
今年の冬は寒かったですが、ようやく春を感じられるようになりま

した。この時期に咲く桜を見ていると、大勢の新人を迎えたと感じ

られて嬉しくなります。今年は高校生･大学生、あわせて41名を採

用しました。いずれも各部署長から“ぜひ”と推薦があった人材で

す。これだけの採用を行った背景の一つには、深刻化する建設業

の人手不足があります。しかし我が社は、もっと長期的な経営施策

として採用を考えています。  

私は常々、会社の業績や業容は優秀な人材に比例すると考え

ています。建設業の仕事は、とても属人的なものです。同じ仕事で

も、優秀な人が担当した場合と平均的な人が担当した場合で、結

果は大きく異なります。優秀な人材とは、ゼネコンや多くの職方か

ら頼りにされ、現場がうまく動く原動力になり、お客様を含めた全員

に利益がもたらされる、というような人達です。こういう人材がどれ

だけ揃っているかが、建設会社の真の実力です。そういう意味で

我が社は、5年前から「建設業は人材産業だ」と言い続けてきまし

た。言い出した当初は「建設業は受注産業だぞ！」と内外からお叱

りを受けましたが、最近では我が社の考え方に賛同してくれる会

社も増えてきました。我が社は将来の会社の成長のために、新人

を採用しているのであって、けっして、オリンピック特需への対応で

採用したわけではありません。  

社員に求められる資質と企業文化   
ところで新入生の皆さんは、ろっこうの社員には何が求められて

いると思いますか?資格を取ることでしょうか?きちっとした手順を

覚えて実行することでしょうか?それらはもちろん大切ですが、優

秀な人材になるには更に発想の豊かさも求められます。六興電気

は大きさでいえば上から10～15番目で、電力系などもっと大きな

会社がたくさんあります。立派な研究施設もなければ派手に海外

展開をしている会社でもありません。しかしそれでもろっこうが注目

されるのは、いつも何か新しいことを考えているからなのです。当社

の主力は集合住宅と米軍工事ですが、これらは手間がかかるわり

に儲からないと言われてきた仕事です。我々はこの分野を積極的

に手がけ、収益の柱に育てましたが、その過程では部材の製造や

資材の輸入、さらには英語教育など、他社は行わないことを実施し

てきました。官庁主体だった建設業にあって、民間主体の経営に

いちはやく転換したのもろっこうです。建設業が受注産業と呼ばれ

た理由は、出件者がコストを保証してくれる官庁工事を主な収益

源としていたからで、受注さえすればなんとかなるから受注産業な

どという、変な言葉が生まれました。その頃は我が社も官庁工事の

受注に全力をあげていました。しかし官庁工事に競争原理が働く

ようになると、必ずしも取れば儲かるわけではなくなってきたので

す。そこで、営業の主体を民間の中でも競争の少ない分野に切り

替えましたが、最初は同業からは不思議な目で見られました。社

内制度についても、委員会設置会社に転換して社外取締役を導

入したり、普通の会社ならあって当たり前の総務部がなかったりし

ます。 

それぞれの企業には基本的な考え方があって、それを企業文化

と呼びます。今挙げた例は、まさにろっこうの企業文化です。変わり

つづけて時代の変化にすばやく対応する、実質を重んじる、自分

で考え自分で動く、ろっこうはそういう会社です。みなさんは今日

から、こういうユニークな会社の一員となりました。ぜひこの文化を

自分のものとして、豊かな発想で世の中の変化に俊敏に対応する

習慣を身につけてください。 

外国人労働者と多様性   
さて私が関心を持っているのが、外国人の活用です。先日は採

用チームがフィリピンまで出向き、最初の1名を採用してきました。

外国人労働者については、治安の悪化を理由に受け入れるべき

ではないという議論があります。一方では企業に多様性を持たせ

るために、高度な人材を積極的に受け入れるべきとの意見もあり

ます。また外国人を使う理由は、表向きはともかく本心はオリンピッ

クまでの安価な労働力という思惑もありそうです。なんだか、底の

浅い話に思えませんか?たしかに日本のルールを知らない外国人

が増えたら、問題が起きるでしょう。しかし現在我が社に在籍して

いる2名の外国人は、会社の戦力となって一緒に働き、大切な仲

間として受け入れられています。彼らと話していると、六興マンと共

通の価値観を感じます。治安が云々という話は、価値観が相容れ

ない人達が増えることが問題なのであって、国籍は無関係です。

ですから外国人採用においては、ろっこうと価値観を共有できる人

だけを採用すれば良いのです。また、オリンピックが終わった後も一

緒に働いてもらいたいので、正規の労働ビザを取得して、研修生で

はなく正社員として雇います。もちろん処遇も、日本人と同じです。 

多様性についてはどうでしょう?外国人が日常的に周りにいれ

ば、自然といろいろな考え方に接することができます。ただ多様性

に関して懸念するのは、国籍とか性別といった記号としての多様

性の数値目標化です。本来求められているのは多様な考え方で、

それは性別や国籍とは無関係です。ある大企業の社長は日本の

大学を出た60代の男性ですが、米国企業(注;日本企業の米国支

店ではありません)での勤務経験から、典型的な国内企業に新た

な考え方を持ち込んでいます。記号としての多様性と、多様な考

え方を認める文化は似て非なる事柄です。多様な考え方を記号

としての多様性にもとめても、問題は解決しないでしょう。我が社は

記号ではなく、考え方の多様性を追求します。  

長距離の単独飛行を達成しました 
この2月アメリカで、単独でのクロスカントリー飛行を達成しまし

た。これは飛行訓練の総まとめにあたるもので、ロサンゼルス郊外

を離陸して地形と計器を参考にしながら飛行し、砂漠の真ん中に

ある最初の着陸地(ブライス)で給油。そのあとパームスプリングス

近くの空港に着陸してから元の空港に戻るコースで、全行程４時間

半ほどでした。さすがに緊張しましたが、大きな問題もなく飛行を

終えると少し自信がわきました。これで訓練の課程は終わり、筆記

試験と実技試験を受けて、なんとか年内にライセンスをとりたいと

思っています。ライセンスがとれたら、また報告します。  

外国人採用と多様性  代表執行役社長 長江 洋一 
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新しい仲間に期待を込めて 
3月25日のオリエンテーションを皮切りに、2014年度新入

社員研修がスタートしました。 

今年は工事35名、スタッフ1名、電気工事士5名の総勢

41名が六興電気の新しい仲間として加わります。研修を通

して、各々が自分の強みや課題に気づくことができたと思い

ますし、難しい課題に対して、諦めずに挑戦する姿勢も身に

付けたはずです。(財)日本生産性本部から、今年の新入社

員タイプは「安全運転の自動ブレーキ型」と発表されました

が、六興電気の新入社員は、ぜひ壁から逃げずに積極的に

挑戦して欲しいと思っています。 

今回の研修で学んだことを忘れず、ぜひ配属部署でも頑

張ってください。皆さんが活躍することを願っています。これ

からもよろしく！ (人事部 池田 照浩) 

新しい仲間に期待を込めて 

配属先一覧 

マネジメントサポート部 係 島田 茜 

東京第一支店 工事係 家本 省吾・小林 峻 

  安田 駿介・秋山 貴洸 

東京第二支店 工事係 細谷 昌平・矢島 賢人 

  宮川 幹太・飯塚 寛 

  寺田 亮平・原 泰樹 

  小澤 見斗 

茨城支店 工事係 古本 浩希 

北関東支店 工事係 山本 貴史・讃岐 俊哉 

千葉支店 工事係 澤田 将悟・髙橋 良 

横浜支店 工事係 和合 德昌・中村 健人 

北海道支店 工事係 藥袋 智也・笹掛 愼 

東北支店 工事係 河野 佑斗 

新潟支店 工事係 佐藤 巧人・西岡 聖和 

静岡支店 工事係 金原 佑樹 

名古屋支店 工事係 岡澤 祐太・成瀨 賢治 

大阪支店 工事係 大城 翔矢・幸田 洋之 

神戸支店 工事係 石井 直哉・林田 知之 

エネルギープラント部 工事係 中垣 昌 

中国支店 工事係 喜納 昌彦・佃 圭一郎 

九州支店 工事係 池永 貴幸・豊坂 貴志 

電気工事士  佐竹 大樹・菊池 夏生 

  濵田 文也・柾家 凌 

  米丸 晋平 

変わり続けるDNA 

自分のキャッチコピー ①学生時代に最もチャレンジしたこと ②自慢できること ③初任給の使い道 ④動物に例えると 

2014年度新入社員の決意表明 

私達新入社員41名は、｢六興電気の宝｣となることを

決意します。 

六興電気の宝とは、かけがえのない存在であり、自分

だけの強みを持ち、常に成長し続ける存在です。その存

在になるために私達ができることは、「仲間との繋がりを

大切にし、コミュニケーションをとること。自分の仕事に興

味を持つこと。目標意識を持つこと。」の3つです。 

こうして私達が六興電気の宝となることで、六興電気

が永世に伝わっていくことに繋がると考えています。 

先程掲げた3つの行動によって、私達は目標に向かっ

て日々邁進していきます。ここに、私達新入社員41名全

員が協力して、六興電気の宝となることを宣言します。 

フレッシュマンに突撃インタビューしてみました! 

行動力があります 

①鹿児島県高校生物づくりコンテスト電気工事部門に出場

しました。 

②真面目なことです。 

③親になにかプレゼントしてあげようと思います。 

④くまです。 (電気工事士 濵田 文也) 

向き不向きより前向き元気 

①サークルでやっていたバスケッ

トボールと禁煙と酒が弱いので強

くなるように現在進行形でチャレ

ンジ中。 

②あるお金は残らずきれいに使う

こと、バスケットボールを右手なら

どの指でも回せること、その他小さい自慢。 

③親への恩返し、あとその時に彼女がいたらプレゼント、それ

と自分へのご褒美(考え中)。 

④猫です。淡泊に見られがちだけど以外と情に厚いのと、わ

りとフットワークは軽い方だと思うからです。 

 (東京第一支店 小林 峻) 

褒められると伸びないタイプです 

①卒論における研究と誰にでもわかる論文を目指したこと。 

②特にないです。 

③母へのプレゼントを買う予定。 

④できれば一日中寝ていたいので猫でしょうか。 

 (マネジメントサポート部 島田 茜) 

人生は勉強するより、経験する、失敗する、で変わる 

①アパレル販売のアルバイトです。お客様に喜んでもらえる

ように笑顔で接客し、また年上の人に仕事を教えたり普段

できない経験ができました。 

②4年間アパレル販売のアルバイトを続けたこと。小･中･高･

大と学生時代は皆勤だったこと。 

③家族へ感謝の気持ちを伝える

ためにプレゼントを購入し、残った

分は今後のために貯金をしたい。 

④大きなことをして一発逆転を

狙うより日々の努力や積み重ね

を大事にしているので、アリだと思

います。 (北海道支店 笹掛 愼) 
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上段：笹掛・濱田・島田 下段：小林 



レッドブル 5本飲んだら 徹夜かな 

①仕事に対する姿勢。1つの

現場を任され、六興電気の名

に恥じぬよう1つ1つの業務に

取り組むようになりました。 

②現場代人として独り立ちし

たことで、初めての業務がたく

さんあり、覚えて処理していく

ことが大変でした。 

③現場が更地の頃から乗り込み、建物が完成し続々と入居

していく光景を見た時です。 

④自分の考え･判断でどれだけの人が動き、どれだけのお金

が動くか(熟考すればそれなりの結果が出て、気を抜いたら

失敗して後々お金で跳ね返ってくること)を学びました。 

⑤人付き合いです。現場の風通しを良くして協力し合える

環境を保つためにも、関係者との交流は大切だと思います。 

⑥個性だったり自分の考えを尊重してくれるところです。 

⑦渋谷か六本木で騒いでます。調子がいい時はそのまま寝

ないでバスケをし、たまにそのまま打ちっぱなしに行きます。 

⑧もっと勉強してより良い現場管理を行うこと。会社として良

い結果を残すこと。ついでにゴルフのスコアを伸ばすこと。 

⑨失敗を恐れず前向きに取り組んで経験していきましょう。

その経験値を現場代理人になったときにフルで活かしてく

ださい。 5年目社員 (東京第二支店 森 和明) 

私たちも頑張っています! 頑張れ、新入社員! 

第72期 新技術開発アイデア募集審査結果 
バスダクト箱抜き転用枠 

現在担当しているのが30階建てのマンション現場です。上

司より、高層はサイクル工事となるのでいかに手間･材料費･

仮設費を抑えるかが1つの課題とされました。ラックの支持

は貫通枠に支持材を取り付ける方法で架台をなくす工法を

採用しました。バスダクトは開口面積も小さくただ開口があ

ればよいと考え、貫通枠の高い手間賃や頑丈な架台も必要

ないと思い、いかに安く開口を作るかを考えました。建築所

長、資材･板金業者、技術本部の協力を得て転用枠製作に

いたり、数種類の試作・実施･検証･改良･実証を経て過度な

細工･強度を見直し、現在の形となりました。 

転用枠とは、繰り返し使えるコンクリートに開口を作る鋼製

型枠です。鉄板4枚をボルト・ナットで組み立てる単純な物

ですが、型枠･ボイドと違い壊して取るのではなく、ハンマー

で叩いた振動でコンクリート面から縁を切り、すり鉢状の形状

より上に引き抜く物です。製作は１度だけで何度でも使え、コ

受賞者リスト 

＜奨励賞＞ 

・バスダクト箱抜き転用枠 

 東京第一支店 山川 和男 

＜アイデア賞＞ 

・口元でケーブル支持できるエンド  

  工事安全管理部 山田 章広 

・リモコンリレーの回路番号表記の提案 

 北関東支店 矢内 隆行・須田 昌紀 

 名古屋支店 中村 典幸・関川 直樹 

＜入選＞ 

・後付け可能ゴム風船型スリーブ  

 東京第一支店 服部 篤 

・専有部の納まりルール集の作成 

 東京第一支店 成田 智一 

・チェック棒 ･天井確認用定規 

 神戸支店 迫 慎一郎・木下 幹也・中川 大輔 

( 3 ) 

2014年の新技術開発アイデア募集には、101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った結果、下

記の通り奨励賞１件、アイデア賞2件、入選4件となりました。

受賞アイデアをはじめ、提案いただいた全アイデアはポータ

ルサイトの｢事例集｣に掲載しましたので、是非ご覧ください。 

 (技術本部) 

スト面では通常の貫通枠2つ分の費用ででき、30階建てで

あれば28個分の費用が浮き、搬入立会い、TC揚重、場内

運搬がなくなり管理･費用が減ります。是非皆様の現場でも

採用を検討してみてください。 (東京第一支店 山川 和男) 

苦労して 終えて得られる 達成感 

①わからないことを自分なりに

考えるようになった。 

②施工方法や順序がわから

ない中、職人さん達に指示し

なければいけなかったこと。 

③電気設備に限らず、建物が

どのように建てられていくかを

知れること。 

④責任感･1つの行動の重み･1つの発言の重み。 

⑤他業者も含めた職人さん方とのコミュニケーション。今後

は、職人さんの気持ちになって工程を管理していけるように

なりたい。 

⑥ユーモアに溢れる人が多く、話しやすくておもしろい。一人

前になれば現場のことをすべて任せてもらえるので、自分の

やり方を全面に出して行えること。 

⑦買い物。 

⑧いろんな現場を経験し幅広い知識を身に付け、品質向

上･コスト削減に活かしていきたい。その時、その場所に合っ

た施工方法を見つけ出し、指示できるようにしていきたい。 

⑨最初はわからないことが多く失敗などすると思います。そ

の失敗にめげず、同じことを繰り返さないようにし、先のことを

考えていけばおのずとやりがいが見えてくると思います。 

 2年目社員 (千葉支店 勝山 哲義) 

一日が 充実すれば 人生最高でしょ 

①早起きの習慣。お金を稼ぐ

ことは大変だということ。親の

苦労を改めて知った（両親に

感謝）。 

②各業者との取り合い、調整。 

③1日が何事もなく仕事が進

んだとき。 

④半年の職人研修でおおまかな施工ができるようになり、

見るのと実際に施工するのは全然違い、職人の大変さがわ

かった。作業手順、施工方法や段取りの仕方を学んだ。 

⑤職人に笑顔を振りまき後戻りがない仕事を心掛け、次ま

たその次の段取りを考える。お客様も大事だがそれよりも職

人を大事にする(そうでないと仕事が進まない)。 

⑥家賃補助制度が厚い(一人暮らしには大変助かる)。福利

厚生が充実。たまにある飲み会。 

⑦社会人野球・映画鑑賞・睡眠。 

⑧良い職人さんに好かれること。施工要領書や安全書類等

の書類関係を作れるようになる。わかりやすい図面を描ける

ようになる。 

⑨仕事のしやすい現場もあればそうでもない現場もあるの

で、その雰囲気に慣れ各業者とコミュニケーションをとり、仕

事のしやすい現場を作ることが大事だと思う。 

 2年目社員 (九州支店 野底 将基) 

総括して一句 ①1年間仕事をして何か変わったこと ②大変だったこと ③やりがいに思うこと ④学んだこと ⑤仕事をするうえで、大切にしていること 

 ⑥六興電気のここが好き ⑦休日の過ごしかた ⑧これからの課題･目標 ⑨後輩へのメッセージ･アドバイス 

転用枠解体状況 コンクリート打設後 

それ、いいね !アワード2014開催します ! 

新技術開発アイデア募集のスタッフ部門バージョンと

して、｢それ、いいね！アワード2014｣を開催します。日々考

え、実行しているカイゼン策、効率化したこと、廃止した

こと、心がけていること、行って感謝されたこと、ひらめ

き、思いつき等なんでもかまいません。評価は全社員に

よる｢いいね ! ｣投票を行います。詳細はポータルサイトの

専用ページををご覧ください。募集期間は6月30日まで

です。皆さんの提案をお待ちしております ! 

 (それ、いいね！アワード実行委員) 
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京橋町地区優良建築物等整備事業 

当物件は、JR広島駅から徒歩5分の場所に位置し、駅前再開発事業のひとつで住宅をメイ

ンとした複合施設です。現場の特徴としては、免震構造と太陽光発電があることです。 

特に注意した点は、借室･自家用受変電室が別棟のため幹線ルートの検討です。幹線も70

系統近くの本数があり、しかも免震ピットをあがっていくため、免震余長の取り方･設備との取

合い等いろいろ悩むことが多い現場でした。住宅とはいえ、なかなかプロットが決まらず間仕

切り変更も多々ありました。自家用の電力申請も設

計図では高圧一系統なのに今回は特例で二系統

でないと申請できませんと言われ、結局高圧盤を

増やし、配置･単結･発電機負荷の再検討をするは

めになりました。その時は現場が嫌になりそうでした

が、今思えばとても良い経験をさせてもらったと思い

ます。複合施設のため、今まで経験したことがない

設備もあったので本当に良い経験になりました。 

 ゼネコンの皆様にキュービクル･太陽光の搬入、受

電までの工程等こちらの思い通りに進めさせていた

だき、また協力業者の皆様には、私の知識不足、

多々あった変更にも文句を言わずに協力していた

だいて、無事に竣工することができました。この場を

借りて感謝申し上げます。 

 (中国支店 進矢 浩之) 

契約先 西松建設㈱   

設計監理 ㈱都市生活研究所  

工期 2012年5月～2014年2月  

施工場所 広島県広島市南区京橋町  

建築概要 延床面積 14,688㎡ 

 RC造 21階 164戸  

施工部署 中国支店  

協力業者 栄伸電設㈱、㈲三星 

各地の竣工物件 

医療法人社団藤花会 谷藤病院 

私の地元である江別市は札幌市に隣接し、空の玄関である新千歳空港にも近く、交通の

便も良く、古くは煉瓦と、紙で栄えた町です。また市内には石狩川が水を湛え、平地原生林

である野幌森林公園があるなど、自然環境にも恵まれた町でもあります。 

この病院は国道12号線沿いに立地し、旧病院に隣接して新しい病院を建設し、2期工事で

旧病院を解体しアプローチ及び駐車場を建設する工事です。自然災害による停電に対応で

きる災害に強い病院という設計コンセプトから発電機350KVAを塔屋に設置しました。設置に

あたっては12月の寒中、交通規制をした国道からの搬入で、深夜から早朝まで作業は進めら

れました。また人手不足で工程に間に合うかハラハラしましたが、施主様他の御支援、関係

協力業者様のお蔭をもちまして工事を完了することができました。熱く御礼申し上げます。 

協力業者様の多くは市外、遠くは美唄市からも来ていただきました。冬は吹雪などで高速道

路が通行止めとなる日もあり、大変だったと思います。感謝の念に堪えません。 

   (北海道支店 蜂谷 秀世) 

契約先 大和ハウス工業㈱  

設計監理 大和ハウス工業㈱ 

工期 2013年2月～2014年2月 

施工場所 北海道江別市幸町 

建築概要 延床面積 9,712㎡ 

 RC造 地下1階地上5階搭屋1階 

施工部署 北海道支店 

協力業者 ㈱宮田電設工業、㈲八幡電設 

 ㈲プライムエンジニア 

LoVeLa2 

近年、万代地区は新潟の若者のファッション発信基地として注目されています。その万代地

区にあるLoVeLaの隣のボーリング場が、建物の老朽化により解体されることになり、三井不

動産㈱が取得し(仮称)万代一丁目計画新築工事という名称で工事が始まりました（竣工3

カ月前に館名がLoVeLa2に決まりました）。この工事は清水建設㈱新潟営業所様より指名

でいただいたので、失敗できないとプレッシャーもあった中で建物を引き渡すことができ、ホッ

としています。LoVeLa2は店舗数は41店舗、新潟県初出店の店舗は24店舗あります。5～8

階は駐車スペースで500台とめられ、駐車管制はフル装備です。 

工事の一番のポイントは、QB･発電機･幹線ケーブルの屋上への搬入で、機器の承諾から

はじまり、製作を搬入日に合わせて受け入れることに苦労しました。1～4階は階高が4.6～

5mでほとんど高所作業車を使用しての作業で、作業員はやり難さ等で苦労したと思います。

受電は7月初旬、竣工の4カ月前にする工程であるため、それまでに屋上電気室にQBを設

置、幹線ルートのEPS建築工事完了の認識を持ってもらうようにお願い攻撃をしたことで、何

とか受電日を変更することなく、テナント工事に予定通り工事用電気を送ることができまし

た。途中、新潟消防局にも何度か打合せに行きましたが、担当官に｢注目されている建物でも

あるし利用者の安全が一番です。考慮した設備をお願いします。」と言われ、改めて再認識さ

せられました。この工事で得たノウハウは、若手社員にとっても今後に活かせる良い経験だっ

たと思います。 

無事竣工し引き渡しができたことは、この工事に関わった協力業者･弱電協力業者、皆様

のお蔭だと思います。この場を借りてお礼申し上げます。 (新潟支店 山田 文雄) 

契約先 清水建設㈱  

設計監理 清水建設㈱一級建築士事務所  

工期 2012年8月～2013年10月  

施工場所 新潟県新潟市中央区万代  

建築概要 延床面積 31,900㎡ 

 SRC造 8階  

施工部署 新潟支店  

協力業者 ㈱坂電工業、第一電設工業㈱ 

 ㈱ミトモ電設、㈲佐々木電気 

グランドメゾン池下ザ・タワー 

当物件は、名古屋市の東部に位置し市営地下鉄東山線池下駅と直結しており、名古屋駅

まで11分(いずれも東山線)という好立地に加え、スーパー･薬局･区役所･警察署･飲食店など

が集中しており、ここ5年程マンション建設が盛んな居住地として人気の高いエリアです。その

中で、今竣工している名古屋のマンション物件で3番目に高い42階のタワーマンションというこ

ともあり、非常に注目度が高い物件でした。 

この現場は、私にとって営業から異動してのデビュー現場でした。名古屋支店の中でも大規

模物件なので、非常に不安を感じていました。しかし実際現場を施工し始めると、そのような

ことを忘れさせるほどいろいろクリアしていかなくてはならないミッションが待ち構えていまし

た。その中でも一番大きなミッションが、専有部のフリープランです。19階以下は一般的なオ

プションが基本なのですが、20～30階は水廻り以外の間仕切はフリー、31～最上階は完全

なフリープランと、大きく3段階に分かれました。そのため、施工図は気の遠くなるような時間を

費やし、最終的にで230タイプほど作成しました。意

匠的にも凝った造りの上に設計の追加も多々ある

のですが、現場は待ったなしの状況のため納まりに

ついて現場で打合せて決めるといったことも多くあ

りました。そのため、毎日走って階段を上がったり降

りたりと縦横無人に走り回っていたので、いつも事務

所に戻った時は、膝が笑っていました。 

僕がこの厳しい現場を最後まで楽しくやり切れた

のは、他にも急な変更に対応していただいた協力

会社･関係業者の皆様のお蔭です。この場を借り

て、お礼申し上げます。また、施工図が非常に多い

ため、社内検査もいつも以上に手間と時間がかかり

ましたが、支店の方々が協力してくれたお蔭で無

事竣工を迎えることができました。本当にありがとう

ございました。           (名古屋支店 鳥井 秀昭) 

契約先 ㈱長谷工コーポレーション 

設計監理 ㈱ IAO竹田設計 

 ㈱長谷工コーポレーション 

工期 2012年2月～2014年1月 

施工場所 愛知県名古屋市千種区池下 

建築概要 延床面積 48,367㎡ 

 RC造 42階 354戸 

施工部署 名古屋支店 

協力業者 ㈱福岡電工、㈲佐藤電気工事 

 森井電気、㈲稲垣電気工事 



ろっこうニュース 

 *** おしらせ *** 

1級電気施工管理技士 試験結果 

実地試験の合格発表が2月にあり、当社では11名の方

が合格されました。本年度は68名の方がチャレンジしま

す。技術本部では試験対策として、出題されそうな項目だ

けに絞り込んだ内容の通信教育と直前講習会を実施しま

す。合格を目指すには何よりも受験者皆さんの積極的な

取り組みが大切です。共にがんばりましょう！  

経営事項審査結果 

第72期の経営事項審査結果は、電気1,530点、管1,073

点、通信879点でした。完工高が減ったことにより、経審の

評点が下がっております。評点ＵＰには、元請完工高の増

加が必要です。 

2013年度アニュアルレポート完成 

アニュアルレポートは株主や顧客を対象に業績報告や経

営方針を説明するものですが、2013年度は社員自身が六

興電気をより詳しく知るツールとしても活用できるように、

経営施策や経営課題についても盛り込みました。強みだけ

でなく弱みや課題についても記載することで、会社に対す

る知識をより深く持ってもらうことを目的としています。 

任用測定3級チャレンジ試験得点配分変更  

今年度の試験より、専門試験と常識問題の得点配分が

変更になります。従来は半々でしたが、専門試験が7割、常

識問題が3割になります。常識問題はチュートリアルの実施

により前回同様、高得点が予想されるため、専門試験に比

重を置きます。対象者の皆さん、今年は全員合格を目指し

て頑張ってください。 

チュートリアルに営業問題を追加 

社内常識に続き営業に関する問題を追加いたしました。

営業は一般常識と違い「客先へのおもてなしとは」をテー

マに出題しています。社内常識と同様に常識と考えていた

ことが違った理解であった等を再確認することができます。

一般的な知識として必要な問題も含まれていますので、

営業職に限らず是非一度チャレンジし活用してください。 

自転車に関する規程を制定 

業務中に自転車を使用するケースが増えていることか

ら、自転車の使用についてルールを整備いたします。近隣

への外出時や現場間の移動、公共交通機関がない場合

など、自転車を使用する際は、安全運転を心がけましょう。 

１月～３月の採用 

システム開発室 係 井上 万太朗 

東京第二支店 図面作成担当 中西 知 

ENG事業部 シニアエンジニア 堀川 勝之 

ENG事業部 シニアエンジニア 三瓶 勝博 

受注！ 

･つくばみらい市みらい平共同住宅Ⅲ (茨城支店) 

･竹原駅前ホテル (中国支店) 

･在日ドイツ大使館公邸改修 (東京第三支店) 

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 5日 1日:入社式  

5月 10日 10日:創業65周年記念式典  

6月 7日 
人事考課 

支店安全大会 
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 グアム支店が立ち上が

り、本格的な営業を始め

てから約1年。ようやく少

しずつ工事を請け負い、

飲食店の改修工事等、

小さな物から施工を行っ

ております。そんな中で、

昨年末に1件の新築案件の受注にいたりました。建物は新

築で3階建の博物館。展示室や劇場など凝った造りの内装

や外観となっていますので、施工にあたっては元請や設計者

との密な打合せが重要となると考えられます。元請はフィリ

ピン系の会社で、設計はアメリカの会社です。当然やりとりは

全て英語となりますが、言葉の壁だけでなく文化･考え方の

違いが大きいので、柔軟な発想を持って先方とのやり取りを

しなくてはなりません。ただ、全てを現地のやり方に合わせる

だけでは意味がありませんので、地元の電気工事会社と

Rokkoとの違いを現場で見せられればと思っています。 

まずは無事に無事故で現場を終え、その記録を後の現場

に活かせるような管理を行っていきたいと思います。工期は

2014年末まで。2015年早々には竣工案件として報告でき

ればと思いますが、グアムのノンビリとした工事事情の中で

はたして工期通り終わるのか…、乞うご期待。  

  (グアム支店 佐藤 雅之) 

毎日の暑さに負けず頑張ります! 

スタンドにも注目！ 

1月24日、大阪支店で2015年3月に卒業見込みの学生を

対象に現場見学会を開催しました。趣旨は、実際の現場を

見ていただくことで施工管理という仕事を少しでも身近に感

じていただき、興味をもっていただくことでした。 

今回は、大阪工業大学の学生限定に見学会の案内をし

たところ15名も応募があり、その中には女子学生も1名いま

した。これまでにも見学会は行っていましたが、このような大

規模での開催は今回が初めてでした。対象現場は、｢なんば

セントラルプラザリバーガーデン新築工事｣で主体業者のリ

バー建設㈱様にもご協力いただきました。滝内所長、中嶋

君の案内で、実際の施工状況を見ていただきました。また、

社員が作業をしている雰囲気を感じていただくために、現場

事務所も見学コースに入れました。現場内では質問も多数

あり、有意義な見学会となりました。 

今回の見学会を通して、これまで思い描いていた施工管

理に対するイメージが少しは具体的な形になったのではな

いかと思います。今後も、より多くの人材が施工管理という職

業に興味を持ち、六興電気に入社していただけるよう今回

のような見学会を開催したいと思います。  

 （大阪支店 松田 淳司） 

初めての現場見学 

ヤマハスタジアム(磐田)の看板 Renewal ！  

第73期よりスタートした東京第一支店若手レベルアッププ

ロジェクトにより、1～3級職を対象とした若手会を発足しまし

た。この若手会は、若手が｢相談しやすい環境作り｣｢居心地

のよい環境作り｣｢仕事に対するやりがい発見｣｢代理人にな

るための不安解消｣を目的とし、すでに3回開催しました。内

容は抱えている悩みをみんなで相談し、同じ経験をした先

輩からアドバイスをもらったり、仕事以外のプライベートな話

をしたりと、誰とでも話せる環境作りを行いました。 

また、若手会後は六興電気を盛り上げるための懇親会と

して｢六コン｣を開催し、同じ会社にいながらも初対面だった

社員同士の交流を楽しく図り、仲間を増やす環境作りも行い

ました。プロジェクトはまだ始まったばかりですが、若手が早く

現場代理人･上級職になれるようプロジェクトメンバーも全力

で取り組み、日本一入りたい支店にしていきたいと思います。

 (東京第一支店 山本 達也) 

若手会発足しました 

大学生対象に現場見学会を開催  グアム支店本格始動！ 

磐田営業所から車で10分、Jリーグ｢ジュビロ磐田｣ (静岡県

磐田市新貝)のヤマハスタジアムがあります。10年以上前か

らスタジアムアドボードスポンサーとして掲出している当社の

看板。以前は、スタジアムの沿道に掲出されていましたが、

ホームスタジアムの改修工事に伴い、バックスタンド席の中

央上段に移動しました。両面に社名があるため、上の席から

も見えるようになっています。 

今シーズンは、3月2日(日)にホームにて開幕戦がスタート

しました。3月9日(日)対カマタマーレ讃岐戦では、4-1で初

白星を飾りました。しかも、営業所に企業訪問していただい

たDF駒野選手がフリーキックでゴールを決めてくれたので

す。シーズン始まったばかりですので、是非スタジアムで｢ジュ

ビロ磐田｣の応援、そして

当社の看板を見に足を

運んでください。応援に

来られる方は、磐田営業

所にてチケットをご用意

いたします。 

 (静岡支店 金原 和美) 

会議風景 

六コン 左:DF駒野選手  右:GK牲川選手  
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ビスタイ製造 ～福祉施設紹介～ 
現場で使用している｢ビスタイ｣は、現在、全6カ所の福祉施設に製造を委託しています。 

今回、製造を委託している施設へ実際に訪問させていただき、活動内容や特色について伺いましたので、ご紹介します。 

ビスタイとは… 

 ビスタイは、間仕切り壁等

にケーブルを支持するため

自社開発したマンション施

工に適した部材です。名前

の通り、ビスにビニタイを巻

きつけています。 

ビスタイの製造は、施工方法の統一化、労務の簡略化、

部材費の削減へつながりました。 

ビスタイ製造 累計出荷数 

0
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社会福祉法人ふれんず 

 ひかり作業所 (広島県 呉市) 

活動内容 

･内職作業 (筆先メッキ加

工、木工作業等) 

･委託清掃作業 

･資源回収 

･自主製品づくり(和紙ちぎり

絵ハガキ等) 

理念･特色 

｢自分らしさを見つけ、自分なりの働き方で社会貢献しなが

ら、自分の生活を作り出していく自立の場です｣ 

作業前の朝の会では30秒トークという時間を設け、昨日

あったできごとを利用者一人ずつ話します。ひかり作業所で

は、話すことを大切にしています。人とのかかわりの場を増や

していくことで楽しさや喜びなどを共有していける環境づくり

をしています。  

社会福祉法人白峰福祉会 

 町田かたつむりの家 (東京都 町田市) 

活動内容 

･ふきん製造 

･企業からの受注作業 

･EMぼかし製造 

･資源回収 

理念･特色 

｢私たちは知的障がいのある方たちが、地域社会で幸せに

暮らすことをめざします｣ 

知的障がいのある方が幸せに暮らすためには、周りの人が

ご本人とともに幸せについて考えるところから支援していく必

要があります。一人ひとりの｢幸せ｣をともに探し、実現していく

中で、ご本人の｢生きがい｣を見出していけるよう支援してい

くことを目指しています。知的障がいのある方が明日の活動

に心をときめかせるような充実した日中活動を提供できる

ようにしています。 

社会福祉法人くすの木福祉事業会 

わくわくワーク大塚 (愛知県 蒲郡市) 

活動活動 

･委託作業(自動車部品の

組み付け、建築用部品の

作成等) 

･菌床しいたけ栽培 

･縫製製品、製菓、パン作り 

理念･特色 

｢利用者が集団領域の中で、活力のある日常生活を送り

ながら、互いに助け合い、働くことの喜びを分かち合うと共に

社会参加、社会復帰の実現をめざす｣ 

生活支援･作業支援･健康管理を3つの柱として大事にし

ています。生活支援では生活習慣の確立、作業支援では勤

労意欲の高揚、健康管理では体力の増進と支援目標を立

てています。  

社会福祉法人玉柏会 

みすず (静岡県 清水市) 

活動内容 

･組立、加工等の請負作業 

･オリジナル商品作成販売 

･自宅前古紙回収 

･アルミ缶や廃プラ等の選

別、売却 

理念･特色 

｢共生(ともいき)｣ ～地域社会の中でともに生きる～ 

｢ともいき｣ には、地域と共生、お客さまと共生、利用者同

士･利用者と職員の共生の3つの意味があります。ともに生き

るという思いのもと、相手を尊重し、自分自身の存在を明ら

かにしてお互いを認め合える関係づくりをしています。また、

通所することを楽しみに感じていただけるように、心身ともに

健やかに住み慣れた地域において自立した生活を送ること

ができるように支援します。  

NPO法人ポプラ福祉会 

ポプラ工房 (福島県 郡山市) 

活動内容 

･自主製品(焼き菓子)の製

造、販売 

･ギャラリー喫茶の運営 

･下請け作業 (DM 封入作

業、菓子箱折り等) 

･資源回収 

理念･特色 

｢障がい者が社会の中で生き生きと暮らし、働くためのあた

たかい社会環境作りを行う｣ 

社会で働くことが困難な障がい者に就労の機会や生産活

動の機会を提供しています。作業は明るく、楽しく、仲間の親

睦や地域の人々との交流を通して、心ふれあう環境づくりを

はかっています。また、障がい者の就労や社会復帰を目指

し、作業や生活の支援をはかりながら、自立できる生き方を

創造していける自立援助を目指しています。  

社会福祉法人泉会 

泉の家 （東京都 世田谷区) 

活動内容(就労継続支援Ｂ型) 

･自主生産品製造、販売(犬

用クッキー、縫製品) 

･喫茶店業務 

･受託作業(ステッカー封入

等の簡易作業) 

･自転車リサイクル 

理念･特色 

｢わたしたちは、信頼と希望と愛の輪で社会をつなぎます｣ 

就労支援事業の特色として、利用者が自立した日常生活

または社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就

労機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会

の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓

練その他の便宜を適切かつ効果的に行います。 

泉の家では、人や地域との結びつきの中で、身体･知的･精

神障がいのある方々も、お互いに助け合い、認め合いながら

一緒に活動を続けていくことを大切にしています。 
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わくわくワーク大塚 

A.ビスタイを100本で1つの

束にまとめるために、治具を

使って数えています。1から

10の番号がふられたシート

に1本ずつビスタイを並べて

いきます。10本数えたあとは

筒に入れていき、全ての筒を埋めると100本数えることがで

Q.製造作業のなかで、工夫しているところ

はありますか? 

Q.ビスタイ製造についてどのようなときに喜

びや嬉しさを感じますか? 

Q.どのような工程で製造していますか? 

A.ビスタイ製造の仕事は、注文前にビニタイとビスの材料を

いただいています。材料を受け取ってから納期までの日数が

長いので、事前に製造することができます。そのため、時間に

余裕をもって製造できるので大変助かっております。さらに、

継続的に仕事をいただいているので、施設として安定した仕

事を行うことができています。 

六興電気様の仕事を通じて、さまざまな地域や社会へ貢

献することができ、やりがいを感じております。その結果、一

人一人が生活するための基盤を養うことができています。こ

れからも六興電気が成長を続けることで、お互いに共存でき

る関係を維持していきたいと思います。 (全6施設共通) 

Q.六興電気に一言ありますか? 

今回の取材は、現場経験のない私にとってビスタイとはど

ういうもので、どのように使うかというところから始まりました。

ビスタイは機械での製造ではなく、全て手作業で製造され

ていることに驚きました。利用者の方が製造しているところを

見て感じたことは、1つ1つの作業を丁寧に行ってくださるか

らこそ、安心して部材を使うことができるのだと思いました。

また、部材の扱い方、発注する際に工期を考慮しながら分け

て発注する等、改めて見直すことで、よりよい関係を築いて

いけると感じました。 

取材を通して、これからの福祉に対する思いや展望を伺え

たことは、とても貴重な経験であり、さまざまな人とのつなが

りがあることを実感すること

ができました。お忙しいな

か、取材にご協力してくださ

いました皆様には感謝申し

上げます。 （米軍工事支援

センター 村田 惠美)  
村田インタビュー中 

取材後記 

～ 生の声を聞いてきました ～ 

他にはこんな活動をしています! 

ひかり作業所 

A.ビニタイを半分に折る人、

ビスにビニタイを巻く人、ビス

タイを束にまとめる人、梱包

する人と作業を分担してい

ます。製造工程を分けること

で、できるところから始めら

れ多くの人が作業することができます。継続的に作業するこ

とで、利用者は自信をもって取り組むことができます。また、

違う作業へも挑戦できるので1つの製造工程でさまざまなこ

とにチャレンジしていくこともできます。 

みすず 

バザーの時期が近くなるとオリジナル商品を制作していま

す。好きな色や大きさのビーズを組み合わせてつくったアクセ

サリーや水に濡らして使っ

ても 絵が消え な い デコ

パージュ石鹸、利用者さ

んが描いた富士山のイラ

ストなどをポストカードにし

て販売しています。どれも

素敵な商品です。 

ひかり作業所 

ちぎり絵入りの絵はがきを自主製品として作っています。ハ

ガキは牛乳パックの再生紙を使ってつくります。季節を感じ

ることができる花や可愛

らしい動物など、和紙でち

ぎり絵をすることで色鮮

やかに表現することがで

きます。1枚1枚楽しみな

がら世界でひとつだけの

ハガキを制作しています。 

泉の家 

就労移行支援として、就職を目指している利用者が接客

等を学ぶための喫茶店があります。店内には制作したアート

作品の展示や自主製品

｢犬用クッキー｣を販売し

ています。また月1回｢きっ

かけライブ｣を開催し、泉

の家を知り、人と人の結

びつきができるような音

楽活動もしています。 

町田かたつむりの家 

カラオケ･wi i･アート・スポーツ･リトミックなど、さまざまなクラ

ブ活動を行っています。歌を披露できる音楽祭や近隣の方

と一緒にwi i大会などのイ

ベントも開催しています。

このような活動を通じて、

いろいろな方との交流の

場を増やし、幅広い経験

ができる余暇活動をして

います。 

わくわくワーク大塚 

2年に1回、交互に一泊宿泊旅行と日帰り旅行を社会見

学の一環として企画しています。いくつかコースを設定して、

利用者には自分の行き

たい場所を選んでいただ

きます。昨年は、水族館

コースとテーマパークコー

スの2つに分けて、大阪へ

一泊宿泊旅行へ行ってき

ました。 

泉の家 

A.利用者のビスタイ製造が

上達してきていることが嬉し

いです。以前は必ず職員の

チェックが必要でしたが、

日 々 の 積 み 重 ね も あ り、

徐々にチェックが必要な方

が減ってきています。このような職員の喜びは、同時に利用

者にとって達成感と自信へとつながっています。また、最近

では注文が入ると納品先を伝えるようにしています。製造後

のことをイメージすることができるので、利用者のモチベー

ションも高まります。   

町田かたつむりの家 

A.指先に力を入れることが

難しい方でも作業ができる

ような治具を作りました。こ

の治具はビニタイとビスをそ

れぞれ固定して、レバーを引

くとビニタイを巻くことができ

ます。利用者が作業していくうえで難しい部分を支援し、少

しでも作業しやすい環境をつくり、就労していけるようにとさ

まざまな治具を使いながら製造しています。この治具は大工

の得意な方の自作の1つです。 

みすず 

A.ビニタイをビスに巻く作業

を理解できるように治具を

作りました。巻く作業は伝え

ることが難しく、まずはビニタ

イを固定して片手で巻ける

ようにしました。ビニタイの固

定は木材とビニタイの間に少し隙間をつくり、ビニタイが同じ

部分で細く巻かれないように工夫しています。巻くことを理

解すると固定する動作が煩わしくなるので、次のステップと

して両手でできるようにチャレンジしていきます。段階を踏み

ながらビニタイを巻く作業を理解できるようにしています。 

ポプラ工房 

A.ビスタイの製造は一連の

工程を一人で作業していま

す。製造時間が一人ひとり

違うため、自分のペースで進

めていくことができるように

するためです。また、製造中

は布の上にビスとビニタイを置き、ビスが傷つかないようにし

ています。長時間作業をすると指先が痛くなるので、適度な

作業時間を設定してケガのないように気をつけています。 

ポプラ工房 

ギャラリー喫茶ポプラでは、自家製焼き菓子とコーヒーを召

し上がれます。焼き菓子はギフト販売もしています。また、地

元の写真家や画家の作

品展のためのギャラリーも

あります。今年は口コミの

広がりや情報誌に掲載し

たこともあり、たくさんの作

品展の予約が入り、年末

までいっぱいです。 

きます。目で確かめながら体で作業を覚えていくことができ

るので、数字が苦手な方でも作業に携わることができます。 
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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。 

｢計画よし、手順よし、周知よし だが待てよ、 

  再度見直し、安全作業｣ 

 (茨城支店 大場 恵次) 

 これから陽気が暖かくなるにつ

れ、ついつい気が緩みがちになり

ます。｢このぐらいは大丈夫だろう｣

というほんの少しの不安全行動

が、思わぬ大きな事故に繋がるこ

とも考えられます。この標語は、自分では計画･手順･周

知が万全のつもりであっても、もう一度立ち返って確認

をすることで思い込みや抜けを防ぎ、それが安全作業

に繋がるという思いを込めて作成しました。  

お世話になりました 

谷垣 勝久 

 高校卒業と同時に入社したのが46

年前の春でした。六興電気がどんな

仕事をしているのか碌にわからぬまま

事務系としてスタートしました。本社

経理部などを経て地方支店の業務と

しては仙台、横浜、名古屋の各支店

を経験しました。バブル全盛期には財務課長として資金繰

りを任され｢入｣と｢出｣の収支に毎日が戦争状態でいたこと

が大変懐かしく思います。また、総務部長に任命された際に

は、封筒などのロゴマークの統一を行い、名刺においては自

社で印刷できるよう機器を購入し、現在の名刺にいたってお

ります。また、それまで会計伝票や受注報告書などの帳票を

印刷業者に依頼していたのを、PCによる帳票にシフトするこ

とで経費の削減を行い、不良資産の売却においても、ゴルフ

会員権、利用のない保養所などの施設の売却により、財務

体質の改善を行いました。その後、開発営業部に異動し、当

時の政策投資銀行のOBである小川常務に営業のイロハを

伝授され、営業に専念しました。はじめは客先で暑くもない

のに額に汗をかいた情景は今でも忘れられません。その後、

東京第三支店に配属となり現在にいたります。特に東京第

三支店では斎藤理事をはじめ、同年代の仲間が多く、公私

にわたりお付き合いをすることで大変楽しい環境で最後を

飾ることができました。46年間色々なセクションで働けたこと

は私にとっての青春であり人生そのものでした。お世話に

なった方々にこの場をお借りし、御礼申し上げます。 

｢紫の にほへる妹を 憎くあらば 人妻故に 吾恋ひめ

やも｣日曜の午後、娘が宿題を諳んずる。｢ちょっとチイ

ちゃん !それって意味わかってるの?｣ ｢なんかねぇ自分の

お兄さんの奥さんのことが好きな、皇族の歌みたい｣マジ

すか。中学生にどうなん?苦笑しながら新聞に目を落と

す。｢昨日赤坂の料亭で○○党△△派議員が会食、××

氏は声を荒げ中座する場面も｣おいおい国政を担う者の

行動がこんな筒抜けでええの?ネットをひらく。歴史･文

化･教義の違う国家と国家、外交ほど難しいものはないで

しょうが、揚げ足取られんようブレない主義主張をお願い

しますよ、ホント。…取るに足らない些細なことから国際問

題まで、一日中｢それってどうなの｣と思うことは山ほどあ

る。ただ、その殆どは｢然るべき人間が然るべき適切な対

応を取るだろう｣と受け流し、忘却する。しかしだ、職場は

まさに政治･経済･社会の縮図だけれども、この休日の俺

の如く憂いを受け流す、他人事な自分がいたら｢任にあら

ず｣だよ。1日1ミリでも背を伸ばすために、関わろうぜ～色

んなことに。おっとその前に

道徳は守れているかな !襟

を正しておこう。折しも春。

ニューカマーの悪しき見本と

ならぬよう… 

｢桜泣く 宴のあとの 塵芥を 

烏まかせに 放るべからず｣ 

 (西日本本部 田邊 正彦) 

リレートーク 

 

 

 

 

 

美味しいお店 (番外編)        

久々の美味しいもの紹

介は、先日ベトナムのハノ

イに行った際に出会った

料理です。ベトナム料理

と い え ば、生 春 巻 き や

フォーを思い浮かべる方

も多いと思いますが、私の

イチオシはブン･チャーで

す。フォーもブンも米粉でできた麺のことをいうのですが、

フォーは平たくてコシがなくさっぱり味のスープの中に入って

います。それに比べ、ブンは丸く少し弾力のある麺でスープに

つけて食べます。酸味と甘味のバランスの良いスープに、香

草やもやし、甘辛く焼いたお肉と共にいただきます(お店に

よっては揚げ春巻きもセットでついてきます)。これがクセにな

る味なんですよ ! 

ブンにはチャーだけでなく他にも種類があるようなので、ま

たベトナムに行った際にはいろいろ食べてみたいと思ってま

す。皆さんもベトナム料理を食べる機会があれば、ぜひお試

しください☆ (人事部 河上 美幸) 

卒業&新メンバーのご紹介 

ー 訃報 － 

椙山 諭 さん 

元取締役の椙山諭さんが2月14日に心不全のため急逝されました(享年87歳)。椙山さんは三井住友銀行の前身であ

る太陽神戸銀行の浜松町支店長時代から当社とは深いご縁があり、長江名誉会長の懇望により入社いただき、在職24

年間にわたり本社の中枢部門で活躍されました。日頃、社内では自称｢ミスタースギヤマ！｣と名乗りユーモアあふれるご指

導もいただき、営業面では当時さくら銀行初代頭取の橋本様宅の訪問をはじめ、数々の場面でご一緒させてもらいまし

た。お得意先で現在までご下命いただいているお付合いの基礎を築いた功労者です。心よりご冥福をお祈りいたします。

合掌。 (監査室 小田原 守司) 

三森 智文 さん 

元四国支店(現高松営業所)の三森智文さんが2月23日に逝去されました(享年76歳)。三森さんは平成3年に入社され

営業一筋。常にアグレッシブで何かことが起きれば夜中にでも自ら一番に飛んでいく姿勢を見せ、社員からも信頼される

存在でした。営業で印象的なのは当社初の光ケーブル敷設工事を手探りの状態から受注し、最終的には四国全体で合

計9カ所の工事を受注したことです。病に倒れ本当に残念ですが、最後の最後まで仕事人間だったと伺い三森さんらしい

人生だったのかなとも感じています。謹んでご冥福をお祈りいたします。 (中国支店 西川 雅司)  

産休のため、今号で卒業することになりました。写真のレイ

アウトを学んだり、現場へ行って新入社員研修の取材をさせ

てもらったりと、毎号思い入れの深いものとなり貴重な経験を

させていただきました。ご協力いただいた皆様ありがとうござ

いました。 (東京第二支店 山岸 真弓) 

この度、新聞委員になりまし

た。メンバーから指導していた

だきながら、よりよい新聞をお

届けできるよう頑張ります。原

稿をお願いすることもあるかと

思いますので、その際はご協

力お願いいたします。 

  (東京第二支店 後藤 允彦) バトンタッチ 

次回は九州支店の辻室長 

これがブン・チャーです 

今号は、｢Hafa Adai!｣はお休みです。 


