
あけましておめでとうございます。昨年はたくさんの忘年会にお

誘いいただき、ありがとうございました。協力業者の方々と一緒の

忘年会、アイドルグループを呼んで華やかに開催した会、そして有

名温泉での豪華な宴会と、各支店とも趣向を凝らして計画してい

ました。私にとって忘年会は、安全大会と並んで、地方支店の社員

と顔をあわせる貴重な機会です。時間は限られていましたが、楽し

く有意義に過ごさせていただきました。 

年末には成果配分金も支給しました。成果配分とは、部署ごとに

稼いだ純利益の20%を社員に還元する制度です。たとえば業務

の工夫で利益が100万円増えたら20万円が還元されるので、社

員は仕事で扱う金を「自分の金」と感じ、きめ細かな利益改善につ

ながります。今年は全支店に支給することができ、一部支店では

かなりまとまった額となりました。これは皆さんが真剣に仕事に取り

組んだ成果ですが、もう1つ忘れてならないのはご家族からの支援

です。夜遅くまで残業をしたり、休日出勤したりしたことも多かった

と思いますが、それを支えてくれたのは皆さんのご家族です。です

から成果配分金を持って帰るときは、「ご苦労さま」と声をかけてあ

げてください。 

営業は順調にスタート 

さて、第74期も最初の3カ月が終了しました。12月末の受注状

況は、対月割り目標で154.9%、昨年同期と比べても+16億円と

好調にスタートしました。目立つのはやはり集合住宅で、㈱長谷工

コーポレーション様の専門部署である東京第二支店をはじめとし

て、名古屋や大阪といった都市部で大型案件を受注する予定で

す。米軍工事に関しては前期の出件が少なく心配でしたが、懸案

の瑞慶覧の小学校を沖縄で受注し、岩国でも住宅改修工事等を

受注することができました。それ以外の各支店も、順調に受注を

積み上げています。9月まで、この調子を維持してください。 

今年の採用活動 

ところで年も明けて、採用活動も徐々にスタートしています。例年

通りインターンシップの受け入れを積極的に行いますが、併せて情

報発信力を高めるべく、WEBサイトの再構築も進めています。その

一環で学生に送るメッセージを求められたのですが、若い人たち

が会社を選ぶとき何を知ってもらいたいかを整理する、良い機会と

なりました。これから就職活動をする学生諸君の参考になればと

思い、書かせていただきます。 

最初に訴えたいのは、社風の重要性です。我々と同じ電気工事

の会社であっても、社風はかなり違います。これは会社の成り立ち

や主要な取引先からくるもので、良いとか悪いではなく、合う・合わ

ないの問題です。たとえば官庁工事が多い会社では、仕事の流れ

が必然的に官庁に倣ったものとなり、文書や規則が重視されます。

一方で民間を相手にする会社では機転の利いた対応が重視さ

れ、成果を尺度に評価が下される傾向があります。知識が豊富な

A君と応用が得意なB君がいたとすれば、A君は官庁や大企業を

得意先とする会社に合っており、B君は民間のお客様から要望を

直接聞く会社に向いています。次に実力主義と実績主義ですが、

これは似ているようで全然違う考え方です。簡単にいえば、実力主

義はポテンシャルを重視するのに対し、実績主義はアウトプットを

重視します。実力主義の会社でポテンシャルを高めるのに必要な

時間を確保できれば、遅咲きの人に合うかもしれません。しかし遅

咲きの人が実績主義の会社に入ってしまうと、面倒なことになりま

す。実力主義と実績主義を混同している企業があることは要注意

で、見極めるために実力主義と実績主義の違いって何ですか、と

聞いてみるのも良いかもしれません。 

求める人材像というのもよく出てきますが、それが自分に当ては

まるかよく考えて下さい。求められる人材像というと、「個性豊かで

人望があり、誰とでもコミュニケーションをとれる人」、「リーダーシッ

プがあって体力にも自信がある、意欲に溢れた学生」、「しっかりと

した自分の意思と、他人への思いやりも併せ持った人材」、というよ

うなものが多いと思います。いかにもハードルが高そうですが、そん

な尖がった就活生ってどれだけ居るのでしょう？もちろん会社に

よって違いますが、企業の本音はもっとDown To the Earthな処

にあるように思えてなりません。 

では六興電気はどんな社風で、どんな人を求めているのでしょ

う？まず取引先ですが、90%以上が民間企業です。ですから、規則

は業務の実情にあわせて改善し続けるもの、と考えています。そし

て実力主義であり、実績主義ではありません。ただし実務的な実

力をつけてもらうため、かなりハードなプログラムが用意されていま

す。求める人材像については、明示的に定めていません ！強いて言

えば、実力を蓄える力があるかどうかを見ますが、どんな力をつけ

たとしても、社内に居場所がある温かい組織にしたいと思っていま

す。ただ当社では、自由があるかわりに、自分で決めることが常に

求められます。ですから、求められる人材像は、「“決める”と“決ま

る”の違いがわかる」ということかもしれません。たくさんの応募をお

待ちしています。 

本社にリビングルーム 

本社8階の受付が殺風景だったので、リニューアルしました。テー

マはマンションのLDK。お客様や社員に自宅に帰ってきたように感

じてもらい、リラックスした打合せをしてほしいと考えた結果です。

設計を受付は初めてというハウスメーカーに依頼し、水周りこそあり

ませんが、キッチンのイメージと洒落たダイニング＋リビングを作り

ました。夕方以降の受付としてあまり使われない時間帯は、残業を

している方が寛ぐ場としても使えます。社員が作ったフラワーアレン

ジメントを飾ってお客様に見ていただくのも、ワクワク感があって楽

しそうです。淹れたてのコーヒーと冷えたビールを用意して、お待ち

しています。 

求められる人材像 代表執行役社長 長江 洋一 
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第73期は千葉支店 ～部署業績表彰～ 
最優秀部門賞   千葉支店 

優秀部門賞 

・受注業績 （達成率） ・受注粗利業績 （達成率） 

 1位 ENG事業部 （127.1％）  1位 東北支店 （423.9％） 

 2位 神戸支店 （123.0％）  2位 名古屋支店 （231.9％） 

 3位 EP支店 （113.2％）  3位 横浜支店 （221.9％） 

・施工業績    ・施工粗利業績   

 1位 ENG事業部 （127.1％）  1位 名古屋支店 （168.7％） 

 2位 名古屋支店 （113.5％）  2位 神戸支店 （127.7％） 

 3位 EP支店 （111.3％）  3位 横浜支店 （125.4％） 

最優秀部門賞 

強みはチームワーク 
 第73期は前期からの繰

越工事が例年に増して多

く、現場の施工体制のこと

もあり、受注についてはか

なり苦戦しましたが、それ

でも官庁工事や大型マン

ション等を受注することが

できました。また各現場で

は、それぞれで利益改善

をしてくれたことで、それらの積み重ねがこの度の受賞に結びついたのだと思います。 

千葉支店は現在21名と大きい部署ではありませんが、工事・営業・積算・管理とチームワー

クの良さはどこの支店にも引けをとらない支店です。近年、千葉支店は大型マンションや病

院、老健施設などを多く施工しておりますが、今後はそれらに加え、工場・物流倉庫・商業施

設などにも力を入れ、取り組んでいきたいと思っています。 （千葉支店 岡本 茂） 

創意工夫努力賞 

金賞 九州支店沖縄営業所 福田 充  

「米軍家族住宅PHASE8改修」 

 当物件は「米軍家族住宅PHASE7」に続く第8期目の工事です。

エリアは、嘉手納基地内及びキャンプコートニー、プラザハウジング

エリア、オドネルガーデン等の広範囲にわたります。そのため資材

及び労務計画に関しては、エリア別の予算書を作成し予算管理

を行ったことで、資材管理を徹底することができました。 

 また、各エリア担当者間においては、協力業者の人員配置等、

綿密に打合せを行い無理のない全体工程を調整し、労務ロスのないよう努めました。なかで

も外構作業は協力業者1社で進めていたので、どのエリアの建物から優先し受電を進め、停

電日を調整するか大変苦労いたしました。さらに、同一タイプの部屋の施工が多いため、今ま

で培った住宅改修工事の経験を活かし、配管ルート及び支持材の取り付け位置等を明確化

し、幹線ルートの変更等を実施したことで資材と労務費等の低減を図ることができました。 

千葉支店のメンバー 

金賞 東京第二支店 藤村 浩一  

「多摩ニュータウン南大沢計画（設備）」 

当物件は、京王相模原線南大沢駅から徒歩20分とかなり離れ

ていますが、高台にあるため建物から見える景色は素晴らしく、

天気が良いと世界遺産の富士山も見ることができます。 

この現場で苦労した点は、搬入経路の確保と施工方法の簡略

化でした。まず、搬入経路は敷地の形状の関係で1つしかなく、埋

設配管のルートを変更したことで、早期に施工することができまし

た。次に、施工方法の簡略化は少ない人員で作業できるように、加工できるものは極力加工

するようにし、また竣工間際に工事が集中しないように建築へ工程の依頼をしました。そのた

め、受電後に遅れることなく水を出すことができ、設備工事での最重要課題の漏水ゼロを実

現できました。 

( 2 ) 

下半期、頑張った現場の表彰を行いました。 

創意工夫努力賞一覧 

金賞 

東京第一支店 高橋 智則 他計3名 日本コムシス品川港南ビル 

東京第一支店 安達 俊浩 他計2名 初富保健病院ナースコール更新 

東京第一支店 高畑 慶  新宿区新宿一丁目計画 

東京第二支店 藤村 浩一  多摩ニュータウン南大沢計画（設備） 

北関東支店 森定 祐二 他計3名 上田市交流・文化施設 

千葉支店 小山 雅史 他計5名 幕張ベイタウンH7街区計画 

千葉支店 岡崎 祐司 他計2名 船橋北本町プロジェクト共同住宅Ⅴ・Ⅳ街区 

横浜支店 鹿沼 可明  日産車体㈱平塚事務所棟 

東北支店 阿部 雅之 他計13名 三沢米軍家族住宅改修工事第2期・第3期 

静岡支店 梅田 弘幸 他計5名 富士外（23震災関連）隊庁舎改修他 

大阪支店 木元 正樹  豊中市本町集合住宅 

大阪支店 太田 聖巳  プレサンスロジェ桜川 

九州支店 奥山 正純 他計3名 米軍家族住宅PHASE8改修 

銀賞 

東京第一支店 井村 正春 他計2名 サンシティ横浜介護棟増築 

東京第二支店 菅藤 俊範  上鶴間本町二丁目計画 

東京第二支店 土井 省二  上鶴間本町二丁目計画（設備） 

東京第二支店 高橋 良弥  八王子八日町計画 

東京第二支店 藤村 浩一  西武立川計画（設備） 

東京第二支店 松廣 徹  総合追浜東Ｂ敷地 

北関東支店 長澤 佳宏 他計2名 大宮桜木町計画 

北関東支店 飯村 美晴  浦和高砂計画 

横浜支店 葛西 貴志  ブランズ溝の口計画 

北海道支店 横山 智郁  井門札幌パークフロントビル改修 

東北支店 早坂 和孝 他計3名 仙台宮町清水マンション 

静岡支店 星 真人 他計4名 富士カプセル㈱北山工場第一製剤棟増築 

名古屋支店 菱田 祐一郎 他計2名 グランドメゾン池下タワー 

 

 

名古屋支店 近藤 明  オーネスト名城 

大阪支店 南田 優  北区天神西町ファミリー・ 

   ワンルームマンション計画 

大阪支店 中嶋 純平  阿倍野区三明町計画 

大阪支店 合田 秀信  和歌山市友田町3丁目計画 

大阪支店 中嶋 純平  阿倍野区美章園 

銅賞 

東京第二支店 藤谷 正央  府中市四谷計画（設備） 

東京第二支店 森 和明  多摩ニュータウン南大沢計画 

東京第二支店 桑原 佑太  メイツ豊田旭が丘計画 

東京第二支店 小山内 郁弥 他計2名 ライオンズ相模原 

横浜支店 坂田 雄大 他計3名 WHOLE HOUSE REVITAL IZAT ION 

    H IGHRISE3050 ATSUG I 

横浜支店 小寺 八向 他計3名 ブランズ4番町計画 

名古屋支店 佐藤 健治 他計2名 西山プロジェクト第Ⅱ期 

名古屋支店 水野 淳司  オーネスト日比野 

大阪支店 井上 琢磨  浪速区元町計画 

大阪支店 太田 聖巳  プレサンスロジェ心斎橋 

大阪支店 中嶋 拓人  川西中央町集合住宅計画 

神戸支店 帯刀 浩二  須磨区行幸町計画 

神戸支店 木下 幹也  プレサンスロジェ西宮今津 

本部長賞 

東北支店 佐藤 芳夫 他計10名 東北大学川内・三条・青葉山新営及び改修他 

東北支店 佐々木 大樹  REPA IR FIRE DEFICIENCIES 

    THEATER ＢＬＤＧ556 

ENG事業部 八反田 幸仁 他計6名 コスト管理関連委託業務 

大阪支店 妹尾 淳弘  京都市中京区三条町計画 

MS部 木内 久瑠美  それ、いいね！アワードQUOカードデザイン 



六興電気のゆく年くる年 

( 3 ) 

執行役員 東北支店長 小野 寧親 

 東日本大震災後、東北支店を任され、早3年が経過しました。震

災後、東北支店社員ひとりも欠けることなく、3年もの間で8人の

仲間が増えました。その社員全員が何の不自由もなく生活でき

ていること、そして順調に良い成績を収め成長してきたことは、全

国の皆様方のお力添えがあってのことと、深く感謝申し上げます。 

 私自身、今回このような重責を担うこととなり、なんとか会社のお

役にたてるよう頑張っていきたいと思います。まずは「若手及び次

世代リーダーの育成」。誰からも信頼され、誰からも可愛がられる社員育成に力を注ぎ、人とし

て基本的に行わなければならないことを「やれない」ではなく、「やらない」人間をなくすよう指

導していきたいと考えております。 

また、魅力ある会社づくりを行うためにも、他社が持たないものが何かを今後考えていき、

六興電気の社員であることに誇りを持てるような会社づくりと、個人個人の良いところを十分

に発揮できる環境づくりに貢献したいと考えます。 

とは申しましても、まだまだ若輩者。若気の至りで間違った方向に進むことも多々あろうかと

思いますが、皆様方のご指導をいただきながら、心新たに頑張っていきたいと思いますので、

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

第73期の決算は以下のとおりとなりました。 

増収増益となり礎を築く基礎固めができました。 

第73期 決算報告 

新雪を 駆け抜けやっと 除夜の鐘 

4月から新社会人として新しい職場に足を踏み入れ、そのなかでたくさんの人と出会い、多

くのことを学んできました。新入社員研修では自衛隊の体験を通して、心身を鍛えると共に

時間の大切さを知ることができました。電工研修では職人さんの下で電気工事をして、施工

方法の楽しさを学ぶことができました。半年目修了研修では現場の安全、材料・工具につい

て学習し、また同期と半年の苦労を分かち合うこともできました。その後も配線図を描くこと

や材料の発注も少しずつできるようになっていきました。 

その一方で、重い材料・工具を運んだり、それらを覚える努力をしたり、失敗したりと苦労す

ることもたくさんありました。まさに雪に足を取

られながら必死で駆け抜けているような状態

でした。それらの日々を乗り越え、無事に年

末を迎えることができ、除夜の鐘を聞きなが

らその喜びをこれまで辿った足跡を振り返り

ました。 

（北海道支店 藥袋 智也） 

多くの人との出会いが支えになりました 

体力も 仕事と同じ 積み重ね 

 今年で生を受け5回目の干支を迎える。い

ざこの歳を迎え1番に思うことは、 まだ自分

は歳相応ではなく「若い」と自負している。 

 入社以来、今日までよく仕事が継続できた

なと思う。現場管理を経験して良い内容は

記憶に少ないが、苦しい経験・失敗したこと

は今でもよく覚えている。仕事に対して何を

糧に頑張ってこられたかと考えると「会社には迷惑をかけられない」という言葉だけ考えてき

たように思う。またストレス解消として趣味を継続してきたことが、仕事に対するけじめがつき

頑張れた要因だと思う。 

10歳から水泳をはじめ、現在も現役競泳選手としてマスターズの大会に年に数回出場して

いる。いずれのスポーツでも同じだと思うが、練習を継続し努力しないと記録を維持・更新で

きない。苦しい練習に耐え継続することは、仕事に対していい刺激になっている。 

過去何度か日本スポーツマスターズ大会で優勝できたが、昨年は2位に終わった。今年は

是非とも優勝を目標に頑張りたいと思う。それには健康な体を与えてくれた親に感謝しつつ、

なお一層の努力を継続していくつもりでいる。 （中国支店 上野 愼司） 

ひつじ年 ウールのように 温かく 

今年は結婚して初めてのお正月を迎えました。実家の近くで暮らしているので両親と一緒

におせち料理やお雑煮を食べたり、初詣に行ったり。過ごし方は去年と変わらないのですが、

家族が増えるとなんだか新鮮です。父と夫は食べ物の好みが似ていて、お互いおいしそうな

お菓子を見つけるとお土産に買ってきて交換したり（特にかりんとうが人気なよう）、スマホの

使い方を聞いたりと父が1番楽しそうです。 

結婚する際には多くの方々に祝福していただき、とてもありがたく嬉しかったです。そして多

くの方々に支えられているんだなと日ごろ忘れがちな感謝の気持ちでいっぱいでした。その気

持ちを忘れずに私も周りの人を少しでも温か

い気持ちにできるよう、思いやる余裕のある

人になれるよう、強い心でいられたらと思いま

す。皆様にとって幸せな1年となりますよう心

よりお祈り申し上げます。  

 （横浜支店 千代村 恵） 

温かい家庭を築きます 

夏の朝 暑さ忘れり 青い海  

昨年の思い出深い出来事は、子どもの夏

休みに合わせての沖縄旅行でした。我が家

は過去に海へ行っても天候に恵まれず、海で

気持ちよく泳いだことがありません。私と妻は

良いのですが…。泳ぐのが大好きな長男と

次男は綺麗な海で泳ぎたいようです。夫婦

で考えた末、今年から中学生になる長男の

予定を考え、綺麗な海に行こうということになりました。 

数日前まで、大型台風で出発できるかわからない状況でしたが、当日は見事なまでの晴

天になりました。沖縄のエメラルドグリーンの海、真っ青な空にまず感動です。家族の希望の

シュノーケルは子どもたちの飲み込みの早さに驚きました…汗。そして、真夏の沖縄は湿気が

あり、とても快適な陽気とはいえませんでしたが、朝ホテルで起きた時の目の前一面に開け

た青い海を見た時の感動は忘れられません。 

他にも昨年は公私共に例年より外出の多い有意義に過ごせた年に思います。今年も健康

管理をしっかり行い、有意義な年にしたいと思います。 

 （北関東支店 菊地 健司） 

今年は優勝します 

～恒例の年始挨拶は年男・年女の社員の皆さんに一句詠んでいただきました～ 

青空のもと海水浴を楽しめました 

科目 金額 

売上高  38,165,155 

 完成工事高 37,809,284  

 兼業事業売上高 355,871  

売上原価  34,600,950 

 完成工事原価 34,336,320  

 兼業事業売上原価 264,629  

 売上総利益  3,564,205 

販売費及び一般管理費  2,336,679 

  営業利益  1,227,525 

営業外収益  162,855 

営業外費用  10,141 

  経常利益  1,380,239 

特別利益  36,744 

特別損失  39,765 

  税引前当期純利益  1,377,218 

  法人税、住民税及び事業税 802,691  

  法人税等調整額 ▲102,394  

  法人税等合計  700,297 

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益  676,921 

自 2013年10月1日  至 2014年9月30日 

損益計算書 
（単位:千円） 

科目 金額 科目 金額 

 （資産の部） （24,903,311）  （負債の部） （13,219,701） 

流動資産流動資産流動資産流動資産    20,020,442 流動負債流動負債流動負債流動負債    12,026,720 

  現金預金 8,225,749   支払手形 690,540 

  受取手形 4,174,557   未払金等 8,997,416 

  完成工事未収入金 6,691,406   未成工事受入金 1,339,897 

  未成工事支出金 97,865   その他 36,842 

  繰延税金資産 436,881    賞与引当金 810,022 

  その他 397,980   工事損失引当金 152,000 

  貸倒引当金 ▲4,000 固定負債固定負債固定負債固定負債    1,192,980 

固定資産固定資産固定資産固定資産    4,882,868   退職給付引当金 1,012,975 

 有形固定資産 857,756   その他引当金 180,004 

  建物・構築物 283,009  （純資産の部） (11,683,610) 

  機械・運搬具等 84,070 株主資本株主資本株主資本株主資本    11,531,155 

  土地 459,567  資本金 500,000 

  建設仮勘定 31,110  資本剰余金 160,680 

 投資その他の資産 4,025,109  利益剰余金 10,871,314 

  投資有価証券 2,165,248   利益準備金 125,000 

  長期貸付金 750,000   別途積立金 10,037,648 

  繰延税金資産 344,582   繰越利益剰余金 708,666 

  その他 773,099  自己株式 ▲840 

  貸倒引当金 ▲7,820 評価評価評価評価・・・・換算差額等換算差額等換算差額等換算差額等 152,454 

資産合計資産合計資産合計資産合計    24,903,311 負債負債負債負債・・・・純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計    24,903,311 

貸借対照表 
2014年9月30日現在 （単位:千円） 

社員育成に注力 

～新任役員の挨拶～ 



各地の竣工物件 
富士駐屯地・板妻駐屯地 

電気・機械・通信の工事を行いました 

当物件は静岡県東部、小山町・御殿場市周辺にある自衛隊施設の1つです。周辺には世

界遺産の富士山をはじめ、富士五湖など数多くの観光スポットがあります。夏には富士駐屯

地で総合火力演習という実戦さながらの大人気のイベントもあります。 

今回施工したのは富士駐屯地、板妻駐屯地の2カ所です。小山町にある富士駐屯地は隊

庁舎の建物で、躯体を残し内装を全撤去、その後、耐震と内装の全面改修を行った工事で

す。設備を一新しており、その際に受変電設備も柱上変圧器から屋内キュービクル式へと変

更しています。御殿場市にある板妻駐屯地では木造の倉庫を解体し、鉄骨の倉庫の新築を

行った工事です。新築に伴い設備の一新のほか、受変電設備は既設のキュービクルを増設・

改修しています。今回は電気・機械・通信の工事を受注しており、通常の電気工事だけでは

なく、通信では無線や光ケーブル、表示設備などがあり、機械では空調・衛生から屋外給汽

まで設備一式があり、おまけにＥＬＶまであり盛りだくさんの内容でした。 

苦労した点は工期で、当初3月の竣工でしたが、建築の人手不足や記録的大雪の影響も

あり大幅に遅れ、期限までに引渡しが難しくなってしまったことです。その都度、駐屯地ごとに

部隊や防衛局と打合せし、常に工程表と睨

めっこして調整し、なんとか最終延長期限ま

でに引渡しを進めることができました。工夫し

た点は2現場同時竣工になるため協力会社

を2社に分け、労務の確保を行ったこと、技術

提案にあった停電作業の計画をしっかり行っ

たことです。最終的に停電作業は5回行いま

したが、計画した日程で最低限の停電回数

で収めることができました。 

               （静岡支店 梅田 弘幸） 

契約先 南関東防衛局  

設計監理 ㈱ムラシマ事務所  

工期 2012年3月～2014年7月  

（富士駐屯地） 

施工場所 駿東郡小山町須走 

建築概要 延床面積 5,625㎡ 3階建 ＲＣ造 

（板妻駐屯地） 

施工場所 御殿場市板妻 

建築概要 延床面積 4,167㎡ 2階建 S造 

施工部署 静岡支店 

協力業者 ㈲原電気工業・㈱三興総業  

( 4 ) 

日産車体㈱平塚事務所棟 

人手不足の建設業界事情を実感しました 

当物件は平塚市の工業地区天沼にあり、平塚駅から厚木方面に徒歩20分です。建築主の

日産車体㈱の本社がある湘南地区は、国道129号線を挟み大きく1～4地区に分かれてお

り、敷地総面積は広大です。また地域貢献などの考え方から、平日はほぼ毎日午前と午後に

小学生の工場見学を受け入れており、自動車の生産ラインを間近で見ることができます。 

今回の工事は湘南地区再編に伴い、もともと本社ビルがあった1地区を売却し2地区に本

社を移転し、また2地区の生産ラインを縮小し、その分事務系の部屋を増設するといった一連

の工事のなかで、私は新設本社ビルと既設守衛棟の移設工事を担当しました。工期が短い

なかでスタートしましたが、鉄骨建方、躯体工事で人手不足によりさらに遅れました。事務所

ビルのため多少の遅れは内装で取り返せるという考えは、今の人手不足の建設業界事情で

は通用しませんでした。この先、オリンピックを控えた首都圏近郊で仕事をする我々は、この

問題に対してどう対応するか改めて考えさせられる現場になりました。 

2地区正門の守衛棟移設工事では、建屋の規模は小さいものの、そのなかに納まっている

自火報受信機及び弱電機器の移設に大変苦労しました。設計図はあってもないようなもの

で、実際に警備に就かれている方でさえ、この機器が要不要か分からないものも存在してい

ました。そこで何を移設し撤去するか、全て時間をかけて調査しリスト化する必要がありまし

た。移設する受信機だけでも3面あり、工事中は自火報設備の警戒がなくなるため、施主様

の移設工事に対する関心は相当なものでした。我々も未警戒時間を極力少なくするために、

何度も計画書を修正しましたが、結局マンパワーでぶっ通しで作業することで乗り切りました。

 （横浜支店 鹿沼 可明） 

契約先 ㈱フジタ  

設計監理 ㈱フジタ  

工期 2013年9月～2014年3月  

施工場所 神奈川県平塚市堤町 

建築概要 延床面積 4,052㎡ S造 地上4階 

 守衛棟・立体駐車場他   

施工部署 横浜支店  

協力業者 ㈲オービット  

特別養護老人ホーム三陽 

積雪や採暖の対策が必要でした 

当物件は、農試公園に隣接しポプラ並木など、さまざまな樹木が多くあります。春は桜の名

所、秋にはナナカマドが赤く染まり、川では鮭の遡上が見られ、「四季の息吹がやさしく寄り添

い、小鳥のさえずりと温かな日差しで目覚める和の住まい」をコンセプトに建設されました。 

施設の事業内容は、特別養護老人ホーム80床、ショートステイ10床 デイサービス、福祉避

難場所用スペースとなっております。 

現場は、10月着工のため躯体工事は冬期となるため、建物に上屋をかけ、積雪や採暖の

対策をとり施工を行いました。しかし、労務不足のため躯体工事が遅れ、上棟が5月となり内

装工程が大変厳しくなり、それに加え札幌市の要請（老人ホーム不足）で7月30日の引渡し

となったため、工程の調整に苦労をしましたが、事前に配管・配線ルートを計画、確保すること

によりスムーズに施工することができました。 （北海道支店 工藤 貴浩）  

契約先 東急建設㈱  

設計監理 北海道日建設計㈱  

工期 2013年10月～2014月8月  

施工場所 札幌市西区八軒  

建築概要 延床面積 5,331㎡  

 ＲＣ造 地上3階建  

施工部署 北海道支店 

協力業者 光電気工事㈲ 

岡山労災病院 

過去の実績が活かされました 

当現場は、岡山市南東部に位置し、県内でも有数の高機能病院として急性期医療全般を

担い、当社岡山営業所が約35年前に旧館を施工した物件の増改築工事でした。第1期工事

で新館建築エリア確保のための一部分旧館解体及び仮設工事をし、第2・3期工事で新館

の建設及び一部旧館の改修工事をしました。 

既設病院を使用しながらの工事になるので、既設ケーブルの切り離しや仮設工事も実施し

ますが、竣工図しかありませんでした。ただ、営業所には過去35年間メンテナンスや改修をし

た実績があり、施工図など数多くの資料を保存していたため無事故でクリアできました。ま

た、病院周辺は住宅地のため、工事に伴う騒音や振動には充分配慮し、毎月近隣の方と打

合せや日･祝日の作業禁止及び平日の残業禁止等、協力業者の皆さんには作業員の確保

に苦労をかけてしまい、全体工程も約半年延びてしまいました。施工も当時の院長先生が、

災害に強い建物とすべく、重要インフラが水没しないように電気室は3階に配置し、1000KVA

発電機を屋上の発電機室に搬入するのに苦労しました。また、監理者が大変熱心で承諾

図・施工図や書類の承諾にもかなり苦労しました。 

当支店は四国に同様な病院の物件を抱えており、人員不足が懸案事項としてありました

が、北関東支店から麦倉所長を迎え、大阪支店の村上主任、佐藤主任の応援等で助けてい

ただいたことで乗り越えることができました。そして、当社行事の現場改善事例発表会で、最

優秀賞を受賞できたのは大変光栄でした。 （中国支店  中山 憲也） 

契約先 労働者健康福祉機構  

設計監理 ㈱日建設計  

工期 2010年11月~2014年6月  

施工場所 岡山県南区築港緑町  

建築概要 延床面積 26,781㎡ ＲＣ造 

 新築7階 改修3階 358戸 

施工部署 中国支店・北関東支店  

協力業者 旭電業㈱・平松電気工事㈱ 

 せのお電気㈱ 

板妻駐屯地 

富士駐屯地 
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 新潟支店 

 名古屋支店 

 第73期実質利益があとわずかなと

ころで目標を達成できなかったこと

を反省し、今期は何事にも先に仕掛

け、必ず目標を成し遂げることをス

ローガンに掲げました。サブスローガ

ン、成果配分「めざせ ！銀行振込 ！ ！」

を実現できるよう着実に努力してい

きます。事務所も移転し、心機一転

頑張ります（あまりにも夜の環境の良

さで、真っ直ぐに家にたどり着ける

か、一抹の不安がありますが…）。 

 （支店長 志賀 啓介） 

入社1年目、期待の若者を紹介します 

 

新潟支店は1957年2月に新潟営業所として開設され、その後1965年8月に新潟支店とな

り、1990年7月に新潟市中央区関屋金鉢山町に自社ビルが完成し業務を行っておりました。

そしてこの度、2014年12月22日より新潟駅から徒歩5分という立地条件の東大通アクシスビ

ルの2階ワンフロアに入居し業務を開始いたしました。 

今回の移転に伴い、お客様や資材業者様、協力業者様から多数のお祝いをいただきその

総数は50以上にのぼりまし

た。12月26日の新事務所お

披露目会では、年末でご多

忙中にもかかわらず大勢の皆

様にお越しいただき、華やい

だスタートとなりました。あらた

めて多くの方々に支えられて

いるのだと実感し、また各会

社様とのつながりを強く感じ、

心に残る1日となりました。        

（富永 麻美） 

締めの雑炊も絶品です 

華やいだスタート スローガンは「先手必勝、必ず成し遂げる」 

佐藤さんと西岡さん 

古町 御米屋の名物鍋「佐渡沖 寒鰤しゃぶしゃぶ」をどうぞ 

 佐渡沖の寒鰤といえば特にこの冬の時期、脂がのってとて

も美味しいお魚ですが、その寒鰤を豆乳ベースの味噌仕立

ての御出汁で野菜と一緒にいただくのがこのしゃぶしゃぶの

特徴です。社名を伝えれば、特大サイズの寒鰤の切り身を

出してくれます（かなりの分厚さ ！）当支店のおすすめです ！ 

新潟の美味しいお店  

Q1六興電気のココが好き Q2自慢できること Q3これがあれば頑張れる Ｑ4一言 

名古屋支店は総勢29名、平均年齢37.9歳の所帯です。 

旧事務所は駅のすぐそばで便利でしたが、築40年と古

く、支店員と物が増えて手狭になったため、200m先

nonoha千種5階へ移転いたしました（できれば六興電気

ということで6階が良かったのですが、唯一の先約があり断

念…泣）。 

新事務所は「イマ風なオフィス」という感じで、エントラン

スには緑のタペストリーと熱帯魚が、屋上は庭園のように

なっていてベンチもあります。春先の晴れた日にはベンチ

でリフレッシュできそうで今から楽しみです。 

一方、事務所内はというと、天井が高く、二方が窓でとて

も明るく広々としています。什器も新しくなり、とても気持ち

良く働かせていただいています。 

近くに来られることがあれば、ぜひとも支店へお立ち寄り

ください。お待ちしています。              （服部 恵未） 

 

イマ風なオフィスになりました 

京都へ旅行に行きました 

昨年になりますが、3年ぶりに清交

会旅行で、京都に行ってきました。し

かし何故か、「the男祭り」（2名しか

いない女性が、たまたま？都合が悪

くなってしまいました）となり、終始、

男臭い（酒臭？加齢臭？）旅行となり

ましたが、そこは「六興マン」を如何

なく発揮し、宴会を中心に大盛り上

がりとなりました。また近い将来、女

性社員も一緒に、「花」の旅行を計

画したいと思います。 

（森脇 仁） 

こんなイベントやってます 

 

毎年恒例です 

名古屋支店の年末の風物詩はボーリング大会です。協力会の方にもご参加いただき、白

熱した時間となりました。優勝は鳥井さんでした。今年は誰が優勝するのか楽しみです。その

後の忘年会では、1年間の苦労をねぎらい、新年に向けて気持ちを新たにしました。 

来客スペースのタッチパネ

ル。六興 50 年史や竣工物

件等が見られます。 

森脇室長こだわりの水槽。

通りすがりについつい見てし

まいます。癒しのスポット ！ ？ 

協力会名古屋支部よりい

ただきました。お魚たちは元

気です ！ 

西岡 聖和 

①成果配分があるところ 

  オシャレになった事務所 

②とてもやりがいのある仕事 

  だということ 

③やる気と気合とレッドブル 

④わからないことも積極的に 

  取り組んでいきたいです ！ 

佐藤 巧人 

①上司がとても優しい 

②強いハートを持っている    

こと 

③楽しいイベントと休み 

④仕事頑張ります ！ 

新しくなった事務所を紹介します 
新住所：〒950‐0087 

 新潟県新潟市中央区東大通２丁目４番１号 東大通アクシスビル２階 

 電話番号：025-290-5655 / FAX：025-247-6333 

新住所：〒464-0075 

 愛知県名古屋市千種区内山３丁目３０番９号 nonoha千種５階 

 電話番号：052-741-3221 / FAX：052-741-4640 

始球式 ナイスショット！？ スポーツの後の一杯は格別 



         Magandang Araw Magandang Araw Magandang Araw Magandang Araw ！！！！    ----    1st1st1st1st    

新連載「Magandang araw（マガンダング アラウ）」は、タガログ語で「こんにちは」という意味です。  

昨年入社した外国人社員の彼らから仕事・プライベート等、何でも好きなことを書いてもらい、お便りとして掲載しま

す。英語で掲載しますので、皆さんも是非、英語に挑戦してみてください。 

（CQM（品質管理講習会）を2日間受講し、見事、資格証をもらいました。） 

 Two engineers of the Rokko & Associates, Inc. undergone Construc-

tion Qual ity Management Train ing, faci l itated by US Army Corps of 

Engineers at Foster Camp, Okinawa on November 25-26 last year. 

 Several topics that are essential in ma inta in ing qua l ity construction 

process are talked. The tra in ing w i l l equip the engineers with ideas 

on how to effectively do and fin ish projects on-t ime, prevent re-

works and eventua l ly ach ieving an exce l lent work and output. 

 Tra inees, Engr. Joel Baladad & Mark Anthony Tablante w i l l be 

working at the Okinawa Project th is year. With the know ledge and ski l ls be ing imparted to them, they are 

now ready to take cha l lenges of what the Okinawa Project would require.  （By: Engr. Joel C. Baladad） 

(From left to right) Joel Baladad, Mark Anthony Tablante  

ろっこうニュース 
7位・8位に入賞しました 
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局長表彰されました 

消防訓練に参加しました 

10月8日に開催されたBBQは英語教育のプログラムの

一環で、今回は英語教育を受けている社員の顔合わせも

含めたものでした。当然会話は英語のみ ！今回の企画で「英

語は難しい」と感じました。多少は英語の勉強をしています

が、唯一まともに喋ったと思うのは自己紹介のみでした。顔

合わせも含めているので自己紹介はあるだろうとしっかり準

備していたからです。 

しかし今回のＢＢＱを通して、英語に苦戦しながらも英語を

勉強している仲間と交流できたことは1番の励みになりまし

た。英語を理解するのは1人でできますが、使うには相手が

必要。当たり前のことですが、改めて感じました。そして何を

しなければならないのか明確になりました。3カ月に1度の企

画とのことなので、次は自分の考えが少しでも言えるように

なりたいです。 （東京第一支店  長谷川 祐太） 

10月28日、東京武道館にて第47回電気工事士技能競

技大会が行われました。結果、7位東京都電設協会会長賞

に濵田さん、8位日本電気工事士協会会長賞に森永さんと

ぞれぞれ特別賞を受賞することができました。出場した2名

のコメントをご紹介します。 

入社1年目での挑戦 人事部付 濵田 文也  

7月後半から約3カ月間、大会に向け練習をしました。最初

の1カ月はずっと金属管曲げの練習で、はじめは上手く曲げ

ることができなかったのですが、数をこなしていくうちに形に

なるようになりました。それから、全体を通した練習を始め、

最初は確認しながらの作業でしたので、規定時間を2時間

もオーバーしていました。その後、練習を重ね時間内に課題

が終わるようになってくると、品質良く早く終わらせることを

意識した練習をしました。 

本番では練習の成果をきちんと出すことができず、納得の

いくものではありませんでした。入社1年目でこのような貴重

な体験ができたことを嬉しく思う反面、もっと経験を積んで

からこの大会に挑戦し、さらに上の順位をとりたかったという

悔しい気持ちもあります。この悔しさを忘れず、今後の仕事に

一生懸命取り組みたいと思います。 

作業の短縮化が大変でした 東京第一支店 森永 一樹  

大会に向けた最初の練習は、金属管加工でした。配管曲

げを経験していなかったので、最初はとても苦労しました。さ

らに今回の課題は3本を平行に施工しなければならず、7・8

月はその練習だけをしていました。通し練習の始めは制限

時間にも届かず、出来栄えも上位入賞には程遠い状態でし

た。それから2カ月間、佐藤さんや選手の濵田君と工具や作

業の順番の意見を出し合い、作業時間の短縮化を図り、小

西部長や佐々木本部長をはじめ協力会社の社長からの指

摘を修正していきました。 

本番では緊張のせいか金属管に浮きができましたが、他

はミスもなく2人揃って入賞することができました。 

9月に竣工した岩国飛行場（H22）整備格納庫新設電気

工事におきまして「中国四国防衛局 局長感謝状」をいただ

きました。当工事は、竣工半年前で仕様変更となり、日本初

となる海外製の炎検知システムの導入となりました。工期厳

守を強いられるなかで、全くの手さぐり状態から関係者が一

丸となってプロジェクトを遂行したことが高く評価されました。

今は「苦労したかいがあったな」との思いでいっぱいです。 

 （中国支店 得平 衡） 

表彰を受けた中国支店の社員と局員 

10月23日、本社ビルの芝NBFタワー全館消防訓練があり

ました。東京湾北部（東京直下型）震度6強の地震が発生、

その後、私たちが仕事をしているフロアの8階から火災が発

生した想定で行われました。 

自衛消防隊の応急救護班の私は、傷病者を1階の救護

所まで搬送する役目を任され、「イーバックチェア」という避

難車で階段で避難・搬送しました。見た目以上に実際動か

すのが難しく、特に階段を下る時の最初の1段目が、廊下を

走行してからタイヤを折り畳み、ソリのように下るため大変で

した。身動きが取れない傷病者役で乗車したMS部の鳥居

さんは、とても不安そうな顔をしていました。前日に何度か練

習した甲斐もあり、当日は少し上達したイーバックチェアさば

き？で、無事に救護所まで搬

送できました。 

訓練全体としても地区隊長

役の榎本部長の下、消火班・

通報班・避難誘導班・安全防

護班の迅速な対応により安

全でスムーズな避難ができ

たと思います。 

（東京第二支店 上原 隆寛） 

シモンズと言えば高級ベッドを製造・販売している企業で

すが、当社は国内数カ所あるギャラリーや富士小山工場の

施工実績を有しており、協力業者を交えた会の会員にもさ

せていただいております。 

11月25日、年1回開催される集いの場において、シモンズ

日本創立50周年とのことで、伊藤社長より感謝の意を込め

てオシャレな記念楯を頂戴いたしました。 

 （開発営業部 松井 麻恵） 

シモンズ会より記念楯をいただきました  

ROKKO ENGLISH BBQ！！  

シモンズ伊藤社長と 

無事に搬送できました 

異文化交流 

取締役としての責務を再認識 

10月30日、新任の取締役を中心に少人数制の役員研修

を行いました。各々が取締役としての役割、責任を再認識

することができ、非常に有意義な研修だったと思います。 

私たちは役員に就任した以上、担当部門のみの委任を受

けるだけではなく、取締役会の構成員として会社の業務全

般において、さまざまな義務を負っていることを自覚しなけれ

ばなりません。この点はケーススタディで取り上げられたオリ

ンパス事件からも大いに学ぶべき点がありました。また、1つ

のことを役員全員で議論する大切さも痛感しました。今回は

財務諸表の分析に取り組みましたが、今後は全員が同じレ

ベルで話ができるように、必要な知識を習得していく機会、

議論する機会を設ける必要があると思っています。 

大切なことは、一人ひとりが役員としての責務を自覚し、

強固な倫理観とコンプライアンス意識を持ち、疑問に思うこ

とは自由闊達に議論できる雰囲気をつくること。それが、長

い目で見た時に真に企業のためになることだと思っていま

す。今後の役員研修は受講対象者を広げていきますので、

皆でより良い会社を作るために行動していきましょう。 

 （東日本本部 坂本 孝行） 

受賞した濱田さん（左）と森永さん（中央） 
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本社ボランティア＆キッズイベント 

12月3日に開催されたフラワーアレンジメント教室に参加さ

せていただきました。人生初となるフラワーアレンジメントはク

リスマスリース作りでした。丸型のオアシスと呼ばれるスポン

ジにモミや花を挿していくだけと聞き、私にもできそうと思っ

たのですが…やってみると本当に難しく、なかなかオアシス

をモミで埋めきれず、気がつけば1時間半近くモミと格闘し

ていました。しかし、日常から離れて1つの作業に没頭するの

は久しぶりで、とても充実した時間となりました。 

例年ツリーも出さない我が家ですが、昨年はリースのおか

げで一足早くクリスマス気分を味わえました。 

   （東京第二支店 下田 紀恵） 

協力会社紹介 

クリスマスリースを作りました 

電気工事士の進路制度を紹介します 

～会社の誕生まで～ 

創業者の金澤忠は、1961年に六興電気に入社しました。

そして1974年、長江名誉会長から「のれん分けをしてやる

から六興電気の仕事1本ですること ！」と言われ、直営部と

して創業しました。 

～経営指針～ 

六興電気と共に良き人材と技術の高い社員を育て、信

用と感謝される施工を常に安全第一に心掛けることです。 

～会社の雰囲気～ 

月1回の会食をしながらの会議を行い、現場でのできご

とや作業の進める手順や考え方などを意見交換していま

す。常に安全を第一に心掛け、進歩を促進させることを目

指している会社です。 

～六興電気の印象～ 

業界ではトップクラスで、特にマンションにおいては高い

技術を持っていると思います。常に一歩先を考え直営時代

の諸先輩の方々が各部署や支店でご活躍しているからだ

と思います。また、人の和を大事にする会社です。 

～六興電気に伝えたいこと～ 

常に社員に対しては直営として長年の勤めから愛着心

を持ち、努力して頑張るように伝えています。そして諸先輩

の方々が築き上げた現在の六興電気を永世に伝えるこ

と、協力会社と共に技術の向上に努めることを願います。 

 

＜金澤電興株式会社＞ 

概要    

創業 1974年 

住所 埼玉県川越市今成1-23-16  

従業員 15名 

創業者 代表取締役会長 金澤 忠 

代表者 代表取締役社長 金澤 勇二 

六興電気との関係性 

取引年数 41年 

現場のエリア 埼玉県及び東京都内 

転籍者 8名（在職） 

現在施工中の現場 

・武蔵浦和駅第3街区第一種市街地再開発事業施設 

・西富久第一種市街地再開発事業 他 

関係のある支店 

東京第一支店・東京第二支店・北関東支店 

10月25日に開催した毎年恒例の本社ボランティアと昨年

初めて実施したキッズイベントの参加者からのコメントです。 

街も心もきれいに 

 各部署から参加され

ている先輩方と約1時

間ほど浜松町の本社

周りの清掃を行いまし

た。いざ清掃を始める

とガムの吐き捨てや

空き缶など、さまざま

なゴミのポイ捨てが

多く見られました。また人目につきにくい場所にもゴミがあり

大変な作業でしたが、協力し合うことで多くのゴミを回収で

きました。普段では見て見ぬふりをしてしまうゴミがこんなに

もあったのかと拾ったゴミの多さに驚かされ、改めてマナーに

ついて考えさせられる機会になりました。 

 （東京第一支店 秋山 貴洸） 

ハロウィンパーティー楽しみました 

我が家は8才の娘と6才の息子と参加しました。イベントは

ハロウィンの装飾や衣装、ボールプール、工作などがありまし

た。娘は毛糸や折り紙などの材料を使ってハロウィンのお面

作りに黙々と取り組み、息子はボールプールで他のお子様と

楽しんでいました。初めて会った子ども同士すぐ仲良くなり、

子どもは本当にすごいなとつくづく思います。最後にヨチヨチ

歩きの赤ちゃんから小学生まで、それぞれの好きな仮装と

自分で作ったお面を付けて、写真撮影をしました。子どもた

ちは楽しい時間を過ごし、ボランティアを頑張ったご褒美に

素敵なイベントをいただきました。また、社員の普段とは違う

顔を垣間見ることができ、大人にとっても面白いキッズイベ

ントとなりました。 （PM室 米田 富子） 

本社8階受付をリニューアルしました 

あっという間の3時間 

「なんということでしょう ！」殺風景だった8階受付が年始よ

りスタイリッシュに変身しました。 

お越しいただきますお客様には、内線電話でお呼び出しい

ただきましたら、お気兼ねなくソファにお掛けになってお待ち

ください。また自慢のエスプレッソマシンでお好きなコーヒー

をお楽しみいただけましたら大変嬉しいです。 

「ちょっと近くに来たからコーヒーでも飲みに来たよ」と足を

運んでいただけるそんな場所にしていきたいと思います。

 （MS部 宮崎 知美） 

＜電気工事士＞ 

㈱NMK．7電設 武笠 健太 さん 

私が電気関係の仕事に就きたい

と思った1番の理由は、東日本大震

災です。震災の影響で電気が使え

ず、すごく不便だったのを覚えていま

す。当時、高校3年生で進路に悩ん

でいましたが、このきっかけと電気工事の授業が好きだった

ことから電気工事士になろうと思いました。 

実際に入社すると想像以上に覚えることが多く、大変でし

た。ただ、覚えていくごとに仕事がおもしろくなってきたことが

すごく楽しいです。現場管理にも興味を持っていましたが、も

う少し実際に作業をして仕事を覚えていきたいという思いが

強かったので電気工事士を続けることにしました。初心を忘

れずに一つひとつのことを覚えて現場をまとめられるように

頑張っていきたいです。 

＜施工管理＞ 

東京第二支店 鈴木 太一 

 私は、東日本大震災の被害に直

面したことで「電気が使えないこと

の不便さ」、「住むところがあることの

ありがたみ」を実感し、「人の住む場

所に電気を送る道をつくれるように

なりたい」という思いで、入社しました。 

2年半の研修で、代理人とは現場の流れを調整し職人さ

んが工事をやりやすくするようにサポート・管理していく仕事

だと知りました。「自分でものをつくりだすのもいいけれど、管

理する方もやってみたい」と次第に思い、施工管理の道に進

むことを決意しました。研修先の㈱エムテック様では内装工

事を中心とした施工方法の基本と応用など、短い期間でし

たが職人の目線からしか分からないことをたくさん教えても

らいました。この経験を活かし、管理している側だけでは気づ

くことのできないことにも気を配れる代理人になりたいです。 

経験を活かして 

初心を忘れずに 

手作りのお面でハロウィン仮装 

通勤の道もゴミ拾い 

テーマはマンションのLDK 

職人の経験を活かして施工管理の道へ進むか、職人とし

ての道を極めるか…。当社は電気工事士として入社後2年

6カ月後に進路を選択してもらう制度があります。 

この制度を導入後の全体的な数を見てみると、施工管

理、電気工事士の道を選んだ人は各50％でした。そこで、

2014年10月に進路選択の時を迎え、別々の道を選んだ2

名のコメントをご紹介します。 （人事部 河上 美幸） 

2001年、協力会社の相互発展に向け、金澤電興㈱と共

に「六進会」を発足しました。六進会は現在、8社の協力会

社で成り立っており、電気工事士として入社した社員が、

研修出向という形で、協力会社の指示の下、六興電気の

現場で研修しています。 

今号より、六進会の各社を紹介させていただきます。 
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 *** おしらせ *** 

お詫びと訂正 

前号3ページ掲載の部署経営標語につきまして、誤りが

ありましたので、この場をお借りして訂正いたします。関係

者各位にお詫び申し上げます。 

＜名古屋支店＞ 

自身で考え・自身で行動掴み取れ客先の満足と信頼 

＜エンジニアリング事業部＞ 

One  for  A l l , A l l  for W in 

株主配当金のお知らせ 

第73期、期末配当金は1株につき10,000円とさせていた

だきました。 

それ、いいね！アワード アイデア実施報告 

ご応募いただいたアイデアのなかで、実施したものを報

告します。今後も随時報告していきます。 

・作業時間の有効活用（昼休みの時間を前後拡大） 

・領収書の貼り方について 

社内報コンペにて奨励賞を受賞 

第13回全国社内報企画コンペティション（主催：ナナ総

合コミュニケーション研究所）にて、本誌「ろっこう」が特集・

単発企画部門で奨励賞を受賞しました。今後も皆さんに

とって親しみのある、より良い誌面を目指していきます。 

10月～12月の採用 

MS部  係  濱田 拓麿 

東北支店  技術担当  駒米 賢悟 

大阪支店  設計主任  本部 敦郎 

受注！ 

・天王洲計画新築   東京第二支店  

・荒井東マンション新築  東北支店 

・柏の葉キャンパス148街区住宅計画 千葉支店   

1月～3月のスケジュール 

月月月月    経営会議経営会議経営会議経営会議    行事等行事等行事等行事等    特別休暇特別休暇特別休暇特別休暇    

1月 10日 5日：仕事始め     

2月  7日      

3月 7日 
中間決算期 

26日～4月3日：新入社員研修 
 

“ろっこうろっこうろっこうろっこう””””がががが選選選選ぶぶぶぶ優秀安全標語優秀安全標語優秀安全標語優秀安全標語     

各支店の安全朝礼などで採用された安全標語のなか

から、新聞委員会で最優秀作品を選びました。 

「作業手順 守るあなたが 守られる 」 

       （茨城支店 藤野 広実） 

 過去の災害事例をみると、不注

意・油断からくるちょっとした不安

全行動、作業手順の省略が思わ

ぬ事故の引き金になっているように

思います。忙しいなかで常に緊張

感を持ち続けるのは大変なことで

すが、それが事故を防ぎ自分自身の安全に繋がりま

す。「自分の身を守るために」今一度、日々の行動に不

注意や油断はないかを確認していただき、今年1年を誰

もが無事故で健康に過ごしていただきたいと思います。  

2014年の締めくくり ～忘年会～ 

お酒を酌み交わす貴重な時間 

12月12日、ひたちなか市の「はらや旅館」で茨城支店の忘

年会を行いました。特徴は「社員・協力会社さん合同」という

ことで、社員が20名にも満たないため、普段から協力会社の

皆様の存在は欠かせないものです。ですから、「日頃お世話

になっている方々と一緒になって盛り上がろう ！」というのが

毎年の恒例になっています。 

夕刻、40名以上が旅館に集まり宴会がスタート。茨城の海

の幸・山の幸でお腹がふくれたところで、さてお待ちかねの

ビンゴ大会。番号を読み始めてしばらくすると、あちこちから

「ビンゴ！ ！」の声が。それに合わせてサンタクロース（笑）が

次々と景品を配っていきます。…が、私は全くビンゴの気配

なし。そのまま終了かと思いきや、サプライズでじゃんけん大

会が行われることに。最後の景品を賭け、白熱した争奪戦に

なりました（社長賞を賭け、長江社長とじゃんけんをしました

が、社長は強かったです）。結局私は何も獲得できませんで

したが、普段ゆっくり話すことができない方々とお酒を酌み

交わしながら過ごす貴重な時間でした。 

ちなみに、何も当たらず手ぶらで帰るのも寂しかった私は、

翌朝ひたちなかの魚市場に立ち寄って魚を買って帰宅…。

今年こそはリベンジです！ ！ （茨城支店 藤野 広実） 

見事、勝ち取りました！ 

たくさんの景品で盛り上がりました 

12月13、14日と泊まりで、箱根湯本にて横浜支店の忘年

会を開催しました。 

宴会では、全員に当たる抽選会と、最後にじゃんけん大会

があるなど、たくさん景品を用意したことで、盛大に盛り上り

ました。2次会では、カラオケ・麻雀・部屋飲みと分かれ、そ

れぞれ箱根の夜を楽しみました。カラオケでは新入社員2人

によるデュエットがあったり、その後の3次会では1つの部屋に

10人くらいが集まり、夜中の2時過ぎから朝まで現場での出

来事を討論並みに話し、他にもプライベートの話をするなど

で長い長い夜になりました。 

翌日は、毎年恒例で自由行動による観光巡り、もしくはゴ

ルフをするなどして、忘年会を満喫しました。 

また今年も箱根で開催ができるように、この1年頑張って

いきます。 （横浜支店 出口 宏） 

 13年前の冬、愛犬レックスは我が家にやってきた。最初は飼うつもりもなく、主人と娘にペット

ショップへ誘われ（実は企んでいたようだ）、ミニチュアダックスの子犬を見て、かわいさで胸が

キュンとなったのを今でも思い出す。そして、私たち3人家族に新しい家族が増えた。 

 レックスはお散歩をしても周りばかり見てほとんど歩かない。トイレは家に着いてから慌てて

自分のトイレでする。困った…。もしかして自分を人間だと思ってる？犬を飼って初めて分かっ

たことは、飼い主の心がよめる。顔色をうかがい、褒めると喜び、怒ると淋しそうな顔をする。

やっぱり人間と同じだ。 

 何度か病気で手術をしたり入院したり、いろんなことがあった。そんなレックスも、もうすっかり

おばあちゃん。今では目も見えにくくなり、耳も遠くなって、以前より寝る時間が多くなった。 

この記事のテーマが「家族の絆」と聞いて、我が家の愛犬レックスがぱっと頭に浮かんだ。飼った当初は2人にせがまれ

仕方なくとか、子どもの情操教育のためだと理由をつけていたが、結局、私自身が1番レックスにはまっているではないか ！

犬を飼ってみて他人の飼い犬もかわいく思えるようになり、ペットショップにいる子犬たちを見るたび、「早く誰かいい人に

飼ってもらってね！」と祈るばかり。こんな気持ちにさせてくれたレックスちゃん、いつまでも元気で長生きしてね☆  

 （神戸支店 大場 祥代） 

愛犬のレックスちゃん 

今号より新連載「家族の絆」がスタート ！家族やペットの紹介・自慢、旅行の様子など、皆さんの声を掲載していきます。 

大物景品は誰の手に！？ 

 
        家族家族家族家族のののの絆絆絆絆    


