
６月２４日のサッカーの中継、見た方も多いと思います。私も帰宅後

いったん寝てから、目覚まし時計に起こされてテレビを見ました。試

合はご存知のように、本田のシュートや岡崎の３点目でデンマークに

快勝し、日本の強さを感じさせてくれました。ところで試合も面白

かったのですが、私には試合後のインタビューで、「我々はサッカー

が、チームのスポーツだと証明したいと思ってプレイしている」と岡田

監督が語っているのが印象に残りました。親善試合で４連敗、対イン

グランド戦では２オウンゴールと、外からみたらガタガタだった日本

チームが決勝トーナメントに進出できたのは、まさにチームワークの

なせる技でした。確かに勝てば官軍という面もあるのですが、決定

的なプレイヤーを欠いた日本が勝つにはチームのサッカーをするし

かなかったわけで、陣形をいろいろ変えながら、最後にもとの守備的

布陣に戻したリーダーは正しい判断をしたと思います。そして、選手

が一丸となってそれに応えた結果が、決勝トーナメント進出でした。

あらためて、同じ方向にまとまる重要性を感じました。 

10ヶ所の安全大会に参加 

さて、６月は例年通り各地で安全大会が開催され、私はそのうち

10ヶ所に参加しました。毎年この時期に支店をまわっていると、いろ

いろなことを感じます。型通りの安全大会もありますが、工夫をこらし

た発表や興味深い講話など、参考になることも数多くあります。しか

しそれ以上に有益なのは、懇親会でのちょっとした会話です。ある支

店では、協力会社の方と積算について話しました。指摘されたのは、

「景気が悪いのでもっと積極的に積算をやるべきだが、支店の人間

は限られているので、本社に専門部署をつくってはどうか＜」という趣

旨でした。私は話をしながら、積算の付加価値ってなんだろうと考え

ました。支店で拾った積算原稿と、(自部署以外の)どこかで作業を

やってもらい結果だけを受け取った積算原稿って、同じ価値でしょう

か。話をしていて、これは違うのではないか、と私は思いました。言う

までもなく、積算原稿は営業マンがネゴのために使います。理想的

な例を考えると、支店で積算をしたので図面の内容が掴めており、

あらかじめどの程度VEが可能かざっくりとわかっていたとします。この

感触が営業マンに伝わっていれば、お客様から微妙な指値をうけた

ときにYes/Noを即答する判断材料に使えます。しかしどこかで作っ

てもらった原稿を渡された営業マンは、指値に対応できずに持ち帰

り、その間に他社が受注してしまうか、やみくもに指値を受け入れて

受注したものの、原価設定の段階で大きな損失が明らかになるか

もしれません。そう考えると、積算をしながらVEのネタがありそうかを

考えることには、大きな付加価値があります。同時に、原稿を営業マ

ンに手渡すときに、感触を伝えるコミュニケーションの重要性もわか

ります。積算は仕事を取るために行うものであり、積算そのものが仕

事になっては意味がありません。私はよく、「仕事」と「作業」の違いと

言いますが、感触といった定性的な情報が抜け落ちてしまうと、仕

事も単なる作業になってしまうと気が付きました。ですから、効率を

求めて外注や専門部署に頼ると、出力されてくるのは定量情報だ

けで、定性情報は失われてしまい、かえって戦力ダウンになるので

はないか、と危惧します。 

安全についても考えました。今期の交通事故と労務災害は、大き

なものこそありませんが、件数が増えています。そこで名古屋に行っ

た時に、車の安全装置について話をしました。今アメリカでは、プリウ

スに乗っていて濡れた路面で急ブレーキを踏むと、0.1秒間ブレーキ

が効かなく感じられるので危険だ、と問題になっています。これは、

急制動でタイヤがロックしないよう制御する安全装置(ABS)の働き

によるものですが、ではABSがついていない車のほうが安全なので

しょうか＜ この話、我々建設業の感覚からすると、安全を機械に頼り

すぎているように思えてなりません。そもそも運転者は、ABSが作動

するような運転をしてはいけないのです。現場に置き換えてみると、

開口部に蓋をするのは常識ですが、だからといってわざわざ蓋の上

を歩く人はいないでしょう。それは、そこが危険だとわかっているから

です。逆にいえば、いくら安全対策を充実させても、それだけでは労

務災害を防げないのです。ですから、最後は各自の安全意識が重

要だ、ということを再認識しました。  

営業強化とAAR 

ところで業績ですが、６月末時点での予測で、受注高が３４９億円

(昨年は３５３億円)、受注総粗利が約50億円(昨年は60億円)となっ

ています。まだ3ヶ月ほどあるので、受注金額は昨年実績を上回る

可能性が残されていますが、受注総粗利は昨年比で10億円マイナ

スとなっており、厳しい受注環境が見て取れます。過去にはこのよう

な状況下で、方向感覚を失い、受注の前倒し計上や取り消しの延

期のような、実体のない数字作りに逃げたことがありました。また利

益重視を思うあまり、失敗を恐れて採算の悪い案件に消極的にな

る例もあります。しかしこんなことをしても問題は解決せず、かえって

状況を悪くするだけです。必要なのは逃げ道を探すことではなく、真

の実力強化なのは明らかです。営業力の基本はお客様と営業マン

の信頼関係ですが、それにプラスして、施主営業も重要なポイント

となってきました。実際、金額を合わせたにもかかわらず、施主様か

らの強力な推薦によって失注する例が出てきました。これを防ぐた

めに、私と社外取締役および顧問は、人脈をフルに活用して施主営

業にあたります。また失敗事例の活用も重要です。米国陸軍には

AAR (After Action Review)という手法があり、作戦が失敗したとき

に要因を徹底的に分析し、次に活かすそうです。これは営業だけで

なく施工についても利用すべき考え方で、とくに大きな現場でトラブ

ルがあった場合、その教訓を全社で共有できる方法を構築します。 

『士為知己者死』 

これは中国の古典である史記に出てくる言葉で、「士は己を知る

者のために死す」と訳されており、「知己」という熟語もここから来て

います。立派な人とは、自分の価値を認めてくれる人に対して、命を

かけて尽くすものだ、という意味で、チームで働く我々にとっても、重

要なことと感じられます。上司は部下の能力を認めることで、成績を

あげ、部下は信頼できる上司のもとで、のびのびと力をつけてゆく、

そんなチームは強いと思いませんか＜ 冒頭に書いた日本サッカー

チームは、こういう集団だったのではないか、と想像しています。史記

は中国の春秋戦国時代を舞台に書かれているため、ストーリーはか

なり生々しいのですが、「士為知己者死」をネットで調べると、この部

分のあらすじが出てきます。興味があったら、ぜひ一度読んでみてく

ださい。 
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創業61周年記念式典開催 
創意工夫努力賞 金賞受賞 

東京本店 三井 裕子さん 

この現場は11階と14階建ての2件のマンションで、私と2

年生の二人体制で管理を行いました。日々心掛けていた

ことは、「材料の無駄を少なくする」ことと「事務所と現場の

連携を大切にする」ということでした。職方さんと調整をし

て材料を無駄なく使うようにし、現場での問題を報告して

もらうことで事務所と現場の距離を縮める努力をしました。

これらの積み重ねと職務の隔てをなくし、皆が同じ方向を

向いて業務に取り組んだ結果だと思います。 

協力業者の皆様並びに様々なアイデアを出し指導してくださった本社の方々に感謝いたし

ます。 

千葉支店 清水 光茂さん 

現場は、地上３７階、地下２階の高層共同住宅です。               

自分自身も高層は初めて経験する現場であり、特有の工

程計画や揚重計画、労務分担方法などの最良の方法は

未知であり、不安でした。そんな中で、工事本部との施工

検討、大型マンションプロジェクト、LC-6や役員パトロール

等、多くのベテランの方々や経験された社内･外の人から

の貴重なアドバイスをいただき、“チーム六興”として、竣工

することができたのだと思います。この経験を活かし、次はアドバイスする側になって支援をし

ていきます。 

千葉支店 今関 浩一さん 

この賞を受賞できたのは、当然現場に携わった皆さん一

人ひとりの努力と多大な尽力があったからこそではありま

すが、同時に六興電気自体の体力が上向きでないと、この

ような賞はいただけないなと受賞式を通して強く感じまし

た。全国の頑張っている皆さんにも感謝感謝です。 

当初現場では罵声を浴びせられるような大問題が発生

し、我々スタッフも精神的にどん底へ叩きのめされた時期

がありました。それでもその問題に終止符を打つべくものすごく頑張りました。ゼネコンさんは

それを認め、暖かい言葉をくださり、強い信頼関係が生まれました。そしてやる気が出てきま

した。ものすごくいい経験をしたと思います。今思えば、逆境の中、我々六興の底力をアピール

するいいチャンスだったのだと思います。  

神戸支店 小林 卓美さん 

この現場は、3年前の6月に監理技術者が私の名前で落

札した物件です。当時、何も知らずに神戸市内で民間の病

院を担当していたある日、徳島行きを命じられ、単身赴任

生活が始まりました。初めての場所、協力業者･代理店、社

内スタッフでいろいろな問題がありましたが、経験･チーム

ワークで乗り切ることができました。現場は礼儀･意地･思い

やりの心構えが必要と思っていましたが、うまく適応できた

と思います。社内JV(四国･神戸)という初の経験で他部署の空気も吸うことができ、勉強にな

りました。現在は営業になりましたが、この経験を生かし職務を全うしていきたいと思います。 

最後になりましたが、現場に携わった協力業者･代理店･社内スタッフとのチームワークが

あったからこそ、無事に竣工できたのだと思います。心よりお礼申しあげます。  

九州支店 奥山 正純さん 

米軍家族住宅PHASE7はPHASE3･5･6に次ぐ物件で、積

算は沖縄営業所の皆で今までの経験を基に、必死に約

1ヶ月間やったことを思い出します。ですが、私はPHASE7

の受注成功の最大の要因は、本村さんのこれまでの沖縄

米軍案件に対する強い熱意と努力の賜物であると感じて

います。また、本村さんは受注だけでなく施工面においても

これまでの経験を踏まえ、施工担当者に事細かに指示を

出していました。現在では施工面での金賞が受賞できるように頑張っております。本村さんの

葬儀の際に長江社長が「本村さんの情熱と意思を引き継いでこれからの米軍案件に取り組

んでいく」とおっしゃっておられました。我々はまだまだ力不足で、皆様に力をお借りすることが

多々あると思いますが、前を向いて前進あるのみの精神で突き進んでいきます。 

最後になりましたが、軍関係者様、ゼネコン各社様のご協力のおかげでPHASE7の受注を

はじめ、ここまで沖縄営業所を大きくすることができました。皆様にはこの場をかりて厚く御礼

申し上げます。 

創意工夫努力賞 
金賞 

･東京本店 三井 裕子 芝二丁目A･B計画 

･千葉支店 清水 光茂 稲毛駅前計画 

･千葉支店 今関 浩一 四街道マンション計画 

･中国支店 小林 卓美 徳島大学(医･歯病)西病棟新営 

･九州支店 本村 康洋 米軍家族住宅PHASE7改修 

銀賞 

･東京本店 細野 貴史 足立区梅田8丁目マンション計画(駐車場、外構) 

･東京本店 吉野 好一 錦糸町亀沢計画 

･新潟支店 高沢 毅 新潟市万代土地活用計画 

･横浜支店 相澤 一真 コープ森の里新要冷工場 

･静岡支店 白石 雅紀 神奈川県市町村職員共済組合新保養所 

･名古屋支店 宮下 隆 TAKAMIブライダルNAGOYA 

･大阪支店 合田 秀信 モリサワ本社ビル/ミドリ電化 門真店 

銅賞 

･千葉支店 小林 誠 松戸市本町新築工事 

優秀個人賞 
･開発営業部 信氏 美紀 ･北関東支店 新井 祥子 

･静岡支店 更谷 孝 ･大阪支店 浅野 誠 

･中国支店 空山 和弘 

優秀グループ賞 
･JV横須賀日の出計画 東京本店：遠島 正治、小原 幹大 

･ＪＶ駒岡計画  東京本店：小岩 伸也、川村 和彦、松岡 伸明 

･新川崎駅前北(B街区) 東京本店：土屋 英明、菅藤 俊範、鈴木 佑輔 

･日本エリクソン㈱ソフトバンクモバイル東海地区 

   ＢＲＡＶＯグループ：濱田 博美、浅野 満廣、西條 和夫 

･新潟駅南口第二地区第一種市街地再開発 

  新潟支店：山田 文雄、前田 伸樹、亀平 誠 

･全農営農･技術センターの概算積算 

  横浜支店：植木 健二、千代村 恵 

･JV稲沢新築工事 名古屋支店：菱田 祐一郎、二宮 幸造、川田 一也、 

        實田 貴幸、足立 亘、戸塚 寛介 

･久太郎町オフィスビルPJ 大阪支店：立花 正基、中嶋 純平 

･若いパワーで部署に貢献した神戸支店 ３年生３人組 

  神戸支店：池端 秀紀、大矢 賢幸、森 勇弥 

25年永年勤続者表彰 
･東京本店 本多 善克 ･静岡支店 高野 誠 

･大阪支店 立花 正基 ･大阪支店 浅野 誠 

･九州支店 安永 一則 

60周年という大きな節目であった昨

年の式典から一年、創業61周年記念

式典は本社移転という新しいスタート

に相応しいイベント直後の5月8日に開

催されました。 

第一部では社長･名誉会長からのご

挨拶の後に各賞の表彰がありました。

その冒頭、長江社長からは次のような

挨拶がありました。「仕事で一番大事

なのは情熱です。情熱を持って仕事を

することが業績にもつながるし、全てのことが良い方向に行く原動力になります。そしてこれか

らも情熱を失わないように、またさらに強くしていくために何をすべきか日々考えながら仕事を

しています。来年の式典で、今日と同じように笑顔･歓談の中で皆さんにお会いできるために

も、気を引き締めてまた創意工夫を働かせ、社是にもありますが誇りを持って六興電気を永

世に伝えるべく努力をして参ります。皆さんも六興のチームとして一丸となってこれからの一

年を乗り切るスタートラインとして今日の式典があると考えてください」。また、長江名誉会長

からは「これから70周年を迎えるときには今の倍くらいの規模になっていて欲しい。そのために

は良き同僚を作り、良き先輩に可愛がってもらい、良き後輩を育成して六興電気を発展させ

て欲しい」とのお話があり、次の10年に向けて奮起致しました。 

第二部の懇親会は式典とは打って変わり、リラックスムード。初会場となった芝パークホテル

のおいしい料理をほおばりながら、役員･社員･OB･協力業者の方たちが会場のあちらこちらで

談笑する光景が見られ、名残惜しさを残しつつ閉会となりました。 (経理部 坂本 孝行) 
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大阪支店 浅野 誠さん 

私が入社した1985年はあまり景気の良い年ではなく、同期は10名程度でした。当初私は

名古屋支店に赴任する予定でしたが、入社式当日に突然、神戸支店へ行けと言われ赴任し

ました。支店長は上本さん、工事は山本さん･大市さん･重村さん･小田原さんと錚々たる方々

に「おまんみたいなひょろこいのがほんま大丈夫かいな」と言われ、「なんちゅう怖い所に赴任

25年永年勤続者 

優秀個人賞 

静岡支店 更谷 孝さん 

現場は防衛省南関東防衛局発注の航空自衛隊浜松基

地内での工事でした。未経験なことばかりでしたが、常に皆

に支えられている、道をそれてしまいそうな時でも正して指

導してくれる方々がいると思うと不安は無くなりました。 

私が重点的に取り組んだことは、情報の共有と最後まで

諦めないということです。防衛局や設計事務所からの連絡

は私に直接入ります。その情報をいち早く監理技術者、協

力業者の方々と共有することで手戻り･手直しの減少、検討時間を確保できると考えました。

打合せでも納得するまで続けました。この姿勢は今後も続けていきたいと思います。今回の

受賞を糧にこれからも頑張ります。  

優秀グループ賞 

東京本店 土屋 英明さん 

私が担当した(仮称)新川崎駅前北(Ｂ街区)新築工事で

は、施工するにあたりいくつか心掛けたことがあります。まず

施工の統一化です。工事工程毎にモデル住戸を作り、電

工さんに確認してもらうことで統一できるようにしました。

次に材料に無駄が出ないよう努めました。電工さんにも資

材管理にご協力いただき、必要な時に仕入れるようにしま

した。また、照明器具･各戸盤に通い箱を使い、ゴミの削減

にもつながりました。最後に工程管理です。棟内はもちろん、今回の物件は敷地が非常に狭

いうえに別棟の屋上キュービクル、住宅棟と自走式駐車場に囲まれる形で発電機がありまし

た。そのため、外構廻りの工程に特に気を遣いました。建築とよく打ち合わせを行うことで、問

題なく現場を進めることができました。 

以上のことは当たり前のことですが、初めて代人をやり、現場代理人という仕事の難しさが

分かりました。皆が心を一つにして目標に向かうことの大切さがわかる現場でした。  

したんやろ」と真剣に思いました。当時の電気工事業者は

建設現場では非常に弱い立場で、何も分からず走り回っ

ていたのを思い出します。7年程して大阪支店に転勤にな

り、阪神大震災にも遭い、福知山線の脱線事故もあり、な

んだかんだで25年。現場数も４０件程になります。 

入社した頃は何度も辞めようと思いましたが、そんな辛

い頃からお世話になった職人さんやゼネコンさん･上司･同

僚の皆さんのお蔭でここまでやってこれました。本当に感

謝しています。ほんまええ会社に入ったなと思います。これからは今以上に努力し、社是の最

後にあるように「六興電気を永世に伝える」ことができるように頑張って行きたいと思います。 

6月9日、工事安全衛生協力

会千葉支部並びに六興電気

千葉支店の共催による安全衛

生大会が開催されました。今

年も長江社長･金澤会長に来

賓として出席していただき、祝

辞を頂戴しました。新しい試み

として工事本部西日本安全担

当の河村課長に遠路大阪から

来ていただき、「人間が起こし

やすい錯覚」について、大変興味深い講話をいただきました。河村課長には、昨年特別教

育の講師として千葉に来ていただいて以来ですが、支店社員や協力会のメンバーともす

ぐに打ち解け、話も弾みました。西･東の交流として、意義深い試みであると思います。 

例年、千葉の安全衛生大会では、「安全活動報告」として若手社員が発表を行います。

今年は入社4年目の中野雄一郎君が、「事故に学ぶケーブル吊り上げ作業」と題して、パ

ワーポイントを使って発表を行いました。昨年、千葉支店のマンション工事の現場で、幹線

ケーブルの吊上げ作業中に事故が発生しております。今年はこの反省を踏まえ、二度と繰

り返さないよう、このテーマを設定しました。田中課長･今関所長の指導のもと、何度も練習

を繰り返し、当初はどうなることかと心配もありましたが、当日は堂々とした発表で、長江社

長からはお褒めの言葉をいただきました。中野君も肩の荷が下りたようで、その後の懇親

会ではさぞかしおいしいビールが飲めたことでしょう。 

安全について今一度気を引き締め、協力会の結束の強さが再確認できた一日でした。

 (千葉支店 寺島 俊昭) 

各支店で安全衛生大会 

【経営成績に関する分析】 

第69期の中間決算ですが、売上高は23,855百万円(前期比+23.0％)･売上総利益は3,125

百万円(前期比+38.7％)となりました。これは前期からの繰越工事が比較的採算性が高かっ

たことと、当期から請負金額3百万円以上の全ての工事に工事進行基準が適用されたことに

より売上高が2,986百万円･売上総利益が359百万円旧基準より嵩上げされたことが要因で

す。利益面ですが、昨年12月の穴吹工務店会社更生法申請によるダメージ(172百万円)を

受けながらも、採算性を重視した営業活動が功を奏し、営業利益では1,739百万円(前期比

+30.2％)･税引前当期純利益では1,772百万円(前期比+105.8％)を確保致しました。期末の

業績見込みですが非常に厳しい受注環境が続く見込みですので、

売上高は41,955百万円(旧基準では34,505百万円)･営業利益で

は1,621百万円(旧基準では1,004百万円)を見込んでおり、旧基準

で前期と比較すると売上高が▲2,180百万円、経常利益では▲

1,506百万円となり、大幅な減収･減益となります。 

【財政状態に関する分析】 

1．資産･負債の状況 

全ての工事に工事進行基準が適用されたことにより「未成工事」

の概念が無くなりました。それにより資産の部に計上されている未成

工事支出金と負債の部に計上されている未成工事受入金の勘定

残高が激減致しました。結果、資産･負債が圧縮され、健全なバラン

スシートになりました。 

2．純資産の状況 

純資産は資本金〒過去の利益の積み上げで構成されており、い

わゆる自分のお金です。中間決算では適正な利益を計上しました

ので、純資産が9,443百万円となり前期末より1,192百万円積み上

がりました。その結果、純資産の積み上げと、資産･負債の圧縮によ

り自己資本比率が42.6％となり、信用力のアップにつながりました。 

中間仮決算報告 

 

科目 金額 

売上高  23,855,619 

 完成工事高 23,781,805  

 兼業事業売上高 73,813  

売上原価  20,730,487 

 完成工事原価 20,675,936  

 兼業事業売上原価 54,551  

 売上総利益  3,125,131 

販売費及び一般管理費  1,385,524 

営業利益  1,739,606 

営業外収益  59,211 

営業外費用  20,553 

経常利益  1,778,264 

特別利益  0 

特別損失  6,253 

税引前当期純利益  1,772,011 

法人税、住民税及び事業税 546,405  

法人税等調整額 ▲46、816  

法人税等合計  499,589 

当期純利益  1,272,421 

自 2009年10月1日 

至 2010年3月31日 

損益計算書 

(単位:千円) 
科目 金額 科目 金額 

 „資産の部‟ „22,151,025‟  „負債の部‟ „12,707,722‟ 

流動資産 18,939,071 流動負債 10,955,010 

  現金預金 7,685,147   支払手形 1,499,990 

  受取手形 2,981,552   未払金等 7,953,550 

  完成工事未収入金 6,814,653   未成工事受入金 635,500 

  未成工事支出金 369,369   その他 168,542 

  その他  1,212,350   賞与引当金 613,525 

  貸倒引当金 ▲124,000   工事損失引当金 83,900 

固定資産 3,211,953 固定負債 1,752,712 

 有形固定資産 667,174   退職給付引当金 1,651,412 

  建物・構築物 403,143   その他引当金 101,300 

  機械・運搬具等 103,859  „純資産の部‟ (9,443,302) 

  土地 160,172 株主資本 9,449,825 

 無形固定資産 15,782  資本金 500,000 

  電話加入権 15,782  資本剰余金 160,680 

 投資その他の資産 2,528,992  利益剰余金 8,789,912 

  投資有価証券 336,997   利益準備金 125,000 

  長期貸付金 817,713   その他利益剰余金  

  破産債権等 391,361    別途積立金 7,367,648 

  繰延税金資産 773,945    繰越利益剰余金 1,297,264 

  その他 605,216  自己株式 ▲768 

  貸倒引当金 ▲396,240 評価・換算差額等 ▲6,523 

資産合計 22,151,025 負債・純資産合計 22,151,025 

貸借対照表 

2010年3月31日現在 
(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。 
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各地の竣工物件 

大阪国際空港燃料亭給施設改善･改良工事  

この工事は大阪国際空港(伊丹空港)の航

空機に、燃料を亭給するプラント施設の改修

という工事でした。この施設は、今回の施主にあたる大阪ハイドラント㈱様が運営されていて、

空港開港時から365日休まず運営されています。今回、施設の老朽化に伴いケーブル･照明

器具などの新設及び既設撤去、ポンプ類のオーバーホール、新しい消火設備の増設、管理

棟･電気室の新設などが行われました。この敷地全体が危険物貯蔵エリアということで火気

厳禁、航空局の敷地ということで入場の制限など工事に対しての制限もたくさんありました。 

電気室も新設したために引込の切替工事があったのですが、施設を止めることができるの

は夜間だけであり、完全に停電できる時間は6時間程度でした。そのため、朝には絶対に送

電できるよう社内でも切替工事に対する検討会を何度も行いました。そのお蔭もあって、今

回無事工事を終えることができ支援いただいた皆様には大変感謝しております。 

なによりも、365日絶対に燃料の亭給を止めることができないというプレッシャーの中、施主

である大阪ハイドラント㈱の皆様、また㈱熊谷組、協力業者の皆様にも助けられ本当に感謝

しています。本当にとても勉強になった現場でした。 (神戸支店 澤 高志)  

契約先 ㈱熊谷組 

設計監理 ㈱熊谷組 

工期 2009年5月～2010年6月 

施工場所 兵庫県伊丹市西桑津 

建築概要 管理棟 ＲＣ造 

 燃料亭給施設 

施工部署 神戸支店 

 

ユアサ商事㈱本社ビル別館 

当物件は都営浅草線東日本橋駅から5分ほ

ど歩いたオフィス街の中にあり、ユアサ商事㈱

様の別館として本社から道路を挟んだ向かい

側にあります。2階から9階までがオフィスで、1

階がエントランスと駐車場になっています。この

ビルはエコを最大の売りとしており、省エネ型の

Hf照明器具の採用、太陽光発電設備、入退室

管理システム連動による照明･空調制御、電力

計測システムによる電力使用状況の管理などの省エネ技術を取り込んでいます。 

私は今までマンションの経験しかなく、この物件で初めて見る設備にいろいろと苦労しまし

た。システム天井にOAフロア、入退室管理システムによる照明制御、電力計測システム、ど

れも経験したことない設備で、草薙さんや専門業者の方々に施工方法やシステムのことを教

えてもらいながら施工にあたりました。 

引渡し2ヶ月前になった時点でまだ受電もしておらず、内

装も全然仕上がっていない状態でしたので残りの工期で

無事検査まで間に合うか心配でしたが、皆さん夜遅くまで

残業し、休日も作業していただいたおかげで、無事検査に

間に合うことができました。 

最後に、工事の施工に携わった協力業者の皆様や応援

に来ていただいた社員の方々のご協力のおかげで無事竣

工す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 菅藤 俊範) 

契約先 ㈱錢高組 

設計監理 ㈱久米設計 

工期 2009年2月～2010年3月 

施工場所 東京都中央区日本橋大伝馬町 

建築概要 延床面積 2908.45㎡ 

 S造 地上9階 

施工部署 東京本店 

 

ホテルレオパレス仙台東口 

施主は松平健が「レレレのレオパレス」といっ

て出演しているＣＭでおなじみの㈱レオパレス

21様です。レオパレス21と聞くとアパート･マン

ションをイメージされると思いますが、ホテルレオ

パレス仙台東口他、旭川、札幌、新潟、名古屋、

四日市、岡山、博多と全国に8か所あります。場所は仙台駅東口を出て歩いて5分程の所で、

現在仙台地下鉄東西線の工事中のところに位置します。各階の用途として、地下はイベント

ホール、1階はエントランスホール、ホテル事務室、店舗他、２階はレストラン他、３階は施主様

の事務所、４階から８階までは客室階で114室あります。 

苦労した点は、設計事務所が3社あり、質疑によって聞く相手が異なるという点です。最初

はどの設計事務所に聞けばよいのかと戸惑いもありました。しかも、3社とも東京から来て打合

せをするので、総合定例の際は終電ぎりぎりまで分科会打合せを行いました。今回改めて良

かったと思う点は、三井住友建設㈱様の事務所の隣の部屋に東洋熱工業㈱様と一緒に事

務所を構えたことだと思います。図面データも直ぐにやりとりができ、細かい打合せも10歩も

歩けば行けるので良いこと尽くしでした。また、東洋熱工業㈱様との現場の変更･問題もすぐ

に打ち合わせすることができ、遅れることなく現場対応することができました。やはり建築、設

備、電気は“三位一体”でないとうまくいかないとつくづく感

じました。 

最後に、工事終盤は厳しい工程でしたが、大きな事故も

無く竣工することができて良かったです。 

ＣＭ：ホテルは7月1日よりオープンしていますので、仙台

にお越しの際には是非御利用下さい。牛タン美味しいから

食べに来て＝ 

 ホームページ http://www.leopalacehotels.jp/sendai-e/  

  (東北支店 高橋 誠二)  

契約先 三井住友建設㈱東北支店  

設計監理 ㈱奥野設計･㈱イリア 

 イタル･マエダ･デザイン㈱  

工期 2009年6月～2010年5月 

施工場所 宮城県仙台市宮城野区  

建築概要 延床面積 8210.99㎡  

 ＳＲＣ造 地上8階 地下1階 

 塔屋1階 

施工部署 東北支店 

 

ミッドレジデンス稲沢 

このマンションは、ＪＲ稲沢駅前再開発地区

に建設し名古屋駅まで電車+徒歩で２０分程

度で行けてしまう便利なマンションです。交通の便が良いだけでなく、大規模な商業施設も

近くにあり非常に贅沢な環境です。 

さて当現場は、エムズシティ稲沢に続く2期工事になります。所長をはじめ主任･各建築担当

者･設備チーフなど、ほとんどがお馴染のメンバーでした。施工体制も私を始め外注社員の二

宮さん、協力業者 五和電気工業さん･稲垣電気工事さん･福岡電工さんなど1期から同じで

す。そんな気心の知れたメンバーだったので、中盤まで現場は順調に進みました。しかし、どん

な現場にも苦難はやってきます。外構工事が始まると、雨やクレーン解体後の頑丈な路盤に

苦戦し建築工程が思うように進みませんでした。最後は徹夜で作業することもありました。そ

んな困難も、川田君の頑張りや長谷工さんや他業者と協力で乗り越え、竣工を迎えることが

できました。 

ちなみにこの写真は、長谷工さんの広告の写真です。建

設中の建物が今回のＪＶ稲沢で、後ろが1期のエムズシ

ティ稲沢です。小さく写っているのが二宮さんです。私は別

件で外出したため、写りませんでした„；_；‟最後に当現場

にご協力していただいた皆様に厚くお礼を申し上げます。

ありがとうございました。 

 (名古屋支店 菱田 祐一郎)  

契約先 ㈱長谷工コーポレーション 

設計監理 ㈱長谷工コーポレーション 

工期 2008年5月～2010年1月 

施工場所 愛知県稲沢市稲沢駅前 

建築概要 延床面積 28149㎡ 

 RC造 4棟 276戸 

施工部署 名古屋支店 

 

二宮さん 
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部 
署 

紹 
介 本社周辺案内 本社が移転して、早4ヶ月。周辺には皆さんに紹介したい名店がたくさんあ

りました。本社へお越しの際は是非、行ってみてください＝  

美味しいお店 ～特別編～         

1. 中国薬膳料理 味芳斎 

お昼休みにはいつも行列が

できる味芳斎。おすすめのメ

ニューは何と言っても牛肉飯

です。独特のスパイスの香り

と辛さがやみつきになります。 

4. 栄太楼 

榮太樓総本舗の暖簾分け

として、100年以上の歴史を

持つお店。「江の嶋最中」は、

貝殻型の皮に5種類の餡が

入っていて、絶妙の逸品。 

5. 寿々木 

このお店は元々は酒屋が

始まりで、平成7年に居酒屋

を始めました。お薦めは焼鳥

類、刺身類で、お酒も豊富。

女将さんの笑顔が素敵です。  

3. 麺やポツリ 

つけ麺が人気で、極太の麺

と濃厚な魚介スープがやみつ

きになります。いつも待たない

と食べられませんが、ぜひ一

度お試しを＝＝ 

2. 芝大門 更科布屋 

寛 政 3 年„1791 年‟創 業、

220年の歴史を持つお蕎麦

屋さん。店内には江戸期の地

図が飾られ、江戸文化を今に

伝えています。 

7. Trattoria Dal Piatto  

カウンターと４人用テーブル

だけの小さなお店ですが、

シェフの心のこもった、本格派

イタリアンがいただけます。ラ

ンチも夜もおすすめです。 

6. ゑ～もん 大門店 

お店で焼き上げた自家製

ちくわ、目の前で炙ってくれる

直火焼〆さばなど、本格派の

味が楽しめます。日本酒や焼

酎も豊富です。 

 

9. 大天門 

中華料理店ながらも、きれ

いで落ち着いたお店。写真は

人気の釜焼もち豚で、スパイ

スをつけて食べるとおいしい

です。紹興酒も揃っています。 

 

8. ドリームファクトリー 

アットホームな雰囲気のピ

ザ屋さん。驚くほどピザの種

類があります。マルゲリータが

おすすめで、ローマ風のパリパ

リの食感のピザが楽しめます。 

大門駅 

都営大江戸線・浅草線 

御

成

門

駅 

都
営
三
田
線 

芝

公

園  
駅 

都
営
三
田
線 

京
浜
東
北
・山
手
線 

JR
浜

松

町

駅 

第 
一 
京 
浜 

日

比

谷

通

り 

浜

松

町

駅 

東
京
モ
ノ
レ
ー
ル 

  ● 

六興電気 
芝NBFタワー 

●JOMO 

●セブン-イレブン 

●ローソン 

●マクドナルド 

●モスバーガー ファミリーマート● 

am/pm● 

● 

お弁当フードコート屋台DELI 

2. 芝大門 更科布屋● 

●1. 中国薬膳料理 味芳斎 

●6. ゑ～もん大門店 

●うなぎ 源八 
うなぎ、煮魚、焼き魚 

魚が食べたくなったらココ ＝ 

割烹 紀の川● 
老舗のうなぎ屋さん。 

大将の気さくな人柄も魅力。 

●増上寺 

●港区役所 

● 

東京プリンスホテル 

●東京タワー 

日本赤十字社 

● 

都立芝公園● 

芝パークホテル● 

●芝大神宮 

●秋田屋 
5時にはすでに満員＝＜ 

古くからある串焼き屋さん。 

タタキ„肉団子‟が有名。 

正泰苑● 
人気の焼肉店。店内も綺麗＝ 

●5. 寿々木 

●なかい 
 元巨人ドラフト1位 

 中井選手のお店 

増上寺は徳川家の菩提寺で、

徳川将軍15代のうち6人„秀忠、

家宣、家継、家重、家慶、家茂‟

が祀られています。  

言わずと知れた観光名所。 

ライトアップは夏・冬で色が変わる

だけでなく、ある時間にだけ点灯さ

れる特別バージョンがあります。 

芝大神宮は天照大御神(内宮)･

豊受大神(外宮)の二柱が主祭

神とされています。平安時代に

創建された由緒あるお社です。 

世界貿易センタービル 

     ● 

●地魚屋 

   ● 

炭火焼スペインバルMon 
気軽に立ち寄れる、本格派スペインバル 

●手作りお弁当 
お魚のお弁当屋さん 

●インドカレー LAXM I 
移動販売だけど、本格的＝ 

KINOKUNI● 
創作イタリアンのお店。 

ワインの品揃えも豊富。 

郵便局● 

●ナチュラル ローソン 

●ひろちゃん 
本場 広島風お好み焼き 

●9. 大天門 

サンクス● 

●7. Traｔｔoria Dal Piatto 

●Loco’s TABLE MAHANA 
ハワイのお料理と音楽でリゾート気分  

●8. ドリームファクトリー 

●花屋 

●3. 麺やポツリ 

●4. 栄太楼 

●ファミリーマート 

●酒菜 なな庵 ●サビアン・タイ 
本格タイ料理の屋台。 

●北前そば 高田屋 
常連さんには割引メンバーズカードが… 

YUU YOO CAFE● 

HOKKAIDO ORGAN IC                      
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ろっこうニュース 
札金額等の割り出し支援及びデータの整理･分析等、役所

別のデータ蓄積による受注確度向上に努めます。 

メンバーを見ていただければお分かりの通り、知識･経験豊

富な非常に個性豊かな人材の集まりです。各部署の期待に

応えるべく頑張りますので応援よろしくお願いいたします。 

 (工事本部 鹿久保 清) 

企画推進部 発足 

官庁案件が総合評価方式の入札方式になり数年が過ぎ

ました。当社は一時期、官庁工事を積極的に取りに行かな

かった時期があり、その後遺症が工事経験、技術者等の該

当がない、あったとしても一人か二人という部署の状況で

す。この後遺症のために参加資格を満たせず断念している

支店もあったと思います。支店単位より全国レベルで考えよ

うという趣旨から、４月より工事本部内に企画推進部を立ち

上げました。 

当部署の目的は、官庁工事の受注確度の向上です。以

前は総括営業推進室として官庁案件の推進部署として活

動していましたが、自部署の業務をしながらの活動だったた

め、なかなか本格化しませんでした。今回、開発営業部より

井田部長･山本課長を工事本部に転部させ、工事本部の内

藤部長･曽根部長と合体し、企画推進部としてまとめ、内藤

部長にまとめ役をお願いしました。井田部長･山本課長は、

中央官庁案件の物件収集、各支店別整理、配布、電子入

札入力、過去同種工事、技術者等の洗い出し、調整、コリン

ズ登録等入札参加の下地作りと落札後のフォローを担当し

ます。内藤部長･曽根部長は、技術提案等の作成支援、入

４月２３日、恒例の事例発表会が今年も100名近くの参加

者を迎え、盛会のなかで執り行われました。8部署からのエン

トリーの中、横浜支店の「引込み高圧ケーブル延線における

パワーボール工法の採用」が最優秀賞を受賞しました。現場

で直面する問題に、知恵を絞り対処している弛まぬ改善努

力の汗を感じました。また、若手社員の聴講も多く、関心の高

まりを感じましたが、彼等からの積極的な質問等が発表会を

更に発展させていくものと期待しております。それでは、見事

受賞した発表者の喜びの声をお届けします。 „技術本部‟ 

＜現場改善・事例発表 タイトル一覧＞ 

最優秀賞 

・引込み高圧ケーブル延線におけるパワーボール工法の採

用  (横浜支店 相澤 一真･津田 裕治) 

優秀賞 

・„仮‟奈良県少年刑務所の施工について  

 (大阪支店 木元 正樹･合田 秀信･山下 隆之) 

優良賞 

・通い箱 Ｓｅａｓｏｎ２ (東京本店 鈴里 英正･遠島 正治) 

・高速道路における施工工夫事例について  

 (中国支店 中山 憲也･小松 進也) 

その他 

・外注費発注時における留意点 (北関東支店 小谷野 晃) 

・冷暖忚改修工事に伴う配電計画と施工事例  

 (北海道支店 工藤 貴浩) 

・照明器具をＬＥＤにしてみたら  

 (東北支店 林 健太郎･吉田 孝三･阿部 隆洋) 

・マンションにおける送電前の自主検査について  

 (名古屋支店 宮下 隆･高橋 伸治･山本 達也) 

最優秀賞 横浜支店 相澤 一真さん 

最優秀賞という名誉に与り大変光栄に思っております。今

まで経験のないことを行うのはなかなか勇気が要りますが、

これからも新しいことを取り入れて現場改善を行っていきた

いと考えております。 

横浜支店 津田 裕治さん 

慣れない発表スタイルに戸惑いましたが、発表後に皆さん

から多くの質問を頂き、関心を持って貰えたことが一番の成

果だと思います。今後も様々な事例を水平展開できる様に

努力していきます。ありがとうございました。 

右 の 写 真 は、パ ワ ー

ボールの設置状況です。

パワーボール(連動送り出

し延線機)を使用した工

法は、太い幹線やこう長

が長い場合に用いられる

延線工法の一つです。  

春の現場改善･事例発表会が開催されました 

ケーブル入線計画図 

キュービクル 

ハンドホール 

PGS 

ケーブルドラム 

 

発電機 

インバーター盤×2 

和気あいあいボランティア 

5月29日(土)に、本社･東京本店･東京第三支店･BRAVO

グループ合同で、清掃活動・献血活動を行いました。総勢

121名の大規模なボランティア活動となりました。少し肌寒

い曇空でしたが、活動するにはちょうどいいお天気でした。社

長の「エイエイオー!」の号令で気合十分にスタート。清掃は

東京タワーのある芝公園や浜松町駅繁華街周辺の本社か

ら約半径1ｋｍの範囲を、11班に分かれて行いました。ティッ

シュ配りや地域の皆さんとの交流もありつつ、たくさんのゴミ

を回収することができました。中には、マットなども…。清掃

後歩いてきた道のりを振り返るととても清々しい気分になり、

皆さんの顔は晴れ晴れとしたいい表情になっていました。 

献血は治療暦や海外の居住経験などによる制限がある

他、睡眠不足や前日の飲酒により献血できない方もいる中、

多くの方が参加しました。初めての方は、「見守ってください」

カードをつけて緊張の面持ちでしたが、終わったときにはその

手軽さにほっとしているようでした。これをきっかけにして、献

血をする人が増えればいいなと思います。献血は美容にも

良いそうなので、私も行きたいなと思います。 

今回は大勢でのボランティア活動となりましたが、身近な

所にはたくさんのボランティアが溢れていると思います。一人

ひとりが興味を持って、

ちょっといいことをすれ

ば、すごくいいことに繋が

るのではないでしょうか。

次回は来年の5月最終

週の週末(5月30日ゴミ

ゼロの日あたり)に活動予

定です。 (人事管理室 鈴木 香理)  

たくさん拾いました＝ 

作業服の帽子デザイン決定！ 

７月の作業服リニューアルに合わせ、女子美術大学様と長

江社長のコラボレーションにより、新しい帽子のデザインが完

成しました。 

この帽子は今までの作業帽に様々な機能が付加されてい

ます。後ろには袋状の布が縫い付けられてついており、これを

首の後ろに垂らすと日よけになりますし、袋状の部分に保冷

剤等を入れれば熱中症防止にも役立ちます。さらに、この布

にはもう一つの大きな機能があります。写真のように布を帽

子の上に被せると、ハンチング帽に早変わりするのです。こ

れは「街中でも使える帽子を」ということで考えられたアイデ

アです。他にも、小さく畳んでポケットに入れられるよう素材

を見直したりと、随所に工夫が凝らされています。 

新しい帽子はただいま生産準備中です。導入後は、ぜひ

ご活用ください。 (経理部 藤野 広実) 

ハンチング帽として使用時 作業帽として使用時 

京セラドームに六興電気が！ 

現在、オリックスバッファローズの本拠地である、京セラドー

ム大阪(大阪市西区千代崎3〓中2〓1)に六興電気の看板を

出しています。 

場所は６階ライト側の壁面に掲示されており、サイズは1.7

メートル×7.8メートルと大きく、ホームランが入った場合など

はテレビに映るそうです。私はまだテレビに映ったところを見

たことがありませんが、既に社員、お客様から「六興の看板

見たよ＝ 」という声をいただいています。試合を見ていただく

のはもちろんですが、スポーツニュースで放映されることもあ

るようですので、京セラドームの試合はチェックしていただけ

ると違った面白さがあるかと思います。お近くの方はぜひ足

をお運びいただき、生で大きな看板を見ていただきたいと思

います。バッファローズファ

ンの方も他球団のファン

の方も、京セラドームの試

合にご注目いただき、六

興電気の看板を探して

みてください。 

 

 (開発営業部 岡田 珠代) 
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おしらせ 

受注！ 

･東京工芸大学中野第２キャンパス計画  (東京本店) 

･あいおい損保成増計画  (東京本店) 

･三井住友銀行取手支店美化工事 (東京第三支店) 

･筑波大学地域医療・健康科学イノベーションセンター棟 

   (茨城支店) 

･北与野上落合住宅計画 (北関東支店) 

･白百合女子大学1号館・図書館耐震補強  (横浜支店) 

･世田谷区上野毛1丁目計画  (千葉支店) 

･小牧市西之島物流倉庫  (名古屋支店) 

･天王寺区玉造計画  (大阪支店) 

･米軍家族住宅ＰＨＡＳＥ８改修  (九州支店) 

恒例 東京第三支店 1000円パーティー 

5月31日、第19回1000円パーティーが本社8階大会議室にて盛況に催されました。今回は参加者が少なく30名ほどでした

が、ビル使用の制約が厳しく裸火･電熱器等使用禁止の中での調理には少々悩み本屋にも通いました。ゆで卵をレンジで作

ると殻が剥きにくくなってしまい、仕込みに時間が掛かったりもしました。拘りで「乾き物」は出さないとのコンセプトで始めました

が、思考すると楽しいものでした。今回は「試みの会」でしたのでどうなるのか心配もしていましたが、「玉子焼き人形町で買っ

てくるよ」、「鯵釣れたから、から揚げ作ってくるよ」、「早く起きて

サラダ作ってくるよ」等々…温かい言葉をいただき励みになり

ました。 

毎年きりたんぽ鍋具材を送ってくださる三浦お母さん、青森

の八戸漁港からは「いつでも送るよ」と言ってくれるお母さんも

います。発起人･支援者の齋藤支店長、珍しいお酒やつまみを

毎回差し入れてくれますメンバーの長江社長に感謝です。 

外部の方やＯＢも来られますので、参加を希望される方は私

にメールくだされば次回からお知らせします。定員は５０名様ま

でとさせていただきます。 „東京第三支店 梅山 修幸‟  
伝統は継承されます。 

支払い方法が変わりました 

弊社は2008年に株式会社フィデックの期日払い制度を導

入し、資材業者様へのお支払いについては、手形レスを実現

致しました。この度、資材業者様のさらなる利便性向上を図

り、グローバルファクタリング株式会社(三井住友フィナンシャ

ルグループ)および三菱ＵＦＪファクター株式会社(三菱UFJ

フィナンシャル・グループ)とファクタリング契約を締結致しま

した。ご請求からお支払いのフローは今までの期日払い制度

と変更ございませんが、割引率が短期プライムレートですの

で、従前と比較致しますと比較的低いレートでの資金調達

が可能となります。また、ファクタリング制度導入に伴い、将

来的には電子手形の導入も選択肢の一つになり得ます。 

2010年4月15日のお支払いから順次切り替わっておりま

す。 (経理部 坂本 孝行) 

電気工事士実務研修 

５月２９日(土)、本社８階大会議室にて金澤電興㈱ 金澤社

長、㈱多田エンタープライズ 上野社長立ち会いのもと、本

年度入社の電気工事士５名の実務研修を行いました。当日

は本社にてボランティアが開催されており、研修生･スタッフ

とも献血してからの研修となりました。 

午前中の座学では、初めての研修ということもあってか緊

張した様子で発言も少なく、見ていて心配になる雰囲気も

ありましたが、だんだんと慣れてくると積極的に発言する場

面も見られ、昼食時には現場や寮での生活の事などをス

タッフと談笑し、和やかなひとときを過ごしました。午後は配

線実習に取り組みました。現場での経験がまだ浅いためか、

初めは工具の扱いもぎこちない部分が見受けられましたが、

“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。 

「急ぐ程、 増えるリスクと 減る余裕」       

      „新潟支店 渡辺 昌宏‟ 

時間に追われると余裕が無く

なり、あたふたして、注意力が

散漫になって気付かなければ

いけないことが、疎かになってい

きます。そんなことのないよう

に、日々の予定と計画をしっか

り立て、作業していただく方全員に周知し、災害を無くし

て行かなければとの思いから安全標語に致しました。こ

れからも、災害を起こさないよう努めていきましょう。  

作業を進めていくうち徐々に慣れていったようです。 

各々の作業完了後に動作試験を行い、不具合が見つかっ

た研修生もいましたが、金澤社長、上野社長にアドバイスを

受けながら修正を行い なんとか全員が作業を完了させるこ

とができました。 

課題を完成させるという目標に向かって一生懸命に取り組

む若者の姿を見て、こちらも胸が熱くなりました。これからも

何事にも一生懸命に取り組むことの大切さを忘れずに頑

張って欲しいと思います。 (人材開発部 今井 真一) 

はいさ～い (T-T*)   沖縄–9 

はいさ～い。皆さん、ちゃーがんじゅーですか。 

今回は申し訳ありませんが、この紙面を使って、我々のボスに対してお別れ

の言葉を述べさせていただきたいと思います。皆さんもご存知だとは思います

が、４月２７日に我々沖縄メンバーのボスこと本村康洋さんが永眠されました。

仕事での活躍は皆さんもご存知だとは思いますが、ボスは何事に対しても、い

つも情熱を持って取り組んでおりました。仕事･遊び、全てにおいて一生懸命で

した。遊び面では特に、私はボスとは釣り友で、沖縄の綺麗な海でよく仲間と

釣り糸を垂れていました。大物を釣り上げた記憶はあまり無いのですが、楽し

かった記憶はいっぱい残ってます。今後、新たに思い出を作っていくことはできませんが、後退することなく、皆で前を

向いて進んでいきたいと思います。最後に一言。 

「もっちゃん、今までありがとう。これからも皆で突き進んでいきます。天国で泡盛飲みながら、見守っててよ」  

 by関西系うちなんちゅ 

盛合さん･当銘さん･阿部さん･中島さん･野並さん 

六進会新入電気工事士歓迎ボウリング

今年も初々しい新入電気工事士を迎え、４月10日に東京

ポートボウルで歓迎ボウリング大会が開催されました。 

今年は土曜日の開催となりましたが、現場から直行で多く

の電気工事士が駆けつけ、長江社長･金澤社長の始球式を

皮切りに熱戦が始まりました。普段あまり顔を合わせられな

い先輩や各部署の工事責任者と共にプレーを楽しみ、チー

ム毎に団結力を発揮しゲームは盛り上がりました。懇親会で

は先輩後輩の積極的な交流が見られ、成績発表を行う頃

にはよい雰囲気ができあがっていました。六進会各社の代

表者の方から配属社員の紹介があり、皆元気で頑張ってい

る様子が伺えました。新入電気工事士はこれから実務を本

格的に行うこととなりますので、多くの先輩･同期の社員と力

を合わせて頑張ってほしいと思います。(技術部 大竹 健氏)  
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〓訃報〓  

本村 康洋さん 

当社の柱である軍工事は、本村君の活躍で今日の姿がある。彼の行動力は、現場から営業開拓に至るまで遺憾なく発

揮され、社内だけでなくゼネコン様や軍当局からも信頼された。さらに三沢への展開に当たっては、教育的立場で全社を

指導した。我々は彼の情熱を引き継ぎ、軍工事を発展させてゆこうではないか。  (長江 洋一) 

九州支店沖縄営業所の本村康洋くんが４月２７日に虚血性心不全にて急逝しました。享年３８歳でした。本村くんは

1993年の入社以来、九州支店工事部の主力社員として活躍している中、８年前に、現在の米軍工事の礎を築く一歩とな

る沖縄赴任となりました。赴任当初は、右も左も分からない中、最初のチャンスをいただいた㈱ＮＩＰＰＯ殿のご指導を仰ぎつ

つ、持ち前のバイタリティーを発揮しながら、独自の人脈を開拓し、六興電気の顔の一つと言える米軍工事を作っていきま

した。この８年間には、沖縄営業所長として様々な困難があったと思いますが、彼の努力によって多くのお客様より信頼し

ていただけるようになったと思います。今後の活躍が益々期待される中での突然の訃報にただただ残念でなりません。今

後は彼の情熱を引き継ぎ、沖縄の炎を絶やさず頑張っていかなくてはなりません。 

謹んでご冥福をお祈りいたします。合掌。 (九州支店 芹川 健彦) 

前号掲載した内容についまきまして、下記の誤りがありまし

た。この場をお借りしてお詫び申し上げます。 

「検定試験 20名合格」(1級電気工事施工管理技術士) 

受験状況についての表が掲載されておりませんでした。 

お詫びと訂正 

 学科試験 実地試験 

受験者数 36名 27名 

合格者数 17名 20名 

卒業＆新メンバー紹介 

産休をきっかけに新聞委員を卒業することになりました。

振り返れば、入社してすぐ、訳も分からず会議に出席してか

らはや5年…いざ、卒業となると寂しい部分もありますね。こ

れからは私も一読者として楽しみ

にしています＝  

最後に、これまで皆様には突然

の執筆依頼や変更など無理なお

願いばかりしていたと思います。こ

の場を借りてご協力いただいたお

礼とお詫びを申し上げます。  

 (開発営業部 信氏 美紀) 

一番恐れていた新聞委員に遂

に指名されてしまいました。なった

からには、更に魅力的な新聞になるように頑張ります＝ 皆様

のお力を借りることになると思いますので宜しくお願いしま

す。 (開発営業部 岡田 珠代) 

この度、信氏さんと共に新聞委員を卒業することになりま

した。東北支店から東京本店へ異動してからの５年間、

「ろっこう」の製作に携わってきましたが、今後は読者の立場

から「ろっこう」を支えていきた

いと思います。  

これまで執筆などご協力い

ただいた皆様、ありがとうござ

いました。  

 (東京本店 岩橋 孝太郎) 

この度、新聞委員になりまし

た。編集はこれまでに経験が

ないので、皆に指導していただ

きながら勉強していきます。 

興味のあることやお知らせなどがありましたら、ぜひご連

絡ください。皆様が楽しめる記事をどんどん載せていきたい

と思います。 (東京本店 村上 勝則) 

笑顔で卒業＝ 涙で引き継ぎ… 

接戦の末に… 

４月３０日、東京電業協会主催の野球大会が明治神宮外

苑軟式球場にて開催されました。大阪支店と中国支店から

も新入社員が駆け付け、初戦の九電工戦に臨みました。相

手は日頃から練習をしているらしくチームワークも良く、勝利

への執念が強く感じられました。試合はやや劣勢でしたが守

備陣のファインプレーもあり、6回終了まで0対0の緊迫した

試合でした。惜しくも最終回に1点を取られ0対1のサヨナラ

負けとなってしまいましたが、普段あまり接点のない他部署

の方々とボールを夢中になって追いかけ、みんなで助け合う

ことによって会社内での絆が深まったように感じました。忙し

い中、応援に来てくださった方に感謝し、秋の大会では皆様

に良い報告ができるよう頑張ります。  

 (東京本店 都筑 悠太) 

私の趣味は、いろいろあります。ゴルフ･釣り･スノーボー

ド…最近では、子亭のパパ友ができ、夏はBBQ大会、冬

は泊まりでスノーボード、そして２ヶ月に1回はパパ飲み会

を開催しています。 

その中でも今もっとも力を入れているのが、ゴルフです。

ゴルフを始めて15年ほど経ちますが、初めの5年は、年1

～2回程度でしたが、ここ最近ではかなりの回数行けるよ

うになりました。スコアの方も少しは良くなってきましたが、

今だ100前後とまだまだ修行が足りません。家族からは

ブーイングの嵐ですが、暇があればゴルフ仲間を誘い、

誘われコースに出ています。今年の目標は、コンスタントに

80台を出せるように、日々練習に励みたいと思います。 

これからもプライベートで、たくさんの方にお声を掛けさ

せていただきますので、一緒にゴルフを楽しみましょう!  

次回は千葉支店 今関浩一さん宜しくお願いします。

 „横浜支店 小寺 八向‟ 

リレートーク 

 

 

 

 

 

パパ友たち (前列 右から3番目が小寺さん) 

若六会ゴルフコンペ 

皆様こんにちは。大阪支店の得平です。私たちの支店で

長く続けられている活動を紹介させていただきます。それは

若六会ゴルフコンペというものです。十数年前に若手社員が

集まり、まだまだ未熟なお互いを助け合い、新人の悩み相談

や情報交換がしやすいようにと若六会なるものを発足させま

した。その中でゴルフの好きな仲間が集まり細々と楽しんで

いましたが、親しい仲間に声をかけるうちに参加者も増え、

今では30～40人参加で盛り上がっています。楽しいをモッ

トーに年4回ほど社員、協力会の皆さん、職人さん達で和気

あいあいと楽しんでいます。またHCがすごいので初心者にも

優勝のチャンス有りで、ゴルフ暦半年で優勝という方が結構

います。初心者参加大歓迎です＝ 

ゴルフ好き 集まれ～ ファー (大阪支店 得平 衡) 

スタート前の1枚。 誰が優勝するかな＜ 


