生すると思いますが、今後共ご支援程、

宜しくお願い申し上げます。 (ＥＰ部 森口彰男)  

おしらせ 

電気設備学会誌に記事掲載 

電気設備学会誌2月号の特集「集

合住宅の電気設備の現状と将来」の

中で、集合住宅の施工における当社

の取組みが紹介されました。 

工場加工ケーブルや通い箱等につ

いて、東京本店工事部木村課長と

技術部大竹部長の記事が掲載され

ていますので、ぜひご覧ください。  

四国支店が高松営業所になりました 

1月21日付で四国支店は高松営業所に名称変更となりま

した。住所、電話･ＦＡＸ番号の変更はありません。 

経営事項審査結果 

第68期の経営事項審査結果は、電気1,567点、通信927

点でした。決算内容が良かったために、電気は前期より42点

アップしました。元請完工高を増加させることで、さらなる評

点アップにつながります。 

受注！ 

･ライオンズ茅ヶ崎新築  (東京本店) 

･福島裁判所(０９)電気設備  (東北支店) 

･北陸自動車道親不知～柿崎間道路照明設備更新 

   (新潟支店) 

･池田病院改築  (茨城支店) 

･福祉コミュニティアオーラ新築 (北関東支店) 

･横浜岡田屋電気設備更新  (横浜支店) 

･公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業 

  (名古屋支店) 

･大阪大学(吹田)テクノアライアンス棟新営その他電気設備

   (大阪支店) 

･平成２１－２３年度 高知法務総合電気設備  (中国支店) 

･プレミスト千早プロジェクト新築  (九州支店) 

工場視察･検査日記 

この渡米目的は、米国製機器の製作工程と品質管理、そ

して出荷の確認を現地工場に行って視察･検査をすること

でした。今回はメイン機器である２社を訪れました。 

Eaton工場で印象に残ったことは、全米３大メーカーなだけ

あって場内が綺麗！ パーツごとの区分けがされていて効率

よく作業ができている感じがしました。もちろん ISOで品質管

理がされていました。殆どの製品が出荷されていて現物を

見ることはできませんでしたが、システム設定の確認他、出

荷時の梱包の仕方など担当者の方と活発に意見交換をす

ることができました。 

P.T.I„Power Technology, Inc.‟工場の印象としては、発電

機(2,000KW)の製作なので大規模な工場なのかと思いき

や、予想に反してこじんまりとしていました。ここでは、実際の

発電機を見ることができ、システム設定の仕方、図面と照合

し改善点を担当者の方と協議･検討をしました。 

遠いアメリカまで来て、現地の方々と協議･意見交換がで

きたことは、個人的にも良い体験となり、充実した渡米視察

だったと思いました。 

現地で確認した製品が、現場に届くまで(出荷して約1ヶ

月)が非常に楽しみ～。 (沖縄営業所 木下育由)  

アメリカにて工場検査 ! 

“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。 

「決めた手順 守る勇気と続ける努力 

ムダと思うな 安全確認」       

      „千葉支店 酒井 甫‟ 

こんなことをしたら手間だと

か、時間がないとか言うセリフを

現場で良く聞きます。そんな自

分勝手なことで決められている

作業手順を省いたり、安全確

認を怠ったりしては災害はなく

なりません。世の中は不景気だと言っている中、自分自

身の不注意でけがをしても面白くありません。 

災害を少しでもなくすために、技術の継承のほかに、

作業手順･安全確認の重要さを伝えていけたらと思いま

す。続ける、守るということは簡単ですが実行することが

難しいと思いますが、みんなで実行していきましょう！  

沖縄マラソンに参加しました 

＜マラソン記録＞ 

波多野貫司…５時間３４分０６秒 

大石慎吾…５時間５０分０６秒 

奥山正純(O先輩)…５時間５５分３８秒 

宮城卓(㈱嘉手川電設)…６時間０２分17秒 

平安勇助…６時間０２分５３秒 

二宮陽介…２９キロ地点でリタイア 

澤田陽介…２４キロ地点でリタイア  

どうも、こんにちはアグー(沖縄の黒豚)系うちなんちゅ、沢田

です。突然ですが、沖縄マラソン出ちゃいました！！ ことの発端は

自分のひとつ上のO先輩の提案(ご乱心)で、参加者を(強制

的に)募り、後輩７名(協力会社の㈱嘉手川電設さんの社員1

名含む)が走ることになりました。 

自分の人生の中で一番長く走った距離が高校のマラソン大

会のときの18㎞で、現在の体重より２５㎏軽い時です。それがい

きなりフルマラソンに出るわけですから無謀としか言えません。

最初の練習は、ジョギングというよりウォーキングで５㎞がやっと

でした。努力で補えない分は金で補えと、最新のランニング

シューズ、サポーターなどを買い本番に挑みました。 

六興Ｔシャツも作り、当日は全員一致団結して走り、結果７名

中５名完走となりました。自分は２４㎞地点でリタイアしてしまいました。最初に比べればもの

すごい進歩ですが、完走できなかったのは残念です。また来年、挑戦したいと思います。 

 by アグー系うちなんちゅ(沢田陽介) 

完走した5人 左から 平安さん･宮城さん･大石さん･奥山さん･波多野さん 

元気な時の私 

現地の方と英語で協議  
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成田山教育財団  校長 大澤浩一さまより 

社内報「ろっこう」、いつもお送り下さり、有り難うございます。長江社長の「勘ではなく知恵に頼り」には強い共感を覚えま

した。また、内定式なるものの存在を初めて知りましたが、新入社員の意識付けにはかなり有効だろうと推察します。その

他私企業である私立学校の経営に携わる者として、示唆されること多くありました。以上、簡単ながら御礼まで。 
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先日、清交会のイベントでグアム旅行へ行って来ました。 

写真は清交会のみなさんとのバーベキューパーティでの一場面

です。もっともらしいグアムの美しい海辺の写真を探してみたので

すが、食べ物を前にニヤリと笑う私か、主人のどちらかの写真しか

なかったので、この写真にしてみました。 

今回、私にとっても、主人にとっても初めてのリゾート地だったの

で、とりあえずココパームというプライベートビーチのオプションに参

加してみることにしました。ココパームに着くと、まず驚いたのは砂

浜の美しさです。新潟出身の私は、日本海からすぐ近くに住んで

いて浜辺はとても馴染み深いものなのですが、それとは全く別世

界でした。危うく原田知世の「天国に一番近い島」を口ずさみそう

になりました。餌付け用の魚肉ソーセージを持って海の中へ入ると、色とりどりの魚たちが餌をついばみにやって来ました。鳥で

はないのですが、チョウチョウウオが細い口先でソーセージをチョンチョンつつく様を見ていると、ついばむという表現がぴったり

です。そんな魚たちの可愛さに夢中になって餌をあげていたら、あっという間に帰りの時間が来てしまいました。 

グアム旅行は、美しい景色に癒され、可愛い魚たちに癒され、本当に素敵な３日間でした。最後に清交会で案内役をしていた

だいた開発営業部の岡田さん、本当にありがとうございました。  (BＲＡＶＯグループ 竹田有里) 

本社清交会 ～グアム旅行～ 

皆で仲良くＢＢＱ 

突然ですが、「摸合(もあい)」という言葉をご存じです

か??摸合とは、沖縄における金銭的相互扶助システム

で、何人かのグループで決められたお金を出し合って一

人ずつ順番に持っていく仕組みの集り？飲み会！という感じ

のもので、沖縄ではとてもポピュラーな言葉です。戦後、

金融機関の整備が遅れたことで、沖縄で模合が盛んに

なったと言われており、これも沖縄の“ゆいまーる”助け合

いの精神があったからだと思います。 

私も仲の良い友達同士で月に1度模合を行っていま

す。中にはまだ学生も混ざっているので今のところ大きな

金額は集めておらず、実際には仲が良い人たちで集まっ

て飲み会をする口実みたいになっています。有名な話か

もしれませんが沖縄の飲み会では、集合時間を20分過

ぎて行ってもまだ誰もいないということも珍しくありません。

けれど、集まれば時間を忘れるほど楽しく、帰るのはいつ

も朝方になってしまいます。 

私は模合とは、友人との信頼関係や“ゆいまーる”助け

合いの精神を培うことができる場だと思っています。これ

からも沖縄ならではの文化と素敵な友人を大切にしてい

きたいです。 次回は横浜支店 小寺八向さんです。 

 „沖縄営業所 石川和佳奈‟ 

石川さん(右から2番目‟ 

リレートーク 

 

 

 

 

 

村上哲士 

私は六興電気㈱に入社する

前、旭食品㈱という西日本では

トップの食料品卸売業者に勤務

しておりました。 

実兄村上英夫から「今度、高

知営業所が四国支店に昇格し、

営業の増員が必要だ」ということ

で強引に六興電気に入社させられたのが昭和47年1月でし

た。それまで「銭」単位の商いの世界から、いきなり百万、千

万単位の値交の世界に入ったので面喰い、将来続けてやっ

ていけるか心配したものです。 

ある程度慣れてくるとどんな世界でも一番大切なのは、人

間同士の信頼した付き合い。そして相手の器量により、その

大きさも違ってくると気付きました。この考えは40年近く過ぎ

た今でもまったく変わっておりません。また、この頃兄からは

いつも「お前は俺の弟で肉親だ。人より倍以上働き、倍以上

稼いで、一人前それ以上を目指せ」と徹底的に鍛えられた

ことを懐かしく思い出します。 

昭和58年に支店長に任命され、そして大阪の事件後の平

成3年に新体制として西日本事業本部が結成され、私の大

恩人となる上本仁志(当時専務取締役)本部長の傘下とな

りました。上本本部長は私も尊敬する長江健太郎現名誉会

長を真髄から尊敬していました。六興電気60年の歴史の中

で会社への功績は間違いなくトップクラスだと私は思ってお

ります。その上本本部長の長江イズムを伝承した、情熱、執

念、計画、人脈、挑戦、反省、部下への配慮の一言一言の重

い言葉、そして何といってもすごいのは真情の愛社精神。こ

れらは決して教えられたり押しつけられたものではありません

が、日常の活動の中で自然に浸透させられ本当に勉強にな

りました。そのおかげで新体制の支店長11年間で3度の最

お世話になりました 優秀賞、3年連続して10億円以上の大型物件の受注、また

第一号の創意工夫努力賞金賞受賞等、数々の栄誉を賜っ

たのも上本本部長の教訓のもと、多数の社内外の人脈の援

助、また力不足の私を下から支え助けてくれた心強い部署

員の団結と協力があってこそだと本当に感謝し、現在に至っ

ております。 

六興電気㈱を通じて約40年近く長い間お世話になった社

内外の皆様に重ね重ね感謝し退社致します。本当に有難う

ございました。  

横田喜次 

3月末で退職いたしました。昭

和38年の入社以来、46年があっ

とゆう間に過ぎてしまいました。入

社した当時、資本金6千万円、完

成工事高16億円の業容でありま

した。配属は神田美土代町の本

社経理部にでしたが、設立して

間もない管工事部門である東興設備工業㈱へ出向を命じ

られました。41年7月に本社が港区芝の専売ビルに移転す

ると同時に経理部に戻され、その後、総務部･本店二部･千

葉支店･本店工事部･監査室･財務部･経理部に勤務いたし

ました。 

数多くの異動により、工事業務･経理･監査･財務･総務･人

事･営業と色々な業務経験をすることができたことは私にと

りまして大変幸せなことでありました。また、この間、第一次

オイルショック、バブル崩壊、竹下事件等も体験し、特に竹

下事件では、倒産に関する信用不安が拡がり無我夢中で

ゼネコン･商社･銀行･興信所等の対応に奔走したことは、忘

れられない思い出となりました。そして、取引先等多くの人と

の出会いに恵まれたことも幸運なことであり大変感謝してお

ります。 

これまでの人生の大半を六興で過ごさせていただき、温

かい上司、良き同僚、優秀な部下にも恵まれ、自分の力を存

分に発揮できる職場と巡り合えたことは、私にとって最高の

幸せであったと感慨を新たにしております。これまでお世話

になりました関係者の皆様に厚くお礼申し上げます。 


