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建設業は人材産業 代表執行役社長 長江 洋一 

ファースト・ソロを達成しました 
一昨年からアメリカやGUAMに出張するついでに、現地でフライ

トスクールに通っています。飛行時間は45時間ほどになり、このた

びファースト･ソロを達成しました。ソロとは教官が乗らずに単独で

飛行することで、ライセンス取得過程で最初の大きなハードルで

す。３月初め、いつものように練習していたところ突然、「ソロ行きま

すか？」と言われました。そのまま教官が飛行機を降りたので、私は

無線で離陸を宣言してフルパワーで離陸、そのままトラフィック･パ

ターンをまわってファイナル･アプローチに戻ってきました。普段は隣

で手助けをしてくれる教官はいません！ 滑走路手前でフラップをお

ろしてパワーを絞ると、地面がぐんぐん迫ってきます。高度1mくらい

で機体を水平に保つと突然着地し、見事着陸に成功。さすがに緊

張しましたが、一人で飛んだというなんとも言えない達成感があり

ました。これで、免許取得の中ほどまで来たことになります。クロス

カントリーが次の目標ですが、あと1年はかかりそうです。 

量の確保は順調 

3月末で第72期も折り返し地点を過ぎました。受注高は189億

円と、昨年同期に比べて+43億7千万円、受注粗利も対目標

97.2%と順調に推移しています。地域別に見ると東京第一支店は

受注額で対目標56.4%・受注粗利額で同0.1%と低迷しているよう

に見えますが、これは大型の手持ち工事があるため代人を確保で

きないことと、昨年受注した不採算案件の処理が原因です。この

状態もこれから夏に向けて、徐々に解消する予定です。しかし注意

しなければならないのは、取引先の破綻です。この原稿を書いてい

る最中に、東海興業が再度の民事再生法申請というニュースが

入ってきました。完成工事高は昨年比+23%だったので、仕事が

減って倒産したわけではありません。倒産の原因は表向き、資材

や労務の高騰となっています。しかし実態は、サブコンや職人が集

まらなかったからではないかと想像しています。人手不足の実態か

ら目をそらし、品質などを無視して、“安い業者なんて他にいくらで

もあるんだ”、という姿勢だった会社は、これから厳しいでしょう。円

滑化法の終了と合わせ、注意すべき取引先を意識しなければなり

ません。また我々自身も、協力業者に対してそんな態度で接する

と手痛いしっぺ返しをくらう、と肝に銘じる必要があります。なお、東

海興業に対する当社の損失額は1,200万円ほどで、それほど大き

な額ではありませんでした。 

建設業は人材産業 

ところで建設業は一般に、「受注産業」と呼ばれています。俺たち

は大変なんだ、という意味を込めて使われることが多い言葉です

が、受注なしに成り立つ産業なんてどこにもありません。ですから私

は、この言葉にずっと違和感を持ってきました。この呼び名がまかり

通ってきたのは、建設業は受注さえすれば収益を確保できる、とい

う、かつての恵まれた事業環境が理由だと私は思います。受注産

業＝受注だけすればよい産業だったのですね。しかし時代は変わ

り、建設業も受注だけでは収益を確保できない、普通の産業となり

ました。現在では、品質･コスト･安全が管理されてはじめて収益を

確保できるのであって、受注だけしても事業は成り立ちません。そ

してこれらの管理をするのは現場代理人であり、実務的で優秀な

現場代理人の育成は、事業の根幹をなすものとなりました。もちろ

ん製造業でも人材は重要ですが、これら産業では工場など大き

な資本投下がないと、人材だけ揃っていても事業は成り立ちませ

ん。つまり、人材さえ揃っていれば収益を確保できるのが、現代の

建設業という意味で、私は建設業は人材産業、と言っています。ま

た、建設業はチームで動く産業ですから、腕の良い職人、客先の

要望の勘所がわかる営業マン、適材適所を見抜いて最適配置で

きる支店長、世の中の流れを感じ取れる役員も必要です。それで

は人材ってなんでしょう？ 知識や資格を持っていれば人材と呼べ

るのでしょうか？ 私はそうではなくて、実務能力がポイントと思って

います。この流れに沿って、4月からいよいよ、工事系社員の早期育

成プログラムがスタートしました。このプログラムは実務能力に焦

点を絞り、新入社員は理系･文系を問わず、半年間は職長の下で

実務からスタートします。工事系は100戸程度の集合住宅の責任

者を務める能力の取得を到達点に置いており、全員が４年目で目

標に到達すれば、六興電気は同業他社を大きくリードできます。そ

のために重要なのは、考えながら日々の作業を行なうこと。その作

業は誰のためにやるのか、なぜ必要なのか、といつも考える習慣を

この３年間で身につけ、更に上も狙ってほしいと願っています。 

前回も書きましたが、新入りから役員まで次のステップに向けて

の育成プログラムが稼働し、かつそれらが相互に連携している、そ

んな人材育成体系を私は夢見ています。先輩の背中を見るのも

プログラムの一部です。ただし昔のように、10年で一人前、などと

言ってはいられないので、仕事のコツを効率的に伝承してゆける仕

組が必要です。ある程度のレベルになれば技術的な知識も必要

ですが、マニュアルや資料の積み重ねではなく、実際に使える形

でノウハウを整備しなければなりません。これは、営業や管理部門

にも当てはまる話です。そして幹部の育成には、リーダーシップの

開発が欠かせません。人材の多様化も大きなテーマで、以前より

進めていた女性の戦力化に加えて、文系学生を現場代人として

採用する試みも始めました。これらはおそらく永遠のテーマです

が、人材産業で勝ち抜くために全力で取り組んでいます。 

新入生諸君へ 
ろっこうは今年、45名の新入生を迎えました。社会人は自分で

決めて行動しなければなりません。そして一人ひとりの行動は、結

果に直結しています。学生時代の勉強を練習試合とすれば、仕事

は本試合です。わからないことやつらいこともあるでしょうが、それ

を乗り越えると、仕事の面白さがわかってきます。仕事が楽しいと

思えた時、本当の社会人になった言えるでしょう。そのためのス

タートラインに皆さんは立っています。大勢の仲間と一緒に成長し

てください。 

ファーストソロに出ました（トミイ教官と長江社長） 



将来の六興電気を盛り立てる 

六興電気を盛り立てていくには、「知識･経験･技術」を元

に、人間力･考える力･コミュニ

ケーション力･それぞれの個性

など活かし、将来性のある人材

になることが必要だと思います。 

 (林崎･佐々木･安部･鈴木･髙橋･中川･小野寺) 

若さと元気で活力を 
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私たち新入社員にかけられた思いとは… 

3月26日、45名の仲間たちと一緒に、新入社員研修がス

タートしました。内訳は、工事32名、営業2名、スタッフ4名、

電気工事士7名です。今年のテーマは、①学生から社会人

へ気持ちを切り替える②基本的なマナーを身に付ける③六

興電気のことを知る、の3つでした。新入社員は各々テーマ

を良く理解し、自分自身へ落とし込んで受講しており、本当

に頼もしくて嬉しく思っています。 

新入社員のみなさん、いよいよ本格的に六興人生がス

タートしますね！ 不安や期待もたくさんあると思いますが、ぜ

ひ同期の繋がりを大切にして、黄金世代と呼ばれるように

なってください。期待しています。最後に、六興電気を選んで

くれてありがとう。これからもよろしく！  

 (人事部 池田 照浩) 

配属先一覧 
米軍工事支援センター 業務係 村田 惠美 

東京第一支店 工事係 中黒 奈津子・萩田 紘貴 

  林崎 誉・藤澤 浩行 

  水野 雅・山野辺 大 

  渡邉 文雄・本多 俊紀 

 営業係 原 佑 

 管理係 斉藤 大樹・椎屋 未来 

東京第二支店 工事係 礒部 淳弥・稲垣 敦規 

  青木 直哉・北村 明彦 

  佐々木 裕平 

 営業係 上原 隆寛 

 管理係 下田 紀恵 

東京第三支店 工事係 徳道 智希 

茨城支店 工事係 戸谷 健太郎 

北関東支店 工事係 今野 健 

千葉支店 工事係 安部 祐策・勝山 哲義 

横浜支店 工事係 菊地 訓史 

東北支店 工事係 鈴木 英之 

静岡支店 工事係 髙橋 洸祐 

名古屋支店 工事係 北野 裕也 

大阪支店 工事係 松浦 正幸・山下 駿平 

  吉川 恭平 

神戸支店 工事係 中川 大輔 

エネルギープラント部 工事係 杉原 大介 

中国支店 工事係 西浦 修平・溝辺 集 

九州支店 工事係 野底 修平 

電気工事士  堀内 滉生・黒岩 章也 

  萬年 力・小野寺 郁也 

  橋本 隆元・佐藤 隆祐 

  濱田 竜誠 

今年の新入社員には、グループに分かれて「自分たちにか

けられた思いとは何なのか」ということを考えてもらいました。

その内容と入社式の決意表明の一部をご紹介します。 

5つの思い 

①情熱を持って仕事に取り組む②横との関係を深め、互

いに助け合う③方法や段取りなどを新たな視点から創造し

変化する④安全第一で仕事を全うする⑤様々な経験を積

み、支柱となり会社をひっぱっていける存在になる。この５つ

の思いの中心には社員全員の

笑顔、お客様の笑顔が含まれ、

これらの笑顔のために、この５つ

が求められていると思います。 

 (村田･戸谷･本多･山下･野底･堀内) 

変わり続けるDNA･現場がすべて･優秀な技術者 

①違う観点から柔軟に物事を考え、常に学ぶ意識を持ち

続ける②汗を流して得た知識・ノウハウを活かし、自らの仕

事に責任を持ち、多くの人と信頼関係を築く③失敗から得

た経験･知識を活かす。以上の

ことを踏まえ、一人も欠けること

なく、六興電気を背負っていくこ

とが自分たちに必要なことだと

考えています。 (中黒･渡邉･礒部･溝辺･佐藤) 

最適な判断ができる人間 

柔軟に知識・経験を活かすことで最適な判断ができるよ

うになることがかけられている思いだと考えました。そのため

に社会人としてのマナーを身に

つけ、周りからの信頼を得て、努

力を欠かさず、資格などの新し

いことにチャレンジし続けること

が重要だと考えました。 

 (藤澤･椎屋･北村･徳道･北野･西浦･萬年) 

4年で一人前になる 

柔軟な思考で、仕事の意味を常に考え、疑問を持つこと

で会社をとりまく変化に対応することが必要だと考えまし

た。日々の仕事から知識･経験を

身に付け、一人で判断できる人

間になれるよう、早期育成プログ

ラムをベースに成長していきま

す。 (山野辺･斉藤･青木･稲垣･吉川･橋本･植田) 

新世代 

私たちの世代から教育プログラムが新しくなりました。まさ

しくこれが私たちにかけられた思いだと感じました。前年入

社の方々以上に自発的に考

え、行動することが求められて

いると考えます。既存の枠にと

らわれない新しい発想を生む

きっかけになりたいと思います。 

 (萩田･下田･上原･今野･杉原･黒岩) 

やわらかい発想 

「新入社員らしいやわらかい発想でこれからの六興電気を

盛り上げていく」ことがかけられている思いだと考えます。常

に考える癖をつけ、引き出し(知

識)を多くすることにより、凝り固

まらない発想ができます。その

結果、「変わり続けるDNA」につ

ながると考えます。 (水野・原・勝山・菊地・松浦・濱田) 

2013年度新入社員の決意3カ条 

私たち45名の決意は、「黄金世代」になることです。私たち

はそれぞれの目的を抱いて六興電気に入社します。社会人

としての自覚が持てないまま迎えた研修では、各々が自分

に足りないものに気付かされました。しかし、六興電気を引っ

張りたいという思いが全員に生まれました。その思いを胸に、

同期全員で努力をし続けます。若さが武器の私たちをどう

ぞよろしくお願い致します。 

①自慢の若さと元気で職場を明るくする！ 

②よく食べ、よく働き、よく飲む！ 

③黄金世代になる！ 
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新たな原動力を求めて 

下半期に向けて 
エンジニアリング事業部 三浦 清志 

現在、エンジニアリング事

業部(以下、ENG)部員の大

半は、携帯電話基地局建設

関連のマネジメントに従事し

ておりますが、その移動通信

業界の動向が、ＥＮＧのこれ

からの業績に大きく影響しま

す。一昨年の震災以降、情

報通信インフラの重要性は、ますます高まっており、スマート

フォンの急増や、モバイルデータ･トラフィックの増加などもあ

り、携帯通信事業者各社は、設備投資に大きな予算を投入

する傾向にあります。少なくともあと数年は、大枠で今の“好

調”を維持できるものと予想しています。しかし、業界にも小

さな波がないわけではありません。ENGでも、この年度末で

最盛期を過ぎる大きなプロジェクトなどもありますので、社内

他部署や協力業者などとも連携を取りながら、新しいプロ

ジェクトへの参画と、地域の分散化などへの取り組みを進め

て参ります。 

最後になりますが、昨年は当社オフィシャルサイトの英語

版で、この春は同日本語版でもPM部門(我々、ENG)を大き

く取り上げられるようになり、あらためて会社の「顔」のひとつ

を担っているという重責を強く感じております。部員全員で

力を合わせ、顧客にとって、より良いサービスを提供できるよ

う努力して行きたいと思います。 

管理本部 坂本 孝行  
管理本部として下半期は2

つの大きなイベントがありま

す。それは新卒採用の確定

と決算ですが、今回は新卒

採用の方針について述べた

いと思います。 

当社は今年から人材企業

を改めて標榜することになり

ましたが、必然的に戦闘能力の高い社員をいかに育て上げ

るかが大きな経営課題になります。新卒採用はその入り口と

して非常に重要で、どうやって質の高い学生を採用できるか

を考えながら採用戦略を練っています。当社はすでに女性

学生に施工管理の門戸を広げましたが、今年の新たな試み

として文系学生に施工管理の門戸を開きました。これは施

工管理という難しい仕事に必要な能力は、文系･理系は関

係ないのではと考えたからです。専門知識は確かに足りませ

んが、それは入社してから補ってもらうとして、交渉力･マネジ

メント力は文理の区別はないと考えます。それに伴い、文系

対象の会社説明会もカスタマイズして、施工管理に興味を

持ってもらう仕組みを作りつつあります。 

まだ初年度なので採用できるかどうかわかりませんが、こ

のチャレンジは継続していきます。そして文系採用の道筋が

できれば、次はいよいよ国籍の区別を廃止することを目指し

ます。 

門戸は常に開かれています 

建設業界では人手不足や高齢化が深刻化しており、会社

の業績を左右するほどの状況です。しかし、それに備えて当

社では、新卒者の早期育成、女性の戦力化、経験者の採用

などに積極的に取り組んでいます。 

なかでも中途採用では、転職サイトやハローワーク、雑誌

等に求人を掲載したり、社員から知人を紹介してもらうなど、

多種多様な方法で採用活動を行っております。また、入社

後の勤務形態も正社員からアルバイトまで様々で、その人

に合った働き方で活躍していただいています。周りに六興電

気に少しでも興味がある方がいたら、人事部までご連絡くだ

さい。出戻り社員も大歓迎です。 

それでは、最近入社された4名の方にコメントをいただきま

したので、ご紹介いたします。 (人事部 河上 美幸) 

エネルギープラント部 森口 彰男  
エネルギープラント部は原

子力発電所から大きな恩恵

を受け、部署運営を行ってい

ますが、現在全国で大飯発

電所の２基だけと我々にとっ

ては大変厳しい状況です。し

かし、いくら考えても今後のこ

とは、分かりませんし、それ故

に大変気になるところでもあります。けれども、今の状況の中

で立ち尽くしている訳にはいきません。ピンチの時こそできる

ことを考え、あらゆる可能性を求めて部署運営に取組みた

いと考えています。 

まず、第一は「固定観念」の払拭です。これまで、営業専

門･技術専門として専任してきた社員も固定されていた人

員配置も、今では可能性を求めて幅広く柔軟な考え方で要

求に応えようとしています。その一端が、ＥNＧ部への出向、部

署内での繁閑調整での移動です。 

更には、意識改革です。工事に対する取組みも客先の評

価に大きく影響すると分かってはいるけれど、大変面倒で取

組み難い安全や品質管理に関しては今までと同じ考え方

では無く、高い管理意識で取組む姿勢となっています。下期

は大変なピンチがやってくるかもしれませんが、変わり続ける

ＤＮＡとして、「ピンチはチャンス」新しい可能性を求めて踏み

だせる「チャンスの下期」にしたいと考えていますので、他部

署方々の応援とアドバイスを宜しくお願いします。 

新しいフィールドでの挑戦 

前職までの経験では積算業務どころか建設・設備工事関

係の業界での経験も無く、全くの未経験者でしたが、電気

工事という人々の生活に欠かせない業界に興味が湧きまし

た。転職者を取り巻く環境は厳しく、実力や経験がなければ

採用されないことが多い中、このように未経験者でありなが

ら採用していただけたことに六興電気の懐の深さを感じてお

ります。新しい業界の中で自分はどこまで通用するのか…。

不安は少なからずありますが、何事も実践をしてみなければ

結果は生まれないと、前向きな気

持ちで臨むようにしています。焦り

すぎず、弛まず、確実に自分のもの

にしていければと思っています。 

(茨城支店 山﨑 恭子) 

全社員が一丸となって目標達成 

前職は電気設備工事会社で10

年ほど勤務しており、電気工事士

としての技術や公共施設等の現

場代理人を経験し、施工管理業務

の基礎を身につける期間でした。再就職するにあたり、私自

身あまり経験のない大規模現場での施工管理、知らないこ

との多い「電気のこと」を身につけたいと考えました。六興電

気ならそれらが実現できそうなこと、米軍工事にも興味を持

ち、ここならいろいろなことに挑戦できるのではないかと思い

ました。入社してみると、全社員が一丸となって目標達成の

ために取り組んでいるように感じています。入社3カ月です

が、私も早く六興電気の一員になれるよう頑張っていきたい

です。 (東京第一支店 石橋 英敏) 

人を大切にしている会社 

前職は金融業界で人事職を担当していたのですが、転職

活動時は業界を幅広くみていました。そのような中、六興電

気に入社を決めた理由は次の3点です。電気のエキスパート

として「ものづくり」に携わっていること、今までの自分の経験

を活かせること、社風が前職に近いと感じたことです。社風

については、面接していただいた時に感じた部分、HPに掲載

された社内報で十分理解することができました。入社後も

想像していた通りで、特に人を大切にしている会社だと感じ

ています。私が所属している人事部

は、昨今の法改正や様々な課題等

への対応がありますが、自分の役割

を理解し、会社そして皆さんのサ

ポートをしていきたいと思います。 

          (人事部 上野 武俊) 

育児と仕事の両立 

主人は岩国米軍基地で働くアメ

リカ人、息子は基地の小学校１年生

です。最近、少し自分の時間が持

てるようになったものの、７歳の子供はまだ手がかかるので、

仕事復帰は当分先だと思っていた所に、六興電気からのお

誘いでした。現在は子育もあるため短時間勤務を利用して

います。このような勤務体系を受け入れてくれているのも子

育てとの両立という意味ではすごく助かる点です。みなさん

優しく、働きやすい環境でとても感謝しています。 英語が取

り柄の私ですので、仕事が落ち着く合間、合間で少しずつ、

みなさんの英語上達のお手伝いをしていきたいと思っていま

す。 (岩国営業所 サンチェス･リエ) 

文系学生も現場代理人に！ 

これまで、技術職(施工管理)の募集は理系の学生に

限定していましたが、2014年新卒採用では学部学科を

不問とし、文系･理系の区別のない採用活動を行ってい

ます。3月15日には、文系学生を対象とした技術職の説

明会を開催し、長江社長にも参加していただきました。 

この当社の採用活動に

ついては、3月26日付の建

設通信新聞に特集記事

が掲載されましたので、ぜ

ひご覧ください。 

 (2014採用プロジェクト) 
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 東京第二支店 部 
介 

紹 
署 

①大所帯に一体感を！ 

「利益を稼ぎ出し、みんなが潤って会社を楽しくする」ためには、垣根を取払い、共通

の目標に向かってベクトルを合わせる必要があります。もっとお互いの仕事に積極的に

関わって、力を合わせて一体となって仕事をしようという気持ちを大切にしています。そ

の一環？ とも言えるのですが、今期、当支店ではイベントが盛りだくさんです。昨年は忘

年会を目黒雅叙園で行い、クイズや出し物が行われました。また4月にはお花見やゴル

フコンペも計画されています。ちょっと仕事を離れたところで、お互いの努力や苦労が共

有できるコミュニケーションの場ができつつあり、支店の一体感を作っていく上で良い機

会となっています。 

②基幹部署としての責任を果たす！ 

第一支店の舞台となる都内･首都圏はその土地柄、客先･物件が集中し情報が集ま

りやすい一方で、こなさなくてはならない仕事量も膨大です。そのため、支店間の情報

共有や施工の連携がとても重要になります。そこで今期より首都圏本部営業会議･積

算会議の場を設け、第一支店はその中核部署として情報の発信や問題提起の役割を

果たそうとしています。 

③頑張った分だけ、みんながハッピーに！ 

「頑張った分だけ、結果を残した分だけ報われる」と一人ひとりが実感できるようにす

ることが、「楽しいのは第一支店」となるのには必要です。職種に関わらず、「検査の応援

に行く！ 」「こうすれば管理室の負担が減る！ 」「積算の拾いに加わる」等々、その時々で、

自分ができることを実行に移した人がちゃんと評価されています。 

支店長withバックダンサーズ 

こ こ ま で や る か 支 店 長！

バックダンサーの営業部員も

恥じらいを捨て･･･ 

納会の模様 

東京第一支店は約80名の大所帯につき、どうしても分

業化してしまうため、 

「楽しくなければ第一じゃない！」  
をキャッチフレーズに、いろいろなイベントを企画し、部署

間の垣根を取り払って、皆で協力し合っていくことを第一

と考えています。 ｂｙ 文倉 

趣味＆特技 

積算部 石塚 洋平 

サーキットは楽しいし、ストレ

ス発散に最適です。皆さんも

一度試してはいかがですか？   

管理室 井上 麻貴(左) 

       若栗 未奈(右) 

週末は会社のバドミントン

部で練習。年２回の合宿が楽

しみです。 

工事部 野口 裕司 

御神輿が大好きです。 一

番好きな祭りは大宮の武

蔵一宮氷川神社の例大祭

です。      

営業部 都筑 悠太 

幼少期からの野球小憎。

野球部でも頑張っています

が、最近はゴルフに浮気？

気味です。 

営業部 岩橋 孝太郎 

趣味はカヤック。東北支

店時代にハマり、今も家族

の隙をついては仲間と漕い

でいます。 

カキーン 

転覆は 

ご勘弁！ 

子供は借り物よ！ 

  時速180Ｋｍオーバー 

「無駄を省いて利益確保」のスローガンの下、後藤君と二

人で目標達成のため日夜(？)奮闘しています。支店長ご指

導の下、工事部、管理室、積算部の方々の力を借り、少し

でも明るく元気に仕事ができるよう、チームワークで乗り越

えていきたいと考えています。 (営業部 北村 和久) 

積算部は総勢4名です。勤続25年目で33年

ぶり(？)に積算に出戻ってきた私田村と、ムッツリ

ではなく寡黙な梅田主任、たまの飲み会では必

ずハジケル市川君、現場経験を活かしながら

日々勉強中の大前君と年齢も性格もバラエティ

に富んだ人間の集団です。(積算部 田村 英二) 

工事部としては、ムリ・ムダ・ムラをなくし、効率

よく、高品質な建物を提供することをスローガン

にし、安全第一で仕事に取り組んでおります。人

手不足はなかなか解消しませんが、大半が若手

という中、課長、工事所長、工事主任クラスを中

心に花見やバーベキュー大会を企画し、遊ぶ時

は楽しく遊び、風通しのよい部署づくりを行なっ

ています。あせらず、若手の成長とともに成長し

ていきたいと思います。 (工事部 村木 義男) 

北村さん口説き中 

ワッショイ！ ！  

村木部長も奮闘中 ギョ ･ ギョ ･ ギョ 

今年の忘年会では１００キロのマグロの解体

ショー(去年の忘年会は３０キロのマグロでし

た)を実現するべく、支店内のトラブルシュー

ターとして各セクションと連携して頑張る所

存です。 (管理室 林 孝宏) ダブルアラカワ ！ 

東 京 第 二 支 店 は、マ ン

ション事業に特化した㈱長

谷工コーポレーション様専

属の部署として今期(2012

年10月)から設立した部署

です。 

もともと年間でかなりの

仕事量をいただいていたのですが、他の仕事との兼

ね合いもあり思うように受注ができないというところ

がありましたが、専属ということになり、仕事の受入れ

ができるようになりました。また、施工方法が確立さ

れた中で工事を行うということで、手戻り・無駄を省

き、利益を出すことができると考えています。 

2月より設備に品質管理部長として冨永さんを迎

え、今後は、設備･リフォーム･スマートマンション事業

等に分野を拡大していくつもりです。支店のメンバー

は総勢52名となり、当然、歳の差もかなりあるのです

が、コミュニケーションをとるためにも全員が参加で

きるイベントを行なっていきますので、どなたでも大

歓迎です。 (奈須 孝志) 
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 東京第三支店 部 
介 

紹 
署 

東京第三支店は、リニューアル･メンテナンス工事などに特化した工事部署です。当社元施工物件の

メンテナンスから大規模な改修工事まで、仕事の範囲は幅広く、多岐にわたっています。仕事の性質上

少額で物件数が多く、また土日昼夜を問わない作業が多いのも大きな特徴となっています。その仕事を

こなす当支店のメンバーは皆ベテラン揃いです。支店員は32名ですが、50歳以上の社員が多く、平均

年齢の高さは、六興最大級ではないでしょうか？そのベテランが長年培ったノウハウと“口のうまさ”を発

揮して、また“仕事のあとの一杯”を大きな活力源として、多くのお客様の信頼を得ながら日々活動して

おります。それでは、ここで東京第三支店が取り組んでいる業務の一端をご紹介致します。 

東京第三支店の“仕事の活力源”、そのひとつはなんと言っても「1０００円パーティー」ではないでしょうか。1０００円

パーティーとは、各人が会費1０００円(女性５００円)を持ち寄り、季節や時期に応じたテーマを掲げ、皆で楽しく飲みなが

ら語らうパーティーで、５年以上の歴史を誇り、4カ月に1回程度の割合で開催されています。昨年の夏には「長江社長

の還暦お祝いパーティー」、今年の1回目は恒例の「あんこう鍋パーティ」を開催しました。すべて社員の“手作り”です。

前日から新鮮な食材を調達して調理し、本格的な味を楽しむことができて、お酒の種類も豊富です。参加は支店員

以外でも大歓迎です。1０００円で“飲み放題”“食べ放題”のお得なパーティに、皆さん是非ご参加ください。 

２．マンションのイン

ターホン交換工事 

首都圏を中心に、数多く存在する事務所ビル･銀行の店舗･学校･マンション等、建物

の電気設備は、高度成長期やバブル期を経て経年劣化が進み、老朽化の為の更新の

ニーズが高まっています。そのニーズに応えるための調査･提案を行い、建物を使いな

がらの工事を進めております。建物のオーナー様、またビル管理会社様から多くの仕事

をいただいており、これからも信頼を重ねていくために日々努めて参ります。 

１．受変電･幹線･分電盤･照明器具(LED)等の老朽化更新工事 

近年、電力の自由化に伴い 

政府主導の下、「マンションの

電力一括購入サービス」の需

要が急激に増加しています。

当支店も重要なお客様方から

のご依頼をいただき、この仕

事に積極的に取り組んでまい

ります。昨年より調査及び工

事の経験を積んできておりま

す。今後更に経験を積みなが

ら施工体制を整え、そして技

術力の向上を目指して、お客

様の要望に、最大限応えられ

るよう努めて参ります。 

３．マンションの電力一

括購入サービス工事 

当社は新築のマンション工

事を数多く手がけております。

これらマンションの各設備も経

年によって老朽化が進みます

が、そのなかでも“インターホ

ン設備”の新機種への交換

は、防災･セキュリティー強化の

面からも非常に重要な仕事と

なってきております。マンション

管理組合様、マンション管理

会社様から仕事をいただいて

おります。施工中は、マンション

の住人の方々との“ふれあい”

も“活力源”のひとつになって

いるようです。 

1000円パーティー 

インターホン工事説明会風景 

第三支店は「笑顔も品質です！！」 

あんこう鍋調理中です おいしそう！！！ 

あんこう… 猫も狙っています(？) 

みなさん聞いて！！ 第二支店のイケメン6人の本音！ 新入社員は要チェック、六興の未来は君たちにかかっているぞぉぉぉ！！ 

Q1、「これがあるからガンバレます!!」というものはどんなこと？ 

Q2、「六興電気の一員としてこれは必須!!」と思うものＢＥＳＴ３は？ 

Q3、新入社員に期待すること。 

工事部 遊佐 幸 

①王将の餃子とラーメン 

②周りとの調和と協力。いざという時にブレない。誰  

とでも会話ができ、話しを聞くことができること。 

③受け身ではなく、もっとガツガツしてほしい。聞か

れていることが何かを理解して会話して欲しい。 

工事部 荻須 浩史 

①現場に行く度に、いろいろな地域の呑屋さんの開

拓ができること。 

②イケメン。けっこう 色白の人が多い。メガネがみん

な黒縁メガネ！ 

③「荻須」の苗字を覚えて欲しい。「萩」ではない。 

工事部 荒川 光國 

①箱根そばの「かき揚げそば」と「いなり」 

②若いうちに失敗を積むこと。若いうちになんでも経験すること。何はともあれ最後は絆です。 

③愛し愛される人になってください。 

工事部 遠島 正治 

①現場を終わらせたときの達成感、飲み会、自転車。 

   でもでも、やっぱり！ 家族の元気な顔かな～！ 

②自分が現場を納める、責任感！ 

   上を目指す向上心！  目標を持って取り組む姿勢！ 

③「この仕事やって。」と言ったら、「もう終わっていますよ。」 

   と言っちゃうような現場代理人なってほしい。 

営業部 後藤 允彦 

①野球！ 試合をしたり、地元の中学生に指導して、良い息抜きになっています。 

②1.忍耐力 2.忍耐力 3.忍耐力(笑) 

③元気で明るい挨拶で、社内に新鮮な風を吹かせて下さい！ そして、私達と一緒に頑張ろう！ 

工事部 森 和明 

①諸先輩方、協力業者の方々皆様の愛 

②勢い ノリ 真摯な心 

③仕事も遊びも何事も全力で取り組んで下さい。若い間にたくさん 

  の事を学びましょう。   いつやるのか？ 今でしょ！！ 

うまいぜ！！ 

食べたいにゃ～☆ 
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各地の竣工物件 
米軍家族住宅PHASE7改修電気設備工事 

当物件は、「米軍家族住宅PHASE6改修電気設備工事」に続く７期目の工事です。皆さん

ご存知とは思いますが、沖縄県は中部地区にある嘉手納基地内が、主な工事エリアでした。

沖縄と言えばリゾート地としても有名ですが、最近では「普天間基地移設」、「オスプレイ配

備」等、米軍基地関連でも有名な地区です。ちなみに、嘉手納基地の総面積は約19.95km²

(東京都品川区にほぼ匹敵する面積)。3,700mの滑走路2本を有し、200機近くの軍用機が常

駐する極東最大の空軍基地です。滑走路においては成田国際空港(4,000mと2,500mの2

本)や関西国際空港(3,500mと4,000mの2本)と遜色なく、日本最大級の飛行場の一つという

ことになります。面積においても、日本最大の空港である東京国際空港(羽田空港)の約2倍

で、かつてはスペースシャトルの緊急着陸地に指定されていたほどすごい基地です。また、

「チーム･カデナ」と呼ばれる部隊は、世界第一級の戦闘航空団であり、18,000人近い米国人

と4,000人以上の日本人からなる要員で形成されています。日本在住の軍人、軍属、その家

族の人口が約95,000に対し、沖縄県在住の人達はその約半分の約45,000人となっていま

す。 

契約先 株式会社 大林組 

設計 Ｍ．Ｎ．Ｅ 

監理 ＨＧＬ 

工期 2009年3月～2013年4月 

施工場所 沖縄県米軍基地 

          (嘉手納･コートニー) 

建築概要 1棟4戸TYPE 105棟 

          他 4棟      計109棟 

施工部署 九州支店沖縄営業所 

協力業者 ㈲仲田電設、㈱西日本電工、 

 ㈲中川電工、システム協栄など 

今回はその改修工事第7期工事として、軍人とその家族が住む為の建物の改修工事を行

いました。工事中苦労したのは、米材管理、施工の統一化、外構工事、基地内ルールでした。

米材に関しては、設計図･仕様書とも英語で書かれているのはもちろんのことで、特に専門用

語などの解読の難しさです。第6期工事からの流れはありましたが、日本の工事と一緒で「全

く同じ現場はなく」、恥ずかしながら仕様書も半分理解できたかどうか…。なので、1つのことを

確認、理解するのに時間と労力を要しました。さらに、それが正解かどうなのかさえも分からず

工事を進めていき不安もいっぱいでした。また、米材管理に関しては、過去の現場と同じ轍を

踏まぬよう試行錯誤し、森脇さん(現名古屋支店管理室)を筆頭に、たくさんの方に知恵を借

りお手伝いいただき進めていきました。その結果、現場に支障なく工事を終えることができま

した。棚卸等で協力してくださった方々ありがとうございました。 

外構工事に関しては、既設埋設物、岩が多く慎重に掘削工事を進めなければならなかった

ため、思った以上に進みが悪くとても大変でした。時には、土被り300ｍｍの直埋設ケーブル

(埋設テープ無)を切断したり、水道管を切断して埋設配管路があっという間に運河に変わっ

たりといろいろありました。そんな中、片平さん(当時中国支店)に外構工事の方を主に見てい

ただきました。安全面に疎く、当時目の前のことしか見えていなかった私には、心身共に大変

助かりました。 

この4年間を振り返ると、いいこと･悪いこといろいろなことがありました。遠いところから何度も

足を運んでくださった工事本部の方々、本当にあ

りがとうございました。また、無事に竣工を迎えるこ

とができたのも㈱大林組ご担当者様をはじめ協

力業者の方々や、皆様の様々なご協力をいただ

いたお蔭だと思っています。この場を借りて、各関

係者の皆様に感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 

(沖縄営業所 波多野 貴司) 

空見スラッジリサイクルセンター 第１汚泥棟 

契約先 名古屋市上下水道局 

設計 名古屋市上下水道局 

監理 名古屋市上下水道局 

 名古屋上下水道総合サービス㈱ 

工期 2010年9月～2012年12月 

施工場所 愛知県名古屋市港区空見町 

建築概要 延床面積13,522㎡ 

 SRC造 4階 PH1階 

施工部署 名古屋支店 

協力業者 ㈱上田電気工事、㈱昭電設備 

当物件は、名古屋市南部の埋め立て地に位置し、付近には名古屋港やラムサール条約で

有名な藤前干潟があり、豊かな自然と工業地帯が融和した地域にあります。本施設は、下水

汚泥のリサイクル処理を行う施設で、具体的には、市内各所にある下水処理場から汚泥輸

送管によって運ばれてきた汚泥を脱水、焼却を行うことにより、セメント原料･タイル等の製品

にリサイクルします。また、その際に出た水を水処理場に送り返すことを目的としています。第1

期と第2期が計画されており、敷地面積約16万㎡の中に第1期計画分として現在、6棟の建

物が建設され、施設運用開始は平成２6年春の予定となっています。当社が施工を担当した

第1汚泥棟は、監視室を備えており、施設運営上中心となる建物となっています。 

建物の特徴としては、管理部門を除くほぼすべての部屋が直天井の機械室という環境で、

露出配管工事が大部分を占めています。また、当社の施工完了後にプラント工事が、施工を

行うため、そのルートも考慮する必要があり、納まりが厳しい箇所については、検討を重ねて

配管ルート、配管レベルを選定しました。工程的には、建築工程の遅れのため苦労しました

が、早い段階で先行施工が可能になるような打合せ及び、その箇所の集中施工により、施工

量の山崩しを行いました。施工上のポイントとしては、1～2階と3～4階の大部分が吹き抜け

を占めており、階高が11ｍ程度あるため、高所範囲は、建築足場を使用して施工、検査まで

を行いました。その後、建築足場が解体された後

に低所範囲を高所作業車で施工を行い、工程を２

段階に分けることにより、効率的で安全な作業環

境で施工を進めることできました。 

最後に、協力会社の皆様、各資材メーカー様、

支店の皆様の御協力のお蔭で無事故･無災害で

無事引き渡しをできたことをこの場を借りて感謝

申し上げます。 (名古屋支店 水野 淳司) 

パークホームズ上大岡グラステラス 

当物件は、最寄駅が京浜急行と横浜市営地下鉄の上大岡駅にあります。駅前の商業施設

やオフィスとその周辺の住宅街で形成されている街で、横浜市における副都心に位置付けら

れています。電車でも車でも横浜や都心へのアクセスも抜群によく、日頃の買い物も不便する

ことなく、少し歩けば自然が多く住環境がよい場所に建てられました。 

現場は、建築･電気･設備3社合わせての平均年齢が現入当時28歳と非常に若いメンバー

でした。初めての現場代理人ということもあり不安もありましたが、建築担当者と歳が近く、現

場内はコミュニケーションをよく取ることができ、現場内でのトラブル等は少なく、順調に現場

を進めていくことができました。 

物件の特徴としては、オール電化住宅であること、セキュリティとインターネット設備が施主

独自のシステムを構築しており、グレードが高いことが挙げられます。私としては、初めてやる

ことが多かったため右往左往することもありましたが、一つ一つ私なりに疑問点を紐解いてい

き、理解をしてから現場に指示を出すことを心がけました。大変だったことは提出する書類が

多かったことと、施工要領書の承諾がなかなか得られず、得られるまでは施工にかかれな

かったことです。修正をするのに朝までかかったこともありました。各工程ごとのチェックシート

も手書きで記載しなければいけなく、久々にペンダコができました。 

私の知識不足や検討不足による反省点も多々ありましたが、無事に無事故で現場を納め

ることができました。これには横浜支店の皆さん

や、工事本部や技術本部より現場へ足を運んで

いただき良いアドバイスもらったお蔭と、何より協力

業者のテクノ電工さんと石川君の現場での協力

や頑張りがあってのことで、とても感謝しています。

今回、現場の良かったこと、改善すべきことを次の

現場に活かせるように精進していきたいと思いま

す。 (横浜支店 北野 健二) 

契約先 三井住友建設㈱ 

設計監理 三井住友建設㈱ 

工期 2011年8月～2012年11月 

施工場所 神奈川県横浜市港南区最戸 

建築概要 延床面積 9,777㎡ 

 RC造7階 122戸 

施工部署 横浜支店 

協力業者 ㈱テクノ電工 



ろっこうニュース 

 *** おしらせ *** 
1級施工管理技士試験結果 

  実地試験の合格発表が2月にあり、当社では12名の方

が合格されました。今回初めて受験した方の合格率は

73%で、全国平均の合格率63%を上回っていましたが、昨

年実地試験で不合格となり今年実地試験だけを再受験

した方々の成績が奮いませんでした。技術本部では来年

度の実地試験再受験者への支援強化を実施します。積極

的な取り組みを期待します。 (技術本部) 

経営事項審査結果 

 第71期の経営事項審査結果は、電気1,556点、管1,080

点、通信907点でした。営業キャッシュフローの数値があ

がったことにより、電気は昨年より7点あがりました。 

2012年度アニュアルレポート完成 

 2012年度のアニュアルレポートは今までにはなかった情

報も掲載し、少しリニューアルいたしました。来年もまた新し

い情報を盛り込んだアニュアルレポートの作成を計画して

おりますので、みなさん楽しみにしておいてください。作成に

あたりたくさんのご協力を頂き、ありがとうございました。 

１月～３月の採用 

東京第一支店 工事主任  石橋 英敏 

沖縄営業所 技術担当  崎山 宗一郎 

人事部  課長  上野 武俊 

東京第二支店 品質管理部長 冨永 徹 

茨城支店  積算係  山﨑 恭子 

名古屋支店 工事担当  近藤 明 

受注！ 

･医療法人社団藤花会 江別谷藤病院 (北海道支店) 

･ひたちなか市新光町プロジェクト (茨城支店) 

･富永サービス付き高齢者住宅 (大阪支店) 

4月～6月のスケジュール 

月 経営会議 行事等 特別休暇 

4月 6日 1日:入社式  

5月 11日 11日:創業64周年記念式典  

6月 1日 
人事考課実施 

支店安全大会 
 

Hafa Adai ! –6ｔｈ 

さて、今回はグアムの外食事情について。グアムはアメリカ領です

ので、大通り沿い等には当然アメリカのチェーン店のお店がありま

す。マクドナルド、バーガーキング、ピザハットなどはもちろん、ステーキ

屋さんやファミレスが多くあります。さらに日本食屋も本当に多く、中

には日本の居酒屋と全く変わらないメニューや味を提供してくれる

お店もあります(ホッケや揚出し豆腐だってメニューにあります)。 

ホテル街には中華、イタリアン、シーフード、ラーメン屋、タイ料理、

グアム伝統のチャモロ料理…などなど各国のお店が軒を連ね、さら

に繁華街から少し居住地域に入っていくと今度は韓国料理屋がた

くさんあります。というのも、観光客こそ日本人が圧倒的に多いのですが、在住しているとなると日本人よりも韓国

人の方が実は多いのです。どのお店にも言えることですが、出てくる量がとても多いことがほとんどです。特にス

テーキ屋さんなどでは、お肉も大きな上にサイドのフライドポテトが大盛りだったりするので食べきれないこともしばし

ばあります。グアムに行った際には是非色々な料理にチャレンジしてみましょう。そして少し怪しいお店に入ってみる

のも楽しいかも…？ Ｂｙ Masa 

とても怪しい日本語の看板 

アイデアは現場にある 

平成24年の新技術開発アイデア募集には、54件の提案

がありました。技術開発委員会において審査を行い、現場実

験と検証を経て、受賞アイデアを以下のとおり3件決定しま

した。そのうち2件が今年の重点テーマである工事安全に関

連したものとなっていますが、引き続いて各現場で工事安全

対策の改善に知恵を絞り実践していただきたいと思います。

受賞者を代表して竹内さんにコメントをいただきました。 

 (技術本部) 
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会社を見つめ直す～役員研修～ 

1月25･26日に、逗子のＩＰＣ生産性国際交流センターにて

役員研修が行われました。 

一番大きな収穫は、六興電気の現状を客観的に見つめ

直す機会に出会えたこと、またそれを違う目線で検討討議

して本質を確認できたことではないかと感じています。具体

的には、いろいろな意味で当社も成熟期に入ったこと、特に

これを直せば良くなると言った具体的(目立つ)な物は無く

なってきました。しかしながら、変革しなければいけない部分

はまだあり、なにから手を付け、解決しなければならないかを

判断し実行すること、その最前線に私たちがいるのであると

再認識しました。もう一つは、自己理解を深め、自身の強み･

弱みを十分理解すること。また他人からは、どの様に映って

いるかなどを、注意深く観察し時々に使い分けること、これは

自己分析のみならず、常に対当した人の性格等を見極める

ことの重要性についても今回気付かされました。 

最後に、みなさんと集まり、その他いろいろなことについて

話をしましたが、現状の当社の分析等について同じような考

えであることを確認しました。今後微力ではありますが、当

社を少しでも良い方向に向けるべく努力致します。今後とも

よろしくお願いします。 (名古屋支店 釆野 邦彦)  

真剣な面持ちで 

受賞者リスト他2名 

・伸び馬よりの転落防止対策    千葉支店：清水 光茂 

・立馬の転落防止              神戸支店：松岡 慶輔 

医用アース付リーラーコンセント図面 

医用アース付リーラーコンセント 

創針塾Ⅱ ～3期生卒業～ 

創針塾Ⅱとは、リーダー育

成です。視野を広く持ち、物

事の本質を見極める目的で

塾生を中心にファシリテー

ターがいろいろな題材(雑誌

や書籍)を用いて行います。 

私が初めて講義に出席したのは1年前ですが、緊張した

のを憶えています。その時は、経営学でもやるのかなぁと思

半年に1度の社長特別講義 

3月で創針塾Ⅱを卒業した 菱田さん(左)と宮本さん(右) 

医療関係の工事に携わったとき施主様から医用コンセント

を天井から吊るすことはできないか、と何度か要望がありま

した。医用コンセントを使用する機器は移動式のものが多々

あり、壁設置の医用コンセントではその場所に物が置いて

あったり、別の機器のコードが邪魔して機器がコンセントまで

届かない等、緊急の場合にすぐ使用することができないこと

が予想されるためだそうです。 

しかし、どこのメーカーを探しても医用のリーラーコンセント

がありませんでした。あれば活用性があると思いアイデアとし

て応募しました。 (千葉支店 竹内 真紀子) 

※技術本部注 「J I ST1021医用差込接続器」では、医用

コンセントの定義として「造営材に固定できるもの」という条

件が含まれています。技術本部ではメーカーに次回の

J I ST1021の改正の際に医用リーラーコンセントを取り込むよ

うに依頼しました。 

わせる題材だったので、とても構えてしまいました。始まると

ファシリテーターと塾先輩方の和やかな雰囲気で進められ、

私もいろいろな意見を出せました。それから数回講義を重ね

た後、塾長(社長)の講義がやって参りました。心の中では

ダースベーダー登場って気分です。講義の題材は現場に無

い内容なのでいつも考え過ぎてしまいます。でも、いろいろな

物事を追求し隠れた真実を見つけ出す考え方は、現場と同

じです。私は、３月で卒業となりましたが、残った塾生のみん

なも留年しないように頑張って下さい。塾長を始めファシリ

テーターの皆様、裏ＭＶＰ櫻井さん、本当にありがとうございま

した。創針塾で教えていただいた考え方･捉え方を活かし

て、誰もが認めるリーダーになりたいです。最後に塾生みん

なと出会えてよかった！！ (名古屋支店 菱田 祐一郎)  
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日本語HPリニューアルしました 

3月15日、当社の日本語ホームページをリニューアルいたし

ました。リニューアルにあたり以下の点に注意し作業いたしま

した。 

①六興の“ゲートウェイ”になることを意識し、サイトのデザイ

ン･構成はシンプルに第一印象を大切にする。②あらゆるス

テークホルダーをサイトへの訪問客と想定し、六興の特徴や

強みにフォーカスした、オリジナリティ溢れる内容を掲載する。 

トップページのアドレスに変更はありません。今後とも、内容

の充実を図るとともに、よりわかりやすい情報をタイムリーに発

信してまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。 

(ＭＳ部 高取 千穂)  

最近のマイブームは映画観賞です。といっても家でまっ

たりゴロゴロ見る派です。そんな私が最近見て、これはぜ

ひ見て頂きたいと思うオススメ映画をみなさんにご紹介

したいと思います。 

一つ目は「ショーシャンクの

空に」。内容は刑務所を題材

にした話です。上映時間はニ

時間半以上とかなり長いです

が、その分感動･挫折･驚嘆･

勇気等人間の感情のすべて

が詰まっている映画で、落ち

込んでいる時に見ると元気を

もらえる映画です。ＴＳＵＴＡＹＡの映画ランキングではア

ルマゲドンやタイタニックと並んで常に上位にランクインし

ています。実際私もそんな見慣れたランキングの中で見

つけてみたのがきっかけです。 

二つ目は「サマータイムマシ

ンブルース」。一つ目の作品と

は打って変わって、ひょんなこ

とからタイムマシンを手に入

れた学生達が起こすドタバタ

劇です。はじめは「？」と思いま

すが、そこはグッと我慢して見

続けて下さい。途中からいき

なり面白くなります。面白さだけでなく、作中にはいくつも

の伏線がはられているので、何回見ても楽しめる映画に

なっています。どちらとも自信をもってオススメできる作品

なので、この記事を読んで見てもらえたならと思います。 

次回は、中国支店 中本 佳子さんです。 

 (大阪支店 稲垣 大輔) 

リレートーク 
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“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。 

「初心忘れず確かな作業 手順守って無災害」 

私が六ヶ所作業所に配属さ

れ、約3年が経ちました。最初の

頃は未熟なため、現場で右往左

往していましたが、年数を重ねて

いくことで周りの環境に慣れてし

まっています。このような時こそ

初心者だった頃の未熟さを忘れずに、そこから向上した

技術を正しく記憶すれば、正確な作業が実施できると

考えます。また、作業手順は一つ一つに先駆者の知恵

や努力が注がれており、それを順守すれば事故を未然

に防いで無災害が維持できると思い、この標語を作りま

した。 (ＥＰ部 加藤 博史) 

美味しいお店         

皆さん、お疲れさまです。突然ですが、我が家では盆休

みに隣町にあるお蕎麦屋さんで、家族全員「冷たい肉そ

ば」を食べることが、毎年の習慣になっています。 

この「冷たい肉そば」は、山形Ｂ級グルメ？で駐車場には

県外ナンバーも多数見かけるほど評判の一品です。道沿

いに何軒もお店が並んでいて、また店によって味が若干

違うので、何度食べても飽きません！ 

味について簡単に説明しますと、冷えた醤油ベースの

スープと茹でて水で締めた蕎麦に、鶏肉とネギを乗せた

シンプルな中身ですが、一

度食べればやみつきになる

味です。ぜひ山形にお越し

の際はご賞味下さい！！ 

(東北支店 菅原 秀貴)  
そろそろ季節ですね！ 

“仙台89ＥＲＳ”のスポンサーになりました 

3月30日、清交会行事として「ｂｊリーグ」プロバスケットを観

戦しました。テレビ放映も少ないのでなかなか馴染みがない

のですが、開催場所は、昨年ＯＰＥＮした当社施工の「ゼビオ

アリーナ仙台」、日本最大規模のセンターマルチディスプレ

イ･リボンＬＥＤが設置されており、大音響の迫力のある演出

が楽しめます。一昨年より当社も協賛企業とし参加している

地元チーム「仙台89ＥＲＳ」の連敗を阻止すべく、長江社長を

強力なサポーターとして迎え、熱い声援を送りました。緊迫し

た接戦の試合内容となりましたが、見事に勝利となりました

(翌日も連勝と快調でした！ )。全国21チームのプロバスケット

は臨場感あふれる逞しい試合を観戦できますので、是非会

場へお出掛け下さい。 (東北支店 佐藤 耕二) 

遊戯三昧(ゆげざんまい)新 岩国営業所 

テニスの杉山愛選手の座右の銘です。「楽しい事をするの

ではなく、今している事を楽しむ」と紹介されていますが、私

の記憶では“今やるべき事を一生懸命やる、それが結果楽

しみに通ずる”と言った感じのことを話していたと思います。

我々も、今すべきことを楽しめるように、苦しくてもピンチが

チャンスと言えるように、そんな集団になりたいと思います。

それが岩国営業所のモットーです。 

その第一歩としてメンバーがひとつ屋根の下に集まること

は重要で、己の強みと仲間の強みによる相乗効果が期待

できると思います。強みを出し合いみんなが楽になる、自分

の現場ですべきこと、営業所内ですべきこと、これを楽しめ

る人が岩国営業所を更に進化させていくと思います。岩国

は海兵の他海軍3,000人も移動してくるようで受け入れのた

めの工事が満載です。今後の体制強化が必至です。興味

ある人、米軍工事で遊戯三

昧なんてどうですか！  

 

新住所：〒740-0026  

岩国市車町3丁目12番７号 

(中国支店 岩国営業所 

  得平 衡) 米軍関係の人とたこ焼きパーティー 


