
今社内報を執筆していますが、今日の暖かさで桜は一気に満開

となりました。新入社員は明日から自衛隊研修ですが、きっと大宮

の桜が迎えてくれることと思います。桜が咲くと新しく何かが始まり

そうで、心がウキウキします。  

岡山 西大寺のはだか祭り 

2月に岡山の旭電業㈱様のご招待で、西大寺会陽を参観しまし

た。はだか祭りと聞けば思い当たる方も多いと思いますが、これは

同地で500年以上続く伝統行事で、西大寺の本堂で行われる宝

木の争奪戦をクライマックスとした男祭りです。当日は雨にもかか

わらず、夜の町を男衆が練り歩く地練りに続き、本堂では勇壮な戦

いが繰り広げられました。旭電業㈱様はこの祭りのメインスポン

サーとなっており、社員・関係者で600人ほどが参加しています。そ

れだけではなく、同社の松岡社長は自らまわしをまとい、社員の先

頭に立って気合を入れていました。実は松岡社長は六興電気に3

年ほど在籍した経験があり、ご子息も6年間当社で働いてくれまし

た。こんなご縁でご招待いただきましたが、仕事上でも岡山の物

件でJVを組ませていただいております。このように協力関係にある

同業も、六興の大きな財産です。松岡社長の強力な要請もあり、

来年は私も参加しているかもしれません。  

カレンダーにもひと工夫 

ところで仕事量が多くてなかなか休めない建設業界ですが、少

しでも有休を消化してもらおうと、スタッフの提案による【アニバー

サリー有休運動（アニバ）】を始めました。アニバは個人的な記念

日、たとえば子どもの誕生日に「休みます！」と宣言し、それに向かっ

て計画的に業務の調整を行う運動です。宣言した記念日は、社内

ポータルを通じて部署内で共有されます。また年間カレンダーも

工夫して納会を12/25（金）に行い、12/28（月）をあえて出勤日と

して有休消化を促します。夏休みも業務の調整がつく人は8/10と

8/11を休んでもらい、9連休とするよう奨励します。ただ、「残業が

悪」というような短絡的な発想はしてほしくありません。働くことは

悪ではありません。悪いから休むのではなく、効率よく働いてほしい

から休んでほしいのです。大企業では休みたくもない日に意味も

なく休ませられる例がありますが、これとは一線を画し、まずは休み

たくなる工夫を行い、IT等を活用して作業効率を上げて、アニバに

向けて自主的に計画する、という考えが素晴らしいと思います。 IT

の活用は東京第一支店が中心となり、現場記録や検査のシステ

ム化に取り組んでいます。将来は有休5日の取得が義務付けられ

る、という報道もありました。業務内容によっては対応できない方も

いると承知していますが、可能な人から始めて先に進みましょう。  

六興のイノベーション 

さて私は、オリンピック後に備えて、投資やチャレンジが必要と

言ってきました。それも従来の考え方にとらわれず、他社が追従で

きないようなイノベーション、つまり今までと違うやり方で業務を組

み立てることができないか、そんな模索をしてきました。その一環

で、内装の一括施工を行うべく、建築、内装、鋼構造物に関する建

設業許可を申請しました。許可は7月に下りる予定で、東京第三

支店で、小規模な改修工事を一括施工できる体制を整備しま

す。狙いはあくまでも少額・短期の工事で、たとえば中古マンション

の一部屋をスケルトンからリフォームしたり、ホテルの宴会場を一

括施工したりするようなものを考えています。関係職種が多く必要

とされる知識も多岐にわたり、面倒な仕事になりますが、東京第三

支店の得意とする少額・短期工事を中心に据え、対象物件もある

程度限定することで、問題を乗り越えられると考えています。この

計画が軌道に乗り、数年後にわが社の柱に育ってくれると期待し

ています。 

これと似た計画が東京第二支店の電設一括施工です。同様の

試みは今まで数社が試みていますが、うまくいった例は多くありま

せん。実際、電気と設備の工事は似ているようで、ポイントとなると

ころが違うとも聞きます。そのため同じゼネコンから電気と設備を

受注しても、現場代人をそれぞれ別に立てるため、大きな合理化

にはつながりませんでした。しかし当社は客先を1社にしぼり、物件

もマンションに限定する発想で、必要以上に多くの仕様に対応しな

いで済むよう工夫しました。この試みはお客様の協力もあり、今季

早くも20億円以上の実績をあげられる見通しです。現状では代人

を電気と設備別々に立てていますが、今後の社員教育を通じて

両方を1人でみられる体制となれば、さらに大きな飛躍が期待で

きます。 

管理部門においては、会社案内のオンデマンド化というアイデア

があります。会社案内は2年に1度内容を見直し、各部署に必要部

数を送っていました。しかし我々は典型的なB2Bで、新たな客先へ

の飛び込み営業は極めて稀です。そこで全社で消費される会社

案内の部数を調べたところ、各部署とも年に10部程度ということが

わかりました。しかしだからといって、会社案内をやめてタブレットの

画面で代用するのは、あまりスマートとは思えません。そこで出てき

たのがオンデマンド印刷です。このサービスを使うと、コンテンツさ

え作っておけば、2日で綺麗に製本された高品位の印刷物が届き

ます。この結果、印刷物の削減のみならず、部署における在庫管

理も不要となります。この発想は作業服にも活かすことができそう

で、既成品に名前を入れても、2日で納品されるサービスがありま

した。 

最近少し気になるのがハウスメーカーの施工方法で、新築中の

自宅は基礎ができてからたった8日で3階まで上棟しました。天井

の部材には既にダウンライトが組み込まれており、見慣れた現場で

の作業がほとんどありません。我々が手掛ける高層住宅も躯体の

精度が上がっており、施工方法の変革が不連続に押し寄せる可

能性を感じます。たとえば、今はボードを壁に貼ってから行っている

開口作業も、図面をもとに工場で行われるようになるかもしれませ

ん。人手不足への回答は、こんなところにある気がします。職方の

区分も変わってくるはずです。こういうイノベーションに敏感になり、

取り残されないようにしてゆかねばなりません。 

子どもが遊びに来てくれる事務所  

受付ラウンジを改装して3カ月が経ちました。ある日女性社員が

集まって談笑しているのが聞こえたのでのぞいてみると、産休中の

社員が子どもをつれて遊びに来ていました。受付でゼロ歳児が遊

んでいる会社って、電気工事業界ではわが社だけでしょう。こんな

雰囲気を、全社に広めてゆきたいと思います。  

アニバーサリーを宣言しよう  代表執行役社長 長江 洋一 
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Welcome！ようこそ六興電気へ 
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4月1日、40名の新しい仲間が加わりました。施工管理職29名・電気工事士8名・スタッフ

職3名です。彼らとの出会いから入社までの軌跡、新入社員研修、入社式の様子をご紹介い

たします。 

 

2013年夏～ ＜インターンシップ＞  

 全国の大学・高専と首都圏の工業高校からイ

ンターンシップの学生を受け入れました。大学・

高専の11校から計15名の学生、工業高校1校

から2名の学生に参加いただきました。就活解

禁直前の11月には、インターンシップに参加し

た学生を対象に、業界研究会や若手社員との

座談会も実施しました（新入社員の西内さん・

鶴丸さん・佐藤 勇さんはインターンシップに参

加したことがきっかけとなり入社に至りました）。 「働くとは」を考えるきっかけに 

2013年12月～ ＜就職活動解禁・現場見学会＞  

いよいよ就職活動が解禁になり、社内説明会や学内合同

説明会が開催され始めました。また、最近は現場見学会に

対するニーズが高く、学校単位で現場見学を実施する機会

も増えてきました。 

大阪工業大学様のケースでは、先生や就職部職員の方も

ご一緒に、大阪市内の建設現場を見学されました。  

現場を肌で感じます 

2014年4月～ ＜社長座談会＞  

学生と社長による座談会も実施しました。昼

の開催のため、軽食も用意し和んだ雰囲気で

進行していきました。参加した選考中の学生・

内々定者から社長へさまざまな質問が投げか

けられ、考えや思い、さらには趣味やプライベート

の話題などにもおよび、大いに盛り上がりました。

あっという間の約2時間でした。 社長になんでも聞けちゃいます 

2014年7月～ ＜高卒求人開始・現場見学会＞   

 高卒求人は、7月に求人票が開示され、9月に

選考試験が実施されます。求人に伴い、毎年7

月には工業高校の学生を対象に現場見学会を

実施しています。真夏の現場見学は暑くて大変

ですが、初めて見る建設現場にみんな興味

津々です。見るもの全てが新鮮に感じるようで、

目がキラキラ輝いていました。 初めての現場に興味津々 

2014年8月～ ＜内々定者懇談会・アルバイト＞  

8月には内々定者に集まっていただき、懇親会

を行いました。グループワークと立食パーティー

を通して、同期のつながりを持てたようです。 

また、大学の夏休み期間等を利用した内々

定者アルバイトも受け入れています。都合に合

わせて、長期・短期どちらも選択いただけます。 

初対面でもすぐに打ち解けていました 

2014年10月1日 ＜内定式＞ 

 いよいよ迎えたこの日。内定辞令の交付や講

話、本部長や工事部長との懇親会も行い、直接

話をする機会があったことで、入社後のイメージ

を膨らますことができたようです。 

 あと半年で正式に六興電気の社員となりま

す。残りの学生生活、悔いの無いよう精一杯過

ごすことを約束し、幕を閉じました。 内定おめでとう！（もちろん私服参加） 

入社までの軌跡 

学生から社会人へ ～新入社員研修①～ 

3月26日、I PC生産性国際交流センターに40名が一同に介し、新入社員研修が始まりまし

た。初めて顔を合わせる人もいるため、まずは自己紹介や簡単なグループワークで開始し、そ

の後は当社の歴史やビジネスマナー、電気設備工事や安全について等、基本的なことを学び

ました。入社を控え緊張があったにもかかわらず、朝6時半からのラジオ体操にマラソン、日中

から夜までに及ぶ講義や課題にも、皆で協力して取り組んでくれました。  

門出を祝福 ～入社式～ 

今年から六興電気らしい入社式にしようと、式典ではなく、食事とお酒を用意

した立食パーティー形式での入社式を行いました。これまでの格式ばった入社

式とは違い、役員や先輩社員とフランクに話すことができ、終始楽しい雰囲気

の入社式となりました。泊まり込みの研修で、当日は朝4時半に起きて体を動

かしていたにもかかわらず、まだまだ元気な新入社員たちでした。  

グローバルな人材へ ～新入社員研修③～ 

入社式後も研修は続きます。情報管理規程や社内システムに関すること、TOEIC受験の

他、今年初の試みとして英語に興味を持ってもらえるようなメニューをグローバルサポート部と

マネジメントサポート部に用意してもらいました。外国人講師の方やジョエルとマークにも参加

してもらい、簡単なワークを

用いて英語に触れてもらい

ました。 

また、グアムにいる佐藤さ

んとテレビ電話で会話をす

るなど、刺激的な時間となり

ました。  

規律意識、同期の絆を深める ～新入社員研修②～ 

I PCでの研修を終えた後は、入社内定時から覚悟を決めていた自衛隊研修です。担当して

くださったのは、第32普通科連隊の方々。観閲式の行進をして長江社長に見ていただいた

り、2日目の夜には大宮駐屯地内のグラウンドにテントを立てて野営をしました。 

その翌朝4時半（入社式当日）には、

地震による災害派遣という設定で教官

たちに叩き起こされ、重い装備を身に付

けて歩くという少しヘビーなメニューも用

意されていました。その他、日常生活で

も使えることを教えていただき、とても

ためになりました。新入社員たちは規律

を改めて意識し、指揮の難しさや団結

することの大切さを学び、同期の絆が

深まったようでした。 

宣言をお楽しみに ～66周年記念イベントに向けて～ 

健康診断を受診後、創立

66周年記念イベントの際に

行う宣誓の内容を決めて、9

日間の研修は終了となりま

した。宣誓は40名全員で考

えたもので、入社したばかり

の社員らしいフレッシュな内

容となっております。社員の

皆さまは本番当日を楽しみ

に待っていてください！  

宣言の一例 

66ｔｈ 

日本語と英語でスピーチ（マークさん） チーム対抗ゲームで優勝 
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配属先一覧 

 人事部 係 稲富 光平 

 東京第一支店 工事係 三浦 篤史・吉岡 裕喜 

   仮谷 謙吾・荒生 廉太郎 

   逸見 達也・松本 修平 

   若月 雄太 

 東京第二支店 工事係 奥山 剛史・益子 拓海 

   福原 裕太・藤野 天晶 

   天野 裕貴・倉内 健弥 

 東京第三支店 管理係 高澤 このみ 

 北関東支店 工事係 田原 瑞紀 

 千葉支店 工事係 加藤 和直 

   佐藤 純一 

   古作 昂裕 

 横浜支店 工事係 藤原 大亮 

  管理係 坪田 耀 

 東北支店 工事係 亀橋 裕介 

 新潟支店 工事係 三母 啓太 

 名古屋支店 工事係 仲森 祥太 

 大阪支店 工事係 入部 弘義 

   五味 良徳 

   西内 啓太郎 

   宮元 裕暉 

 神戸支店 工事係 内田 佳樹 

   山下 達也 

 中国支店 工事係 小坂 翔嗣 

   鶴丸 一成 

 電気工事士  半澤 浩太・阿部 竜 

   小山 晃空・挽地 竜平 

   日野 祥行・椎原 匠海 

   藤田 詠一・佐藤 勇 

稲富さん 三浦さん 吉岡さん 仮谷さん 荒生さん 逸見さん 松本さん 

福原さん 

益子さん 奥山さん 若月さん 

藤野さん 天野さん 倉内さん 高澤さん 田原さん 加藤さん 佐藤 純一さん 

亀橋さん 坪田さん 

藤原さん 古作さん 

三母さん 仲森さん 入部さん 五味さん 西内さん 宮元さん 内田さん 山下さん 

阿部さん 小山さん 挽地さん 日野さん 椎原さん 藤田さん 佐藤 勇さん 

永遠のダイエット戦士 

①西日本のグルメを食べ尽くして上京できたことです！ 

②レンタカーで温泉や観光に行ったり、仲間と集まって楽器  

の演奏をしたりしてます。 

③大学から始めたクラシックギターで4年生の時にコンクー

ルに挑戦し、入賞することができました。 

④バイト先の女将さん 気さくに仲居さんたちと接しながらも

空気が緩んでいたらきっちり注意して締め直してくれたから。 

⑤ジブリ映画「紅の豚」の時代のイタリアで飛行艇を操って

飛び回りたいです。乗り物を運転するのが好きなのと、映画

のような自由な雰囲気を味わってみたいと思ったからです。 

 （人事部 稲富 光平） 

何、飲むのん？これ飲むのん！僕あまのん 

①料理はできないですが、女子力男子です。特にスイーツ

男子です！ 

②インテリアやファッションにこだわりがあるので、何時間も買

い物します。 

③アルバイト（ホームセンターと六興）と学校の両立です！ 

④水泳選手の北島康介さんのトレーナーさん 縁の下の力

持ちがいるから、力を発揮できると感銘を受けたからです。 

⑤2～3世代先の未来で自分の子孫に会いたいです。どん

な暮らしや仕事をしているか気になるからです。 

 （東京第二支店 天野 裕貴） 

踊れるボウズ 

①ダンスを踊ることです。ジャンルは、POP・アニメーションと

いったロボットのような動きをするダンスです。 

②音楽を聞いたり、ダンスの練習などをして過ごしています。 

③高校の時にダンスコンテストで入賞を目指して努力して

いたことです。 

④Poppin Pete ダンス界のレジェンドで尊敬しているから。 

⑤過去にも未来にも行かないのでタイムマシンは使いませ

ん。今を生きることが大切だと思ったからです。 

 （電気工事士 藤田 詠一） 

新潟支店筋トレ部新人 

①ラグビーで足狩りタックル！相手の両足の骨を折り活躍！！ 

②基本家でダラダラ…。最近は友達との別れが惜しく、終

日遊んでいました。 

③いかに講義の時間を眠ることなく終えるか、チャレンジして

いました。 

④両親 自営でここまで育ててくれてありがとうございまし

た。仕事面、生活面共に尊敬しています。 

⑤私が生まれる前、バブル時代に戻って豪遊したいです。バ

ブル崩壊後世代としては、1度バブルを経験してみたいから

です。 （新潟支店 三母 啓太） 

世渡り上手 

①自身を第三者の視点から見つめ、判断し行動できる。 

②部屋の模様替え、キーホルダーなどの工作をして過ごし

ています。 

③接客業や製造業、ボランティアに参加することで、コミュニ

ケーション能力の向上に力を注ぎました。 

④両親 私を見放すことなく、真っ直ぐ愛情を注ぎ、育ててく

れたことをとても尊敬しています。 

⑤昔の自分に会って、もう少し勉強に力を入れて、周りに気

を配るように伝えたいです。自分に足りない能力を少しでも

補う必要があると、今の自分が感じているからです。 

 （中国支店 小坂 翔嗣） 

キャッチコピー ①自慢・特技 ②休日の過ごし方 ③学生時代に頑張ったこと・チャレンジしたこと 

④尊敬する人物は？その理由は？ ⑤タイムマシンがあったら、どこに行って何をしたい？その理由は？ 

新入社員紹介 ぜひあだ名で呼んでください！ 

フレッシュマンにインタビューしました！ 

小坂さん 半澤さん 鶴丸さん 

未知のことに対しては、とことん石橋をたたきます 

①モータスポーツのレーシングカートを約5年やっています。 

②レーシングカートのコースによく行きます。それ以外は家で

まったりしています。 

③いろんな資格取得にチャレンジしたことです。 

④父親 モータースポーツという親子で熱中できることをし

ているので将来このような家族が作れたらと思ったから。 

⑤過去に行き、海とかに行ってみたいです。昔のきれいな状

態の海で泳いだり、釣りをしてみたいからです。 

 （東京第二支店 益子 拓海） 
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働くパパママ特集 

3度目の産休へ PM室 米田 富子さん 

5月に3度目の産休をいただきます。初出産の時は不安と楽しみが、2度目は楽しみと共に1

歳の娘と格闘の日々に全てが大変だった記憶があります。今回は子どもたちが小学生となり

気持ちに余裕ができ、家族全員で誕生を楽しみに待っているといった感じです。 

 仕事と育児の両立ができるか最初は不安もありまし

たが、短時間勤務と子の看護休暇の社内制度を充

分に活用させていただき、外勤・内勤共に無理のない

生活を送ることができました。また、周囲の皆さんに

はご迷惑をかけることが多々あったにもかかわらず支

えていただき、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。 

来年の春、また元気に復帰し皆さんと楽しくお仕事が

できるよう、最後の（？）育児休暇を満喫してきます。 

変化に富んだ毎日でした ～産休から復職します～ 
 東京第二支店 山岸 真弓さん 

お子様について教えてください 

 11カ月の女の子です。3,830グラムで産ま

れ、そこからすくすく成長して体重は常にトッ

プクラス。食欲旺盛なところはお父さんに似

たのかな…！？いつも「髪の毛ふさふさだね」っ

て言われます。 

産休中は、どんな風に過ごしてましたか？ 

 新潟の実家に里帰りをし、出産後のんびり

過ごしてから戻ってきました。毎日がイベント

で、子どもの成長は早く、寝返り、はいはい、つ

かまり立ち…と1つずついろいろなことができるようになり驚きと喜びを感じています。 

大変だったこと・不安だったことはありますか？ 

主人は私たちが起きる前に出勤し、私たちが寝てから帰ってくるという生活なので、3人で

過ごす時間は日曜日しかなく、お風呂から寝かしつけまで全て1人でやるのは慣れるまで大

変でした。また、近所に同じ年齢の乳児がたくさんいるため、「保育園に入れないかもしれな

い」という不安はありました。 

生活環境は変わりましたか？ 

全てにおいて、夫婦中心から子ども中心の生活に変わりました。起床･食事･就寝等の生活リ

ズムが変わり、何をするにも子どものことを考えるようになりました。今まで気にしなかった、電

化製品や家具の配置にも気を配るようになりました。 

復職にあたり、今の心境を教えてください 

毎日ずっと一緒に過ごしてきた娘と離れるのは寂しいで

すが、一緒に過ごせる時間はより一層愛情を注ぎ、育児と

仕事を両立していきたいです。とても大変なことだと思って

おり、産休前と同様な仕事ができるか不安もありますが、全

力で頑張ります。 

ママとして仕事人として 沖縄営業所 サラモニ 南苗さん 

お子様について教えてください 

常にちょこまか動いていて、とどまることを知らない2歳9カ

月の男の子です。現在、魔の2歳児真っ只中で、さまざまな

形で発信される意思表現に日々奮闘していますが、とても

甘えん坊で可愛いです♡ 

どんなお仕事をされていますか？ 

作業員の方たちが米軍基地内へ入場する際に必要とな

るパスの申請依頼、管理を担当しています。 

仕事の進め方はどのようにしていますか？ 

基本的にパス管理の仕事は私1人で行っているので、自

分が進めやすいよう優先順位をつけて、仕事をこなしてい

ます。パスを申請してから承認が下りるまでに結構な時間がかかる反面、有効期限が切れて

しまうと米軍基地内に入れなくなるので、常に時間には余裕を持って仕事を進めています。 

育児休暇制度を利用していますか？ 

子の看護休暇制度にお世話になりました。子どもが小さいうちは保育園からいろいろな病気

をもらってくるので、看護で有給休暇を全消化してしまった等のママ友の話はよく聞きます。こ

の制度のおかけで有給休暇は旅行に使用するなどプライベートを満喫することができました。 

子育てに対するモットーはありますか？ 

 共働き家庭で日中は保育園に預けているので、家に帰っ

てからはたくさんハグ・キス・お喋りをするようにしています。

いろいろな経験をして人生を謳歌して欲しいので、フット

ワークが軽い人になれたらと週末は子どもも楽しめる場所

へ家族でどんどんお出かけするようにしています。 

田中所長からひとこと 

サラモニさんはとても明るい性格で彼女がいると

営業所全体が明るくなります。社内・社外問わず、

周りからの評価も非常に高く、子育てと仕事を両立

しながら一生懸命頑張ってくれています。今後も安

心して働けるような環境作りに取り組みます。 

結婚、妊娠、出産…働き方はどう変わる？どんな悩みが出てくる?子育てと仕事を両立しているパパ・ママの“いま”をリアルにお伝えします。 

出産・育児などのライフイベントを考慮に入れたキャリアについて、実際に体験されている4名にお話を伺いました。 

緋菜（ひな）ちゃん 

ベビーマッサージ中（パパの手？） 

廉（れん）ミケランジェロくん 

今日もノー残業で頑張ります 

左から黒木さん・田里さん・サラモニさん・田中所長 

厚生労働省「次世代認定マーク（くるみん）」を取得しました 

 企業の発展と、日本の未来を担う子ども達の成長を願い、

出産や育児、キャリアの継続を支援するために、行動計画を

立て実施に取り組んできました。その結果、「次世代育成支

援対策推進法」に基づき、2015年2月に子育て支援の認定

事業主として「くるみんマーク」を取得することができました。 

パパもがんばってます ～イクメンウォッチング～ 

凛々子（りりこ）ちゃんと哲平（てっぺい）くん 

子育て楽しい（空山さん） 成長に驚く日々（大矢さん） やんちゃ盛りです（鹿沼さん） 

仲良し3きょうだい（満本さん） 田舎小僧たち（吉田さん） 笑顔に癒されます（玉川さん） 

管理職として働くこと マネジメントサポート部 宮崎 知美さん 

仕事の進め方はどのようにしていますか？ 

その日の仕事はその日のうちに終わらすよう

にしています。できることは限られているので、お

願いできることはお願いしています。いろいろな

人の協力がないとできないな、と思います。 

仕事と子育てをどのように両立していますか？ 

 夫は元社員で会社や仕事にとても理解があ

り、また家事も得意なので、まさに頼れる戦力。とても助けられてます。平日は仕事、休みの日

は100％家事と育児の日にして自分のなかのバランスもとっています。 

子育てに対するモットーはありますか？ 

お掃除とか食事の準備とか普段の生活自体がとても楽しいのよ、自分次第で何でも楽しい

のよって伝えたいです。 

今後仕事と家庭を両立したい皆さんへメッセージ 

完璧を求めるとできないことが多すぎてテンションが下がるので、ここまでできた自分はす

ごい！と良い面をみるようにしているので、あまり罪悪感なく楽しめています。いろんな人が「～

ねばならない」「～のほうがよい」と言いますが、それはご意見としてご拝聴して、自分がどうす

るか納得するようにやればよいのではないでしょうか。 

宮崎さんのとある1日 

 6：00 起床・身支度 

  朝食・夕食準備 

 6：30 娘起床 

 7：00 朝食 

 7：30 夫婦で保育園に娘を送る 

 8：10 出社 

 17：30 夫が娘をお迎え 

 18：00 夫と娘夕食 

 19：30 帰宅・娘とお風呂 （金魚ちゃんで遊ぶ） 

 20：00 掃除・娘と遊ぶ 

    （掃除機をやると言ってきかない娘） 

 21：00 娘を寝かしつけ 

    （そのまま一緒に寝てしまうことも） 

 21：30 夫婦で夕食・報告会（！？） 

 23：30 就寝 

お世話好きな女の子 

あおばちゃん 



( 5 ) 

特別養護老人ホーム希望の郷・大治 

契約先 大日本土木㈱ 

設計監理 ㈱朝日建築設計 

工期 2013年11月～2014年11月 

施工場所 愛知県海部郡大治町 

建築概要 延床面積 6,510㎡ 

 ＲＣ造 4階 120床 

施工部署 名古屋支店 

協力業者 ㈱五幸電設 

各地の竣工物件 
ロイヤルパークス大名 

最新の設備に対応 

当物件は、福岡市の中心で繁華街でもある天神のす

ぐ近くに位置し、ショッピングや飲食、ビジネスでとてもに

ぎやかな町の中にあります。建物の高さは24階建てで、上階から見渡す景色は福岡市内を

一望でき、窓から見る夜景は絶品です。また夏には毎年行われる西日本大濠花火大会も絶

好の位置で見ることができます。 

建物はオール電化の賃貸マンション97戸で、エントランスには施主側のこだわりでシャンデ

リアを2台設置し、より高級感を醸し出しています。セキュリティの面では、顔認証入館システム

の採用で、鍵を使用せずエントランスに入館することができます。防災の面では、共用部の一

部の照明、コンセントのバックアップ用電源として蓄電池装置があり、停電時は電源が切り替

り使用することができるようになっています。 

屋上には非常用発電機、航空障害灯、緊急救助スペース灯火設備などがあり、航空制限

の高さを超さないよう設置位置には気を配りました。 

 （九州支店 大山 茂人） 

契約先 大和ハウス工業㈱ 

設計監理 大和ハウス工業㈱ 

工期 2012年7月～2014年11月 

施工場所 福岡県福岡市中央区大名 

建築概要 延床面積 9,218㎡ RC造 

 地下1階、地上24階 97戸 

施工部署 九州支店 

協力業者 ㈲健電サービス 

田んぼに合わせた施工 

当物件は、愛知県の西部に位置し、幹線道路脇の周りが田んぼに囲まれたところにありま

す。天気の良い日は屋上に出ればアルプス山脈も見ることができます。施設内容は、特別養

護老人ホーム120床と地域交流スペースを合わせた、RC造の4階建てになります。 

今回の建物は3番目の「希望の郷」となり、他に2棟の既存の施設があります。特別な仕様

はありませんが、既存に合わせた基本レイアウトやシステム内容及び節電対策をしてほしいと

要望があったので、設計図からかなりの変更となりました。 

田んぼの跡地に建設しているために地盤が悪いので、建屋周辺は、全て敷き鉄板を敷き詰

めていて、キュービクル設置場所も搬入通路上になっているために、先行して配管を行うこと

ができずに、後回しになってしまいました。人手不足のため、工程が遅れてくるのは予想がつ

いたので、埋設管路を極力短くして、短期間で施工できるよう調整するのに苦労しました。建

築との打合せも何度も行い、お互いに協力し合い工程調整して日程を決定したことで、遅れ

ることなく、当初の工程通りに受電ができ、無事に竣工を迎えることができました。 

 （名古屋支店 江口 裕明） 

現場レポート ～新たな分野にチャレンジ～ 

効率良い作業を 

苦労したのは作業時間です。出島は8時に作業開始し、帰りの船の時間があるので15時30

分には作業を終了となるため、実働6時間半しか作業できませんでした。反面、10分で終わ

る作業でも1日3便しか巡航船がないため、半日は帰れません。 

3月12日には、貴重な体験をしました。巡航船が故障してしまい、太平洋上で漁船を巡航

船に横付けし乗客全員で乗り移りました。揺れる船の間を乗り移るのは非常に怖かったです。 

原子力災害対策の施設について 

原子力発電所の周囲30㎞圏内の放射線防護対策の強化を図る施設のことをいいます。

緊急事態にその地形的条件から即時避難が困難で、一定期間その場に留まらざるを得ない

ことが想定される場合、要援護者等が利用する施設を確保します。この事業は、原子力災害

対策施設等整備費補助金で支援されています。 

今回、出島と江島が、離島のため避難が困難なことから、3日間以上救助を待てるような

施設を確保しました。 

＜女川町原子力災害対策施設整備工事＞ 

現場概要 

現場は宮城県の北東部に位置する離島、2島です。仙台から島に行くには、車で石巻経由

で約2時間走り、女川港から巡航船で向かいます。東日本大震災から4年が過ぎ、少しずつで

はありますが交通船も復旧してきています。 

出島（いずしま）の現場は、震災後に閉校となった旧女川第四小学校と旧女川第二中学

校の校舎1階の一部を改修して避難施設にする工事で、延床面積は233㎡です。震災まで

使用していたので、児童・生徒の教科書、工作、習字、絵画等、全てが残っていて、昨日まで

授業していたような感じがして胸が苦しくなりました。 

 江島（えのしま）の現場は、旧江島自然活

動センター体育館を改修し、避難施設にす

る工事で、延床面積は232㎡です。震災時

は避難所として使用していたようで、保温

マットやストーブ、災害対策本部と書いてあ

るスペースがそのまま残されていました。 

 主な改修工事は、発電機（90KVA）と油庫

（A重油1,950ℓ）の設置工事です。 

契約先 ㈱丸本組                

設計監理 ㈱櫻田建築設計事務所   

工期 2014年11月～2015年3月   

施工場所 宮城県牡鹿郡女川町  

施工部署 東北支店  

協力業者 ㈱宮城電気サービス 

 ㈱東北多紀システック 

 日東通信㈱・サツエー工機㈱ 

乗客全員で巡航船から漁船へ移動中 

運搬に一苦労 

大きな材料は、基本的に建築の台船に乗

せて海上運搬しました。発電機と油庫は、サ

ツエー工機㈱様の倉庫に搬入し、朝、作業

員の方に港まで運搬してもらいました（もし

海が荒れて台船が出港できなくても、メー

カーの運送屋さんを帰すことができます）。 

電線管、電線、照明器具、盤は、港に保管

場所がないため、㈱宮城電気サービス様の

会社に納入させていただき、トラックをそのまま台船に乗せ運ぼうとしました。しかし、運搬日は

海が荒れ、島に着く前にこれ以上進むと車が海に落ちてしまうため、仕方なく「面舵いっぱ－

い」で港に引き返しました。そして、材料を積んだまま会社に戻っていただき、翌日再チャレン

ジし無事に島に搬入することができました。 

その他不足材料は、巡航船で手荷物として持っていくことができました。冗談で材料屋さん

に「島まで配達してください」とお願いしたところ、即答で断られました。 

輸送するトラックは海水まみれ 

もしもの時に放射能から島民を守るために  東北支店 高橋 誠二 

小中学校の改修後 

巡航船へ係留ロープを渡すお手伝い 
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 3月16日より、自己防衛

や 安 全 意 識 を 高 め る

ツールとして、社有車にド

ライブレコーダーの設置

を義務付けました。 

 ドライブレコーダーを利

用することで万が一事故

が発生した場合、自分や

相手の運転状況を正確に把握できる手段となり、自分の立

場を強く主張できる裏付けともなります。最近では、タクシー

などをはじめ広く使用されています。 

事故はちょっとした気の緩みから発生してしまいます。ドラ

イブレコーダーの導入を機に、社有車を運転する社員はもち

ろんのこと、個人で運転する際にも安全運転を心掛けるよう

お願いします。  （マネジメントサポート部 榎本 聡） 

是非ご覧ください 

月 刊 誌「航 空 フ ァ ン」2 月 号

で、表紙の撮影と特集記事を

担当しました。航空自衛隊の次

期輸送機（XC-2）について、開

発状況を岐阜基地で単独取材

したもので、巻頭7ページにわた

る20枚の写真と解説を執筆し

ました。老舗の専門誌からの本

格的な記事と表紙という大役

でしたが、取材時は天候にも恵

まれ、なかなか良い写真が撮れたと自負しています。本社に

在庫があるので、興味がある方はのぞいてみてください。 

 （長江 洋一） 

ドライブレコーダーをつけましょう 

第73期新技術開発アイデア募集審査結果 

今回は、79件の提案がありました。技術開発委員会で審

査を行った結果、2件が入選となりました。 

入選したアイデアを紹介いたします。 

スマートフォン用小型プロジェクターの利用と 

 データ管理方法 

 小型プロジェクターを利

用し現場の業務に活用

できる方法として、クラウ

ドサービスとスマートフォ

ンを活用し、データの共

有と資料を投影すること

で紙の使用量削減につ

なげる提案です。 

・現場事務所がなくても、作業員の方が欲しいデータを読み

込み施工することができます。 

・現場教育や安全パトロール時の周知会では、場所を選ば

ず開催できます。 

・現場代理人が常駐できない物件においては、作業員への

図面の受け渡しが不要になります。 

 （東京第二支店 遊佐 幸） 

床スリーブのかぶり厚確認用スペーサー 

アイデア募集のメール

を受け取ったとき、同じ事

務所で各々仕事してい

た妹尾君と「これに応募

しよう！」と決めました。 

私が提出したのは、床

スリーブと配筋のかぶり

厚が確保できるスペー

サーです。今まで、設備屋さんがしていることを見ていただけ

でした。アイデアを考えているとき、この仕事内容を見てこれ

にしようと思いました。 

普段何気なく見過ごしてる他業者や職人の方の細かい仕

事内容は、見方を変えると皆さんさまざまな工夫をしていま

す。このような工夫をアイデア募集で応募すれば、六興のど

こかの現場で役に立ちます。暇な人が応募するものではな

く、皆さんも今までと違った目で見

て、いいものを伝える素晴らしい企

画のアイデア募集に応募してみて

はどうですか？ちなみに妹尾くんは

過去の内容と同じで不採用となり

ました。 （大阪支店 中嶋 純平） 

優秀発表賞と品質活動優秀賞を受賞 

清水建設㈱様の東北支店改善事例発表大会において、

先方の依頼を受け「仙台市梅田町復興公営住宅新築工

事」で「通い箱」を使用していることについて、発表させてい

ただきました。 

通い箱については、先方の建築設備部の施工検討会のな

かでも、現場にて取り組んでいる事項であったため、発表用

の資料は現場設備担当者と打合せをしながら作成しまし

た。現場所長に確認していただいたなかで「六興電気の会

社案内も入れてみては？」と助言をいただき、自社製品の36

シリーズと太陽の家などの紹介も加え、社会福祉・環境エコ

にも貢献しているということも併せて発表いたしました。 

最後の講評では、通い箱もさることながら自社製品につい

ても大変良い評価をいただくことができ、その結果、先方か

ら優秀発表賞と品質活動優秀賞をいただきました。  

 （東北支店 早坂 和孝） 今年もアイデア募集します 

昨年、たくさんのご応募をいただいたスタッフ部門アイデア

大賞「それ、いいね！アワード」を今年も開催いたします。日々

考え、実行している業務カイゼンやひらめきをアイデアの形

でご応募ください。前回同様、総選挙も行います。ご応募い

ただいたアイデア1つにつき、1枚のクオカードをプレゼント（※

前回応募があったアイデアと重複した場合は無効となりま

す）。募集期間は6月30日まで。応募用紙をダウンロードいた

だき、 i ine@6kou . c o . j pまでお送りください。ご応募お待ちし

ております！ （それ、いいね！アワード実行委員） 

和田選手（左）佐藤選手（右）と一緒に 

目指せ優勝！ナイナーズ！ 

プロバスケットボールチームの仙台89ERSとスポンサー契

約を結びはじめて、4年目を迎えました。ホームゲーム会場

の1つであるゼビオアリーナ仙台は、当社が施工しました。 

仙台89ERSは地域密着型のチームでさまざまなイベント

を行っており、親しみやすさが魅力です（例えば、南三陸で

毎年試合を行い、復興支援として近隣住民の方を1,500名

ずつ招待しています）。試合はルールが分からなくても学生

時代の知識で十分に楽しめ、圧倒的なスピード感と迫力で

一瞬たりとも目が離せません。 

是非一度、会場へ足を運んでみてはいかがでしょうか。新

たな楽しみを見つけるチャンスですよ。 

 （東北支店 高田 聖子） 

 Magandang Araw ！ - 2nd   
～Okinawa’s Construction Professionals Meet New 2 Fi l i pi no Members～ 

Joel & I have been working in Rokko Okinawa Branch Office from last January, 2015. 

Fortunately, we have a big Fi l i pi no Community (e.g. Ph i l i ppi ne stores, antique shops and basket-

bal l court) in our new workplace. But the most important is that we can attend Holy Mass every 

Sunday, which I couldn’t do when I worked in Saud i Arabia. 

 We are happy that culture of Okinawa is not so d ifferent 

with Phi l ippines’ culture. 

 We help Rokko for English written specifications and draw-

ings which for American construction are almost the same 

with Phi l ippines. We can also share our knowledge based on 

our previous experiences in the Phi l ippines.  

                       （By: Engr. Mark A. Tablante） 

（異動先の沖縄にはフィリピン人のコミュニティがあり、そこで新しい仲間に出会いました。） 

Lunch with Fi l i p i no Managers i n Okinawa .  

 無災害記録 110万時間 達成  

 （2015.3月末時点） 

入賞できなかった妹尾くん 



仲間とともに 

昨年10月5日、岡山市で行われた「6時間リレーマラソン」

に「チーム rokko」で初出場しました。髙橋支店長以下、合

計10人のランナーでタスキをつなぎ、1周1.3㎞を6時間かけ

て走り抜きました。当日は大風直撃という悪天候のなか、奇

跡的に雨も降らずにリレーマラソンが開催されホッとひと安

心。いざ走ってみると心臓はバクバクで、足は回らず、風は強

く、かなり走りにくく、完走できないと思いましたが、全員でタ

スキを つな ぎ、見事 776チ ーム中、総合 258位。10人 で

71.9㎞走行しました。 

「ひとりで走るよりも、仲間が見ている。仲間が走ってきた

距離を自分がつないで次の仲間に渡す。」このことが使命感

として自分の背中を押してくれる要素になり、心強さにもなっ

たのだと思います。 

そ の 後、1 月 31 日 に は 場 所 を 広 島 に 移 し、「ひ ろ し ま

42.195㎞リレーマラソン2015」に出場しました。計6人でエン

トリーし、1周1.83㎞を23周走ります。リミット4時間で、完走で

きなければ公式記録も残らず閉会式、というなんとも過酷な

大会です。アップダウン

の激しいコースでしたが、

全 員 で 走 り 抜 き、372

チーム中、223位でゴー

ルしました。来年は記録

更新が目標です。 

（中国支店 

  中山 憲也・畝 太生） 
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 協力会社紹介 

 ～六進会～ 

 

～会社の誕生まで～ 

1973年、丸ノ内日本興業銀行本店で御社と出会い、

1974年2月住友三角ビルテナントの50階～52階工事で

下請けとして取引を開始し、現在に至ります。 

～経営指針～ 

私たちは仕事に責任と誇りを持ち、電気設備工事の進

歩発展に貢献します。  

～会社の雰囲気～ 

当社は技術力に長けた人材育成に注力しており、社員

の平均年齢も27歳と若いです。バイタリティ溢れる社員

からは活力を感じられ、将来性が高く結束力のある会社

です。月1度の給料日には社員全員が集まり、慰労の言

葉をかけながら一人ひとりに給料を手渡ししており、話し

合いの場を設けております。  

～六興電気の印象～ 

御社はマンション工事シェアではNo.1だと思います。  

～六興電気に伝えたいこと～ 

六進会のお蔭で平均年齢も若返り、大変嬉しく、今後も

社員一同力を合わせ邁進していきたいと思います。  

＜有限会社三協電設＞ 
概要    

設立 1974年  

住所 神奈川県川崎市中原区田尻町64-1 

        平間シティハウス202 

従業員 17名 

代表者 代表取締役 伊藤 勇  

六興電気との関係性 

取引年数  40年 

現場のエリア 東京都内・神奈川県・千葉県  

転籍者/出向者 8名/1名（在職） 

現在施工中の現場 北品川再開発 

  豊洲新市場 

関係のある支店 東京第一支店 

  東京第二支店 

昨年11月3日には「ひろしま国際平和マラソン」にも参加しました 

六興電気の密かなブーム！？ 

4時間切を目指したが2分54秒及ばず。残念！ 

 抽選倍率10.7倍のなか、

憧れの東京マラソンに応募

して4回目で当選した。11～

12月は毎週20㎞を走りス

ピード練習をし、1月から毎

週土曜日に30㎞を走り準備

をした。食事はレースの3日

前からカーボロ－ディングを

し、炭水化物を腹一杯食べ

てエネルギーを蓄えた。 

2月28日（当日）は4時30分に起き外を見たら雨が降って

いたので、かなり厳しいレースになると思い少し落ち込んだ。

私はEブロックからのスタートなのでスタートラインの約200m

後ろからスタートし、スタートラインの通過は3分後だった。 

スタート直後はランナーが多くて流れに乗って走った。30㎞

までは1㎞当たり5分30秒台で走ったが、30㎞からゴールま

では6分台にペースが落ち、4時間を切れなかった。市民ラン

ナーは4時間切が1つの壁である。 

マラソン仲間は、62歳で4時間2分53秒は素晴らしいと

言ったけど、自分では不満だ。次回、出場の時は3時間台で

ゴールできるよう頑張る。  （北関東支店 髙木 末次） 

采野支店長が現場説明を担当 

現場の作業を感じて学ぶ 

2月24日、文系の女子大学生を対象とした現場見学会を

実施しました。参加者は、中京大学総合政策学部3年生の

押谷千佳さんです。海外ボランティアで土木の仕事を体験

したことがあり、体を使ってモノをつくることに興味をお持ちの

学生さんでした。 

見学会後、「施工管理は手を動かす仕事（＝職人）だと

思っていたけれど、実際は違った」と感想がありました。事前

にインターネットで情報収集をしていたようですが、現場を

見たことで仕事の内容や流れを具体的に正しく理解しても

らえたようです。また、会社訪問をしたことがない押谷さんに

とって、社会人と話すこともいい機会になったと思います。「仕

事にやりがいを感じるという人に会えてよかった」と話してい

ました。 

現場見学やインターンシップは、学生さんに仕事や社風を

知ってもらえるいい機会だと今回同行して思いました。学生

さんには、この機会を是非とも積極的に活用してもらいたい

です。 （名古屋支店 服部 恵未） 

ひろしまリレーマラソンは全員でゴール！ 

 

4人（？）暮らしの日常 

我が家では2匹の猫を飼っています。名前は「てん」と

「ぎん」。2匹とも時期は違いますが、公園で捨てられてい

たのを保護したのがきっかけで飼うことになりました。 

お姉さんのてんは、頭が良くて自分の世界を持っている

猫で、反対に弟のぎんは、わんぱくで動き回るのが大好

きな猫です。でも2匹ともに共通するところもあり、インター

ホンがなると一目散にどこかに隠れてしまいます。お客さ

んで2匹を見た人は幸運かもしれません。 

昨年、父が亡くなり母と2人暮らしになりましたが、それ

でも2匹がいるお蔭で、楽しくにぎやかな毎日を過ごして

います。最近の我が家では、2匹の姿が見えないと「2人ど

こいった～？」と思わず声が出てしまいます。家族の一員

を通り越してついに擬人化してしまいました。母にいたって

は「てんちゃん、ぎんちゃん。お母さんの老後頼むね。」と

私に聞こえるような声で話しかけています。ニャーニャーと

本人たちが答える横で見えないプレッシャーを感じている

わけであります。そんな我が家のマスコットの2人には、で

きるだけ長生きしてもらいたいと願っています。 

 （大阪支店 稲垣 大輔） 

てんちゃん 

  家族の絆 

念願の東京マラソン 

現場にて 

各支店から「マラソン大会に出場した」とお便りをいただい

たのでご紹介します。 

ぎんくん 
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お世話になりました 

 *** おしらせ *** 

1級電気工事施工管理技士 試験結果 

実地試験の合格発表が2月にあり、当社では14名の方

が合格しました。そのなかで初受験者の合格率が83.3％と

嬉しい結果になりました。本年度も68名の方が受験予定

です。合格目指してがんばりましょう。 

経営事項審査 結果 

第73期の経営事項審査結果は、電気1,560点、管1,119

点、通信906点でした。完工高が増加したことにより、経審

の評点が上がりました。今後の更なる評点ＵＰには、元請

完工高の増加が必要です。 

アニュアルレポート更新 

アニュアルレポートは財務諸表や経営内容など会社の

総合的な情報を掲載しています。顧客などに配布するだけ

ではなく、自ら六興電気の現状について理解するための

ツールとしても是非活用してください。 

「電気設備学会誌」2月号に掲載されました 

電気設備学会誌2月号の巻頭言を長江社長が執筆さ

れました。テーマは「雷を工学する」です。ご覧ください。 

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。 

・応接室に社内報設置 

・Ａｒｍｓの改良 

受注！ 

・佐久総合病院増築第2期  北関東支店  

・ロイヤルパークスＥＲ札幌新築  北海道支店 

・神戸市西区竹の台計画新築  神戸支店   

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 4日 1日：入社式  

5月  2日 
15～17日：2014-1年目修了研修 

30日：創業66周年記念式典 
 

6月 6日 
人事考課 

支店安全大会 
 

“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なか

から、新聞委員会で最優秀作品を選びました。 

「慣れるほど 忘れてしまう その危険 

   言葉に出して 安全確認」 

 （東北支店 佐藤 耕二） 

 緊張感を持って入場した現場で

も、作業を繰り返す間に「いつもと

同じ」と慣れてしまいます。経験が

あるから、普段と同じだからといっ

て、必ずしも安全作業をしていると

は限りません。その作業は本当に安全ですか？安易に

考えるほど、危険を見逃すことが多くなります。継続した

作業でも同じ作業環境はありません。初心を忘れず目

で見て、言葉に出して伝え、対話をすることでもう一度

安全確認をしましょう。  

ー 訃報 － 

比企 省藏さん 

比企元顧問に初めてお会いしたのは1998年4月で、入社後間もなく赴任した神戸支店から東京に帰って来たときでし

た。お目にかかってからというもの公私にわたりお気遣いいただき、2005年9月に退職されるまで、さまざまなお客様の訪

問に同行させていただき、ご指導いただきました。 

大変印象深いのは、比企元顧問のお話には場の空気を心和む空間に変えてしまう力があったことです。いろいろな場

面に同席しましたが、その興趣に尽きない話題のためか場の雰囲気が次第に変わっていくのを横に座りながら肌で感じ

たものです。そのため、常日頃から同行するのをとても楽しみにしておりました。 

振り返ってみると、今の営業マンとしての自分があるのは比企元顧問と過ごした時間をなしに語ることはできません。

非常に有意義な経験をさせていただいたと感謝しております。ホームに入所してからも定期的にお邪魔させていただきま

した。お話は現役当時と変わらず悠々としていつも癒されました。昨年12月に年末挨拶に伺った際もご健在でしたので、

訃報を聞いたときは信じられませんでした。比企元顧問とお話しさせていただける贅沢な時間や空間をもう享受すること

ができなくなったことがとても残念ですが、これからはご指導いただいた教訓を後輩に引き継いでいく所存です。今まで

いろいろとありがとうございました。心よりご冥福をお祈りいたします。 （東京第一支店 橋本 貴夫） 

丸林 啓一朗 

 1973年入社、大阪支店配属

が我が六興マン人生のスタート

でした。 

 ちょうどその年、第一次オイル

ショックが起こり、資材の高騰と

材料不足で、現場に納入された

ハンドホールのふたを資材業者

が持って帰ったこともありました。 

そのころの大阪支店は代人不足で私たち新入社員も1年

後には官庁工事の現場代理人になっていました。資格関係

が重要視される今では考えられないことでした。 

私の六興マン人生は大きく分けて、前半の21年間が大阪

支店、後半の21年間が九州支店でした。 

大阪時代はほぼ官庁工事で、なかでも大阪府立体育会

館と大阪大学医学部附属病院の工事は、地図に残る物件

として忘れることはありません。大相撲春場所が開催される

この時期、テレビ中継で会場の特徴ある体育会館の天井が

映し出されるたびに、当時苦労したことを思い出します。 

九州支店では工務関係の仕事のため支店に戻りました

が、間もなくまた工事現場の仕事に就くことになりました。九

州でも私には官庁工事が多く、大学・トンネル・自衛隊・米

軍等、施工場所も佐賀を除く九州全県でした。 

またその間に約2年間BRAVO出向、フィリピンへの海外出

張などいろんなことを経験でき有意義な六興マン生活を無

事終えることができ、その間支えていただいた皆様に感謝

申し上げます。 

1～3月の採用 

入社された方より一言いただきました。 

北関東支店  技術係  小林 瑞穂 

恐れず前へ 

 CADを使って仕事をしている

父の手伝いをお絵かき感覚で

始めたことをきっかけに仕事を

始めました。2年前から本格的に

勉強を始め、この数年で私のな

かにたくさんの変化がありまし

た。悩んだこともありましたが、勇

気を出して一歩踏み出してみると、自分の知らない世界が

目の前に広がっていくことに気づきました。これからくじけそう

になることもあると思いますが、ご指導をいただきながら失敗

を恐れず、前に進んでいきたいと思います。 

沖縄営業所 営業担当 黒木 亜由美 

キャリアアップ 

以前は建設・設備工事関係

の会社で現場サイドでコーディ

ネーターとして米軍側との調

整・通訳・翻訳を主に行ってい

ました。六興電気に転職した

今、前職の業務にプラスした仕

事内容・仕事量に、無我夢中で

取り組んでます。六興電気は、これまで培ってきたスキルに

新たなスキルが加わり、自分自身をさらにパワーアップでき

る場所だと感じています。まだ入社したばかりですが、私も

早く皆様のお役に立てるように頑張りたいと思います。 


