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岡山・西大寺で行われた会陽（いわゆる裸祭り）に参加しまし

た。これは日本三大奇祭に数えられる伝統行事で、寒空の下を裸

の男衆が練り歩くものです。今年はお世話になっている旭電業㈱

の松岡社長との約束で、廻しをしめての参戦となりました。夜9時

ごろになるといよいよ出番となり、小雨の中へ徒党を組んで出発

です。声援を受けながら大通りを約1時間練り歩く間、沿道からは

盛んに冷水が浴びせられます。境内に到着すると、こんどは腰まで

浸かる池の中を1周して体を清めます。そのあと本堂にお参りし、さ

らにもう一度お清め。しかし徒党を組んでいるためか、寒さはそれ

ほどではありません。ワッショイと声を掛け続けていたので喉はガラ

ガラになりましたが、なんとも楽しい経験でした。祭りは見るより参

加するほうが楽しい、というのが実感です！冷めた言い方をすれば、

私は寒いなかを裸で歩いていただけなのですが、どうしてこんなに

楽しかったのでしょう？最初に思いついたのは、徒党を組んだ人た

ちとの無条件の連帯意識でした。とにかく一緒に気勢を上げ続け

なければ、寒くてたまりません。看板を背負っているので、他のグ

ループへの対抗意識もあります。そんな状態では、500人の仲間に

自然と連帯意識が生まれます。そしてもう一つは主役意識です。

男衆に触れると幸運が訪れるという言い伝えでもあるのか、境内

を練り歩いていると女性から盛んに触られます。そしてなにより、私

たちは警備の内側でスポットライトに照らされています。まさに一人

ひとりが主役という感じでした。これは仕事でも同じではないでしょ

うか？ 我々も毎日、会社を代表して重要な仕事をしています。そう

感じられる人は、きっと仕事が楽しいのだと思います。仕事って、祭

りなのかもしれません。今年の新入社員諸君にはぜひとも早く、こ

の感覚を掴み取ってもらいたいと願っています。 

今年の新人は37名  
毎年恒例の新入社員研修で、社会人としての心構えと六興電

気の方針を中心に、1時間ほど講話をしました。このなかで最初に

強調したのは、「社会人になると、新入社員でも会社の品性を代

表することになる」という話です。よく、「○○株式会社の人はみん

なまじめだ」とか、「あの会社は信用できない」というような声を聞き

ます。しかし実際にその方が会った社員は、一人か二人ということ

も稀ではありません。この例でわかるように、たとえ社員が1,000人

以上いるような会社でも、お客様は目の前の社員一人を見て会

社全体を評価しています。これは新入社員でも同じことで、会社の

名刺を持った瞬間から、会社を代表しているという自覚を持たね

ばなりません。一方の品性は社風が反映されます。つまり、我先に

前へ前へと進むような会社もあれば、地道にコツコツと積み上げて

ゆく会社もありますけど、これが社員を通じてお客様に伝わります。

六興電気は上品な会社です。それをお客様に伝えてもらいたいと

考えます。 

次に取り上げたのが、企業の社会貢献です。私は冒頭で、「無償

奉仕はそれほど大きな社会貢献ではない」と切り出しました。これ

は私が、納税こそが最大の社会貢献だと思っているからです。ここ

で言う納税には、企業と従業員の両方が含まれます。そして納税

するためには利潤を得て給与を支払わねばならず、利潤を得るに

は社会が必要とする役務を提供しなければなりません。つまり、誠

実に仕事をこなす事こそ、真の社会貢献なのです。極端な節税を

おこなって納税もせずに、外面の良い寄付などを行って社会貢献

を謳う企業があったとしたら、残念なことです。 

3つ目のポイントは、給料って貰うものか稼ぐものか？という問題

です。大きな会社では利益がどこから生まれるか見えにくいため、

どうしても「貰うもの」という意識に傾きがちです。しかし実際には給

料は企業が得た利潤から払われているので、なんの成果もなしに

誰かから貰えるものではありません。わが社では部署の収益状況

が毎月明示され、それをもとに成果配分を分配する制度がありま

すが、これらは稼ぐという意識を持ってもらうためのツールです。ず

いぶん昔のことですが、ある官庁のOBから、「給料っていうものは、

辛いことを我慢したから貰えるのだ」と言われて、猛反発した経験

があります。そんな辛い毎日を我慢しながら過ごすより、仕事を楽

しみながら稼いで生きたほうが、何倍も有意義かと思います。 

最後のポイントは、「会社って、組織って何だろう？」という問いか

けでした。この問いに対する答えは会社ごとに異なると思うのです

が、私は「会社とは社員と協力業者が活躍するための舞台」であ

ると考えます。そして会社を構成する組織は、「関係する全員が協

力して結果を出すためのシステム」だと思います。そしてこのシス

テムには、社内だけではなく協力業者や取引先、さらには家族まで

含まれます。今年の新入社員諸君は、これらの事柄を念頭におい

て切磋琢磨し、はやく一人前になってくれるようお願いします。 

ブラジルにも行ってきました。  
六興の米国子会社では、米軍向け資材をブラジルから調達で

きないか検討しており、現地の状況を確認するために重電機器

メーカーと港を視察してきました。ブラジルというとサッカーとサンバ

のイメージですが、実際には飛行機を製造できるほどの工業国で

す。しかもレアルの対ドルレートは3年前の約3割まで下落している

ため、ブラジル製品は非常に割安となっています。採用できるかど

うかはこれから評価しますが、予想外だったのはサンパウロの静か

さでした。日本では、政府の政策に反対する大規模デモが報道さ

れており、私は騒然とした状況を予想していました。しかし街中は

拍子抜けするほど静かで、あいかわらずの酷い交通渋滞ですが、

アジアの国のように喧しくクラクションを鳴らすこともありません。こ

れを見て、私はこの国が信頼できそうに感じました。普通の会社だ

と現地に詳しい商社などを頼るところですが、なんでも自分で見て

くるのがわが社の流儀です。今後とも、いろいろな機会をみつけて

チャレンジしてゆきたいと思います。  
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総勢37名が入社します 

今年の新入社員研修は、3月26日から4月4日までの10日間で行われ、例年通り六興電気

の歴史や就業規則から始まり、ビジネスマナー、電気工事や安全に関すること等幅広く学び

ました。そして、研修は無事に修了し、総勢37名のメンバーが六興電気の新しい仲間として加

わりました。内訳は工事25名、積算1名、電気工事士11名です。 

なお、六興電気としては初の事例となりますが、海外採用新卒者2名（ガビとレン）にも日本

人と同じメニューの研修を受けてもらいました。分からない日本語もあり苦労したところもあっ

たようですが、同期の仲間たちに助けられながら、楽しそうに取り組んでいました。  

2016年度新入社員です 

祝 入社式 

2016年4月1日、東京都白金台にある「ザ・テンダーハウス」にて入社式を開催しました。 

入社式といえば、役員と新入社員が向かい合って座り、形式的な進行と厳かな雰囲気をイ

メージしますが、当社の場合その雰囲気とは異なります。 

私たちが考える入社式とは“歓迎の気持ちを伝える場”であり、役員や配属先の部署長と

新入社員のコミュニケーションが最も大切だと思っています。そんな“歓迎”をテーマとした入

社式にするため、今年は新しい試みとして、「受け入れ部署からの歓迎ビデオレター」を上映

いたしました。これは、各部署が約1分間のオリジナル動画を制作し、部署としての歓迎を表

現したものです。各部署の個性が伝わるとても面白いものができたと思います。制作にあたっ

てはたくさんの方々にご協力いただき、ありがとうございました。 

また、新入社員のグループワークの発表も行いました。これは、研修中に学んだことを踏ま

え、「自分たちは入社1年目の期間に何を目標として、どんなことをするのか」を発表してもら

いました。ぜひ新入社員の皆さんはこの目標を忘れず、六興人生1年目をスタートさせてくだ

さい。皆さんの活躍を期待しています。これからもよろしく ！ （人事部 池田 照浩） 

素直で優しい2016年入社 

今年の新入社員は、教えたことに対して飲み込みが早く、研修中にもあまり大きな失敗をす

ることがありませんでした。また例年に比べ、素直で優しく大らかな社員が多いように感じられ

ました。教えられたこと・指示されたことに対して真っ直ぐに取組み、やり切ることのできる社

員たちだと思いますので、ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 

…と、これだけ書くと真面目な大人しい性格なのかな？と思われる方もいらっしゃるかもしれ

ませんが、もちろんそんなことはありません。いじるとそれぞれ面白いネタや逸話が出てきます

ので、仕事以外のところでも彼らを突いてみてください。 

配属先の社員の皆様、彼らを末長く、よろしくお願いいたします。 （人事部 河上 美幸） 

朝のマラソン 最後の坂道キツイ… 
社長が見学に来てくださいました 

真剣に討議 

匍匐前進体験 人を簡単に運べるの術 

ペナルティとして腕立て伏せ 

夕食おいしいね 新聞って難しいな 

あれっ手と足が… トイレ清掃中 
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人事部付 電気工事士 

九州支店 

東京第一支店 

東京第二支店 
茨城支店 

エネルギー 

プラント支店 

北関東支店 

千葉支店 
横浜支店 

新潟支店 

東北支店 

中国支店 

大阪支店 

新入社員を紹介します！ 自分を一言で表すと？答えてもらいました 

工事係 山口 拓馬 

工事係 竹内 友一 

神戸支店 

工事係 佐伯 匡哉 

工事係 藤野 亮 

工事係 小林 陸人 左 工事係 アクナ メントル ガイバー ロペス（通称ガビ） 

中央 工事係 日髙 健太朗 

右 工事係 ドラン ブレンドン ロモ（通称レン） 

 上段 永山 慎也・岡田 駿・浪川 将也・佐藤 奎太 

中段 三田 隆誠・大澤 大梧・伊東 弘信 

 下段 宮田 龍・及川 将太郎・寺田 歩空馬・蔡 賢志 

静岡支店 

工事係 髙階 孝幸 

工事係 飯村 亮太・工事係 石田 大智・工事係 廣瀨 有弥・積算係 松村 名那 

工事係 柏 喜紀 

工事係 髙﨑 佳樹 

工事係 伊藤 和生・工事係 石川 陽麻 

工事係 山本 英樹・工事係 清重 祐介 

工事係 石津 優・工事係 中田 悟士 

 左 工事係 尾凪 達海 

 右 工事係 阿部 翔悟 

工事係 中澤 圭吾・工事係 原 拓也・工事係 菊地 駿哉 

緑枠：首都圏本部  青枠：東日本本部 

赤枠：西日本本部  黒枠：E2本部  紫枠：本社 



各地の竣工物件 
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 inside story 

 新入社員の五味君と入部君が当現場に配属され「3年の軌跡」で藤井電気工事㈱の職

長に就くことになりました。日を追うにつれ、たくましくなっていき、現場関係者にとてもかわ

いがられる姿が嬉しかったです。竣工祝いの席で、神戸支店の池端君、五味君、入部君が

ケーキを用意してくれたことが印象に残っています。 

古山精機㈱浜松工場 

事前の打合せ、検討の大切さを実感 

当物件は静岡県浜松市北区細江町の工業団地の近くで、浜松西インターから車で約10

分のところに位置しています。古山精機㈱様は、磐田市福田に本社工場を構え、主に自動車

関連の部品の製造を行っています。当物件は浜松工場の新築工事でした。 

当物件の仕様は、100面以上ある動力盤を工場内のケーブルラック上に取り付けることで

した。既存の工場を参考にし、盤の支持方法から取付け方法、設備との取合いなどを事前に

行うことで工事が遅れることなく進めることができました。外構工事では職員用駐車場と工

場回りの外灯、工場の離れたところに防爆仕様の倉庫、ごみ置場等がありました。躯体工事

が始まる前に外構工事を先行で行い、配管ルートを建築と打合せをすることで掘削量を減ら

すことができ、繁忙期の作業量を分散させることができました。 

苦労した点は幹線布設作業です。屋外キュービクルから100mほどある外部スタンションを

通り、工場内へ配線する幹線が約60回線ありました。現場乗り入れ当初から配線ルート、施

工方法、施工時期の検討を建築、設備、協力業者と何度も打合せを行うことで無駄なく安全

に布設作業を行うことができました。 

当初から他業者と一緒に打合せを行い、考えることで干渉がなく施工することができ、工程

が厳しいなかでも無事竣工を迎えることができました。 （静岡支店  髙橋 洸祐） 

ヨネックス㈱東京工場第三工場 

工期との闘い 

八潮市は埼玉県南東部に位置し、東京都足立区と接しており、国道4号や東京外環自動

車道など幹線道路が近く交通の便が良い地域です。紹介する現場は、テニスやバトミントン

のガットを製作する国内トップメーカーのヨネックス㈱様の東京工場第三工場です。 

住宅街に隣接する工場ということで、仕様や施工への配慮もありました。この現場は工期と

の戦いで、鉄骨建て方から内装工事へ移り変わって竣工まで2カ月という突貫現場でした。

着工時にある程度予想していたので、協力業者をフロア別にして施工するようにしたり、器具

などの納期が遅れないように発注したりと段取りはしていましたが、どうしても特殊機器等施

工方法のばらつきが出てきたり、急を要する仕事がでたりと思うようにはいかない時もありまし

た。しかし、建築・協力業者・他業者とコミュニケーションがうまく取れていたので、何とか乗り

切ることができました。また独自性や特殊性から、製造工程や機器に関わる守秘義務や仕

様の配慮などのノウハウも得ることができたのは大きな収穫でした。 

この現場で財産となった技術や人との結びつき等を今後の現場で活かしていきたいと思い

ます。 （北関東支店  熊澤 亨一） 

契約先 ㈱熊谷組 

設計監理 ㈱熊谷組 

工期 2015年4月～2015年10月  

施工場所 埼玉県八潮市西袋 

建築概要 延床面積 5,231㎡、S造 

 地上4階 

施工部署 北関東支店 

協力業者 ㈱山一電設 

城東区複合施設 

早期受電に向けて 

当現場は、大阪市城東区の中心に位置する場所にあり、地域コミュニティ活動や市民協働

活動の拠点、地域防災活動の拠点とし、「城東区役所・城東区保健福祉センター」「城東区

民センター」「城東図書館」「城東区老人福祉センター」の4施設を一体整備しています。小さ

な子どもからお年寄りまで安心・安全に集える緑あふれる魅力的なエリアとして整備され、各

施設と共有のエントランスや、公園につながるテラスなど、ひとつの建物のなかでさまざまな

世代の方が交流できる施設です。 

当初の完成時期は2015年7月末でしたが、工事着手までさまざまな問題があり、建物の引

き渡しが2016年1月末に延期されました。工期は延長されましたが、工事期間としては短かっ

たです。電気室と発電機室が3階で中間階にあり、受電をできるだけ早くしたかったので、建

築業者、機械設備業者と打合せを行い、電気室・発電機室を早期に完成させてもらい、

キュービクル・発電機の搬入、幹線配線・接続を先行して施工し、早期に受電できました。受

電してからは毎日、回路チェックを行い、さまざまな検査を経て、無事建物を引き渡すことが

できました。 （大阪支店 髙橋 義隆） 

契約先 大阪市契約管財局局長  

設計監理 ㈱日建設計  

工期 2013年9月～2016年1月  

施工場所 大阪府大阪市城東区中央 

建築概要 延床面積 158,000㎡、RC造 

 地上4階 

施工部署 大阪支店 

協力業者 藤井電気工事㈱ 

 吉岡電気工業㈱ 

 

 

契約先 ㈱イトー 

設計監理 ㈱高橋建築設計事務所  

工期 2015年3月～2016年4月 

施工場所 静岡県浜松市北区細江町中川 

建築概要 延床面積 8,549㎡、S造 

 地上2階 

施工部署 静岡支店 

協力業者 ㈱パレックス 

inside story 

 現場の近くにあるデカ盛りで有名な中華屋さんによく通っていました。チャーハン半ラーメ

ンセットのラーメンは当然丸々一人前、プラス100円で子どもの拳ほどのから揚げが3個付

というデカ盛りに驚きましたが、安くて味もよく、工期の短いなかでの活力になりました。 

inside story 

 現場の忙しさがピークのとき、集中豪雨で現場に面する道路の土砂崩れが発生しまし

た。警察、救急車が来るまでの間に建築、電気、設備の担当者が役割分担し、2次災害を

防ぐため、交通誘導など安全の確保に努めました。このことがきっかけで、担当者同士の

仲がより深くなりました。現場が円滑に進んだひとつの要因だと思います。 

停電作業に一苦労 

当物件はPHASE6、PHASE7、PHASE8に続く米軍家族住宅改修工事の大型物件でし

た。 今までの改修工事と違う点は大きく2つあります。1つ目は全改修と部分改修の2エリアに

分かれていること、2つ目は既存の特高架空電線路の地中埋設化でした。 

特に部分改修は、一部既存の配管配線・照明器具・配線器具を再利用するため、工事が

始まる前に既存状態の写真を米軍に提出しなければならなく、沖縄営業所から現場まで応

援に来てもらい、撮影しました。 

また、特高架空電線路の地中埋設化については、今までの住宅改修工事では既存の特高

系統に新設のトランスを割込ませるという方法でしたが、今回は最初から全て新設で構築す

るため、約2,600mの新設の特高ルートを4分割にし、1エリアを新設した後に既設を撤去する

という流れを繰り返し行うものでした。既設から新設に切替える際は停電が発生するので、45

日前に停電申請を米軍に提出し、実施日に向けて埋設作業を行いました。ですが、配管ルー

トに岩盤が出てきたり、大雨の時は掘削作業が伸びず、余裕をもって工程を立てていたもの

の、毎回停電日ギリギリでヒヤヒヤしましたが、何とか協力業者さんのお蔭で事なきを得まし

た。工期後半は各作業もスムーズに進み、3年半に及ぶ工事でしたが、遅延なく終えることが

できました。 （沖縄営業所  日小田 正徳） 

米軍家族住宅PHASE11 
契約先 ㈱大林組 

設計 HydroGeologic, Inc. 

監理 OTIE 

工期 2012年10月～2015年11月  

施工場所 沖縄県米軍嘉手納基地 

 Camp. Mctu reous 

建築概要 ＲＣ造 地上2階、401世帯 

施工部署 沖縄営業所 

協力業者 ㈱西日本電工、㈲國場電工 

 ㈲仲田電設、㈲中川電工  

 inside story 

 今回のプロジェクトで関わった方々はパワフルな方が多く、公私共に良いお付き合いがで

きました。なかでもとりわけ仕事に対する姿勢が真摯な方が仕事の途中で転勤になると聞

いた時は寂しく感じたのを覚えています。今回の現場で沢山の方と出会ったことで私自身

も成長できたと感謝しています。 
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ろっこうニュース 

元気よく働くために 

ヘンプヒル恵選手の活躍に注目！！ 

暖かい季節になり、そろそろ体を動かしてみようかな？趣味を見つけてみようかな？と思いは

じめる方も多くいらっしゃると思います。 

今回は、“健康な身体と健全な心のために”日頃活動されている社員の方々にお話を伺い

ましたのでご紹介します。 

Q.1 始めたきっかけは何ですか？  Q.2 始める前と後の心境・体の変化はどうですか？ 

Q.3 継続した結果、いかがでしょうか？ 

お弁当作りで元気よく 

 東京第三支店 竹田 有里 

A.1 以前の勤務先が中心部から少し離れたとこ

ろにあり、お昼を買いに行くのが億劫だったことから

弁当作りをはじめました。 

A.2 特に目に見えて変化というものはないですが、

自分の取る食事について以前より意識するように

なったと思います。 

A.3 お弁当を作るときは主人の分も一緒に作るの

で、時々ありがとうと言ってくれます。友人が奥さんに作ってもらう度に200円ずつ貯金をして

いるというのを聞いて、一度、有料制にしようかと思いましたが、それは失敗しました（笑）。 

編集後記 ～インタビューを通して～ 

“自分の好きなこと”を見つけ、実行されている方々からたくさんのパワーをいただきまし

た。「仕事が忙しい時やつらい時も“好きなこと”が励みになる。」そんなメッセージがひしひし

と伝わってきました。「健康が一番」とはよくいいますが、自分の体と向き合う時間や自分の

体の声を聞く時間を意識的に作ることがその第一歩なのではないかと思いました。 

ヘンプヒル恵（めぐ）選手プロフィール 

 1996年5月京都府京田辺市生まれ。アメリカ人の父、日本人の母を持つハーフ。中央大

学文学部人文社会学科社会情報学専攻2年生。京都文教高校卒。 

 休日は、（練習が大変なので）寝ていることが多いそうです。その他には、お笑い番組を見

ることも好きだそう。 

 七種競技の魅力は、失敗しても挽回がきくところ。混成競技に取組む仲間が信頼し合え

る友人であり、良きライバルで、誰かが苦手種目を克服してベストを出せば、自分も頑張ろう

といったように、切磋琢磨できるところ。お互いに長所も短所もわかった上で、試合に臨むそう

です。  

当社は昨年度よりヘンプヒル恵選手と所属する中央大学女子陸上競技部の活動を応援

しています。ヘンプヒル選手は、陸上女子七種競技で2020年東京オリンピックの期待の星で

す。七種競技は、大会の1日目に100mハードル、走高跳、砲丸投、200m。2日目に走幅跳、や

り投、800mを行い、記録を得点に換算して合計得点を競います。 

ヘンプヒル選手は、七種競技で昨年の日本陸上競技選手権大会優勝。また100mハード

ルでも5位入賞しました。その他にも走幅跳や1,600mリレーにも出場する、真のクィーンオブア

スリートです。記録や大会での成績が素晴らしいのはもちろんですが、昨年とても印象的だっ

たのは、大学の対校戦（全日本インカレ）で酷暑のなか、3日間で十種目に出場され、競技場

内でついさっきまでトラックにいたと思えば、投擲のサークルに、そして、走り幅跳びのピット

に…と、縦横無尽に活躍されていたことです。彼女の頑張りは見ているだけでも力が沸いてく

るような、こちらも勇気づけられる力をもらえる選手です。 

 現在のベスト記録は、昨年4月

に出した5,678点（日本学生記

録、日本ジュニア記録、日本歴

代3位）ですが、6,000点を超え

ると世界大会への出場も身近

なものになります。春には、陸上

のトラックシーズンがスタートし

ます。 

 陸上の試合はテレビ中継も多

数ありますので、是非、注目して

ください！  （MS室 岡田 珠代） 

主な試合結果 

2014年8月 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 

   七種競技 優勝 / 100mハードル 優勝 

  女子最優秀選手賞  

2015年4月 日本選抜陸上和歌山大会 

   七種競技5,678点 優勝 

   （日本学生記録、日本ジュニア記録、 

           日本歴代3位） 

2015年6月 日本陸上競技選手権大会 

   100mハードル 5位 

2015年9月 日本学生陸上競技対校選手権大会 

   七種競技 優勝 六興電気の本社に来てくださいました 

ヘルシーで美味しい食事を 

本日の献立は、豚の生姜焼きです 

トレーニングマシーンで元気よく 

 名古屋支店 相原 宏宣 

A.1 健康診断の数値が… 

A.2 昨年6月から気楽にはじめ、徐々に内容がエ

スカレートし…なんと！体重マイナス16㎏！現場の

階段を上っても息切れしなくなりました。 

A.3 アイ（相）ザップのメニューができました！ 

①食事は野菜多め、油少なめ、ライス控えめ。 

②夜1時間ウォーキング（外飲みしない日に限る）。 

③自宅トレーニング（日曜日のみ。器具はネットで購入）。入会をご希望の方、ご相談ください！ 

アイザップでスマートに 

ダイエット大成功！ ！ 

水泳で元気よく 

 中国支店 上野 愼司 

A.1 小学校4年生の時に学校で選抜され、競泳を

始めたのがきっかけです。水泳が好きで、小、中、

高、大学と水泳部で大会に出場して入賞し、記録

更新が楽しみでした。現在は記録の維持と体型

維持を心がけ練習を継続しています。 

A.2 苦しくても決めた練習内容に妥協せず、耐え

ることで充実感、大会で好記録が出れば達成感、

満足感、仕事でのストレス発散につながっていると思います。 

A.3 昨年は日本スポーツマスターズ2015の全国大会に県代表として出場し、50ｍと100ｍ

自由形で優勝（60才区分）、100ｍは大会新記録でした。その功績で広島県体育協会より表

彰していただきました。 

週2で水泳の練習をしています 

冬はスキー、季節に応じて 

登山で体を鍛えています。 

マラソンで元気よく 

 大阪支店 曽根 隆幸 

A.1 運動不足を気にしていた先輩の平野さんに

地元のハーフマラソンに友人と参加したことを話し

たのがきっかけです。 

A.2 マラソン完走後、人生観変わると聞きますが、

残念ながらそのような境地には至りませんでした。

ただ、走り続けることで忍耐強くなったと思います。 

A.3 はじめはジョギングでもと思っていましたが、フ

ルマラソンやトレイルランニング、ウルトラマラソンの大会に出場するなど、2人してハマってい

ます。初フルマラソンは3時間30分切で完走しました。サブスリーランナーは夢のまた夢です

が、ベストタイムは3時間15分です。ウルトラマラソンには4回出場しましたが、全大会なんとか

無事に完走できました。ウルトラマラソンの最長記録は112㎞です。 

古の嵐山ハーフマラソン 完走！ 

走って、走って健康に 
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マナーを身につけ、可能性の広がりを 

UP Job Fair 参上！！ 

昨年から始まった新卒GR（Global Recru itment）。2年目

となる今年も、2月16日、17日の2日間でUP（University of 

the Phi l ippines）のJob Fair（企業と学生の出会いの場）と

Company Talk（会社説明会）に参加してきました。当日は

マニラで日本語研修中だったBrendon（レン）とGyber（ガ

ビ）にもたくさん協力してもらいました。 

フィリピン唯一の国立大学で学力の高いUPには、たくさん

の超有名大企業がブースを出展しています。そんななかで

当社は一生懸命ビラを配り、説明会では既に日本で働いて

いるJoelとMarkのメッセージビデオを流したり、入国を控え

たガビとレンにも体験談を話してもらうなど、とにかくアピール

しまくりました。その結果、15名を超える方から選考試験の

UP卒業のレン（左）とガビ（右）も日本語研修の体験談を話しました 

当社の営業体制は今まで東日本、西日本、首都圏の各

本部を中心とした営業活動でした。全国規模の顧客や全国

に発注計画がある顧客に対しても、本部ごとの営業対応で

あったため、顧客との人脈が途切れたり、営業情報が滞った

りすることがありました。また、ひとつの物件に違うルートから

それぞれで営業をする無駄や、顧客の本社機構を理解しな

いで営業を行った結果、トラブルが発生したこともありまし

た。こうした無駄、トラブルをなくし、全社的に顧客情報を共

有することを目的として、全社営業会議が開催されました。 

会議では、顧客の本社組織の報告や各支店と顧客の取

引状況の報告を中心に行われました。また、顧客ごとに幹事

と副幹事を定め、顧客の営業情報、人事情報を集約し、全

支店に発信する体制を構築しました。さらに、支店ごとに顧

客への取組み方に違いがあることや、支店の顧客別の受注

実績がイメージと実際では異なることがわかり、書類だけで

はなく、実際に会って話し合うことが重要であると気付かさ

れました。 

全社営業会議、始まる！  

全国から営業マンが集まりました 

オープニングセレモニーを終えて 

自分の好きなことについて話しました 

災害ゼロを実現するために 

本年1月度より“過去の災害発生カレンダー”を作成し、全

社員に毎月配信することにしました。 

このカレンダーは、その月に発生した過去5年程度の当社

の災害事例をカレンダー形式で掲載しています。作業員の

方が過去にどのような災害が発生したのかを認識し、その

災害を“他人事”ではなく“自分事”として反省することで自

分の身を守り、一人ひとりが災害ゼロを実現することを目的

にしています。また、当社の災害統計では、各月に同じような

災害が多く発生し、「梅雨時のうっとうしさで…」、「夏場の暑

さで集中力を欠き…」、「年末の慌ただしさのあまり…」、「年

度末の忙しさのあまり…」など、直接的な災害発生原因とは

言えないこともありますが、これらは災害のきっかけとなって

います。これらについては“当月の安全ポイント”として注意

喚起していますので、作業員の方に周知してください。 

カレンダーの空欄には、現場の予定等を記入し、現場事務

所・休憩所等に掲示して活用してください。安全朝礼・KY活

動・災害防止協議会では、冊子「当社の災害記録」・カード

「自分の身を守るために」もあわせて活用し、毎日の災害防

止活動に取り組んでください。当社の災害発生件数は年々

減少しています。今期もさらなる減少を願う次第です。 

 （工事安全管理部） 

現場事務所・休憩所等に掲示して、災害ゼロを目指しましょう 

2月9日、16日に本社にてマナー研修を実施しました。社員

自身が“キラキラ”したマナーを身につけ、お客様と応対・応

接することや社内環境に改善を常に行うことで、お客様から

好印象を持たれるようにすること、また学んだマナーのスキ

ルを継続できるようなしくみ作りのスタートとして、先輩社員

（マナーマスター）・若手社員（マナースペシャリスト）に分けそ

れぞれプログラムを組み、実施いたしました。 

 （人事部 鈴木 香理） 

参加した方よりコメントをいただきました。 

先輩社員に必要なこと 

今回、私はマナーマスター研修に参加させていただきまし

た。この研修の目的は、基本的マナーはもちろんですが「後

輩指導力を身につけよう」というものでした。まず、どういう先

輩社員が理想なのかを話し合うと「率先垂範ができ、コミュ

ニケーションのとりやすい先輩」と意見がでました。指導は、

相手に伝わらなければ意味がないということで、後輩を指導

するときは、「わかりやすさ」を心掛け、質問のしやすい身近

な先輩になることが大切なのだと学びました。 

「人の背中を見て学ぶ」ではないですが、日頃から後輩の

お手本になれるよう挨拶・表情・言葉遣いに心掛け、細かい

気配りができる先輩になりたいと思います。 

社員同士のコミュニケーションが円滑になれば、お客様へ

よりよいサービスもできるようになります。今後も社員一人ひ

とりが「六興電気代表」であることを忘れずに、お客様から好

印象を持たれるよう、仕事に活かしていきたいと思います。

 （PM室 髙品 敏子） 

信頼と好感を得られるような応対 

私は、マナースペシャリスト研修を受講しました。日常の言

葉遣いや、電話・来客応対を振り返る良い機会だと思い、積

極的に臨みました。 

午前は、一分間の自己紹介を行い、その動画を撮影する

ことで、表情や姿勢、声の大きさ等を確認しました。想像した

以上に自分の声が小さかったことに驚きましたが、動画で自

分の姿を客観視することで、普段はなかなか気が付くことが

できない改善点を発見することができ、非常に勉強になりま

した。午後は、正しい電話・来客応対を、受講生とともに繰り

返しシミュレーションし、今までできているようで、できていな

かった応対方法を学ぶことができました。 

今回の研修では、正しいマナーだけではなく、相手の立場

になって行動するという考え方を再確認できた点が大きな

収穫でした。常に相手のことを考えながら正しいマナーを実

践し、信頼と好感を得られるような応対を心がけていきたい

です。 （東京第二支店 斉藤 大樹） 

電話応対の練習 

受験を希望するというお返事をいただき、現在は面接試験

を行っているところです。意欲の高い学生さんが多いので、

最終選考の結果が楽しみです！ 

ちなみに、ガビとレンは2月22日に無事に入国し、新川崎

寮で生活しています。日本語の勉強を継続しながら、施工

管理職の研修も始まりました。ガンバレ！ ！ 

 （人事部 河上 美幸） 

初めての全社営業会議でしたが、実際に顔を合わせて意

見交換を行い、そのうえで幹事、副幹事がまとめた情報を

全社に発信し、その情報を各支店の営業マンが営業に活か

すことで、顧客情報の共有化が図られ、一層の営業効率の

向上とエリアを越えた顧客への定着が図られると思います。

 （東京第一支店 海老原 寿佳） 

 1月20日、HEXEL 

TECH ENGINEER-

ING Corp.のオープ

ニングセレモニーを

Half  Moon  Bay 

Golf  Linksにて開

催しました（PGAツ

アーで有名なコース

です）。長江社長、GS部の信氏部長をはじめ、主要取引先

（メーカ、メーカー代理店、輸送フォワダー）、社員など30名が

一同に会しました。 

セレモニーでは、長江社長によるご家族、愛犬の紹介、博

士号取得のご苦労話で会場の緊張が一気に解け、滑らか

な英語とウイットに富んだプレゼンに会場内が聞き入りまし

た。特に六興電気の事業紹介、米軍工事の実績と重要性、

HEXELの開発調達方針、企業戦略の包括的なご説明に

は、取引先が強い興味を示していました。また、信氏部長の

米軍工事に対する詳細な現状と見込みには、代理店間の

競争心がうまく刺激されたようです。セレモニー後半の自由

歓談の際には、長江社長が取引先毎に丁寧に挨拶されて

いたのが深く印象に残っています。引出物として準備した大

人気の“The Flying Legends”のvol. XI I Iと、HEXEL特製の

紅白のワインには、皆さんニコニコ顔で帰路につかれました。 

このセレモニーを通し、参加者それぞれの士気が上がった

のを実感し、今後のビジネス

にどのように反映されるのか

楽しみです。 

（HEXEL TECH ENGINEER-

ING Corp.  Vice President              

             高田 紳一） 

長江社長プレゼンテーション中 

ロゴ入りオリジナルワイン 



  
  BASKETBALL TIME  

After a long week of work, my friends and I go to Araha Beach Okinawa to play our favorite 

game, basketba l l . The beach is very l ively and popular that makes foreigners going there for 

walking and barbecue. 

 Basketball is the most popular and favorite game in the Phi l ip-

pines. You can find roofless basketball courts in every city.  

 I arrange to play basketba l l game with my friends working in 

other construction and design firms as engineers in Japan. By 

playing basketba l l , we rel ieve our stress and fatigue. Sometimes 

we also enjoy eating together in our favorite Fi l ipino restaurant.  

 We love this bal l game, even though we are not athletes or 

strong players.              （By: Engr. Mark A. Tablante） We love basketball game ! 
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 Magandang Araw ！ - 4ｔｈ 

（週末はアラハビーチで、友人と一緒にバスケットボールをして日頃の運動不足を解消しています） 

 

 協力会社紹介 

       ～六進会～ 

＜有限会社オービット＞ 

概要    

創業  1996年8月 

住所  神奈川県小田原市田島37-8  

従業員  4名 

代表者  代表取締役 渡辺 勝司 

平均年齢 50.1歳 

六興電気との関係性 

取引年数   16年 

現場のエリア   神奈川県、静岡県東部 

現在施工中の現場  三井食品㈱物流センター 

    花王㈱テント増設 

関係のある支店   横浜支店、静岡支店 

～経営指針～ 

柔軟性のある聞く耳を養い、新旧の良いところを、技術や

人間関係に生かせる会社を目指しています。そして、“成

功の反対は失敗でなく、何もしない事”をコンセプトに新し

いことにも積極的に挑戦していきます。 

～会社の雰囲気～ 

倉庫や休憩所に数人集まると、絶えず笑い声が聞こえて

きます。作業打合せ以外では、あまり仕事の話をしないよう

な、ＯＮとＯＦＦがはっきりしている会社です。また、誰も社長

とは呼びません。渡辺さん、なべさん、なべちゃん… 

～六興電気の印象～ 

社員に責任感の強さ

が感じられるところと、斬

新なイベントが多い会社

だという印象です。 

～ウチの自慢～ 

①ベテランや一人親方が積極的に若手の面倒を見てく

れる。②横の絆が強く、公私ともに仲が良い。③竣工後のク

レームが少ない。④会社の設立日が平成8年8月8日の、8

のゾロ目。（あまり大した自慢がありません） 

～社内イベント紹介～ 

2年前から参加させていただいる六興電気さんのカート

レースが、社内的に年間の一大イベントになっています。一

昨年はリタイヤという残念な結果でしたが、昨年は2チーム

で参加し、運良くで3位と6位入賞をすることができました。 

～最後に伝えたいこと～ 

電気工事士になりたくて、高校卒業と同時にこの業界に

入りました。いつかは独立することを夢見て。そして31歳で

起業したのですが、その当時とは比べものにならないくらい

便利な材料や道具が出てきました。ですが技術に関して

は、物のない時代に苦労されたベテランには未だ叶わない

ように感じます。高齢化と言われていますが、その方々の

技術、特に応用力を若い職人に引き継ぐ環境を一緒に考

えていけたらと思っています。 

 

優れた機能性の新作業服ができます 

今回の新作業服の製作は、全国の若手社員のなかから

選ばれた製作委員6名で、旧作業服の機能面やデザイン面

の改善点の洗い出しから始めました。各支店でアンケートを

とり、幅広い世代の意見を取り入れつつも、今時の若者にも

好まれる「スマートさ」を出そうと考えました。 

色については、シニア層の方々のなかには、「以前の黄緑

に戻してはどうか」という意見もありました。しかし、定着して

いる今の紺色は、若い世代の方々からも好評だったため、変

更しないということで決めさせていただきました。また機能面

については、製作管理を行う ㈱トップ中込社長様と打合せ

をさせていただき、今の生地より耐水性や速乾性に優れたも

のを選びました。さらに、裾のジップや手首の絞り、腕の部分

のミニポケットなど、細かい部分についても話し合い、最良の

ものにしようと各支店の皆様と話合い決めさせていただきま

した。中込社長と大阪支店の木元さんの激しい打合せが印

象的で、そのお蔭もあり、良いものに仕上がったと思います。 

最後にロゴマークは、いろいろな配置案がありましたが、皆

様の手元に届いてからのお楽しみということにさせていただ

きます。また、各支店の方々と交流できたことがいい経験に

なりました。 （名古屋支店 山本 達也） 

 技術本部では、以前か

ら新規開発の試作用と

して3Dプリンターを導入

していましたが、この度

海外製から国産に入替

えました。海外製プリン

ターでは、造形中の反り

や材料が供給されなくなる等トラブルが多く発生し、なかな

か満足のいく造形ができません。新しく導入した国産プリン

ターでは、そのようなトラブルもなく快調に造形ができていま

すが、若干（？）動作音が大きいので、周りに皆さんにご迷惑

3Dプリンターで新規製品開発 

ただいま夏用作業服を1点1点製作中！  

3月4日から2泊3日でR-1グランプリ副賞のグアム英語研

修に行ってまいりました。初めて海外に行ったので出発当初

は不安しかありませんでした。グアム空港でグアム支店の福

田さんに迎えられ、研修がスタートしました。 

初日の木村支店長・福田さんとの会食を経て、2日目は現

場視察をしました。日本と現地の施工を比較でき、とても勉

強になりました。正直な感想は、現地の施工は改善の余地

が十分にあるように感じました。仕事はもちろん英語なので

多少苦労する部分もありますが、そのなかで勤務されている

先輩方を見て、海外に対しての憧れが強まりました。 

今回の研修では視察だけではなく、旅行の一面もあり、ス

キューバーダイビング等を体験しました。先輩方に比べれば

まだまだですが、英語を使ってコミュニケーションをとれたの

で大きな収穫になったと思います。最後に、今回の研修のた

めにいろいろと準備してくださった木村支店長・福田さんあり

がとうございました。 （東京第一支店 長谷川 祐太） 

海外勤務への憧れが強まった英語研修 

レオパレスリゾートのベルヴェデーレホテルにて 

をかけているかもしれません。できあがった造形物は、寸法

精度や強度など納得できるレベルにあるので、サイズ感や

はめ合わせのチェックだけでなく、現場での検証にも十分活

用できています。造形時間は小さいもので30分、大きいもの

でも3時間位なので、設計したデータがすぐに製作できるよ

うになりました。また、材料代も数十円程度と安価なので、同

じ試作品を何個も製作して、いろいろな現場での検証が可

能となり、より多くの意見をフィードバックした製品開発が行

えるようになりました。 

試作用として導入した3Dプリンターは、オリジナルのス

マ ー ト フ ォ ン ケース等

の製作、新技術開発ア

イデアの試作、まもなく

発売予定のコンセント

検査機のケース設計に

も活用しています。 

       （技術本部） 

これが3Dプリンター！ 

試作品“コンセント検査機のケース” 

朝礼の様子 
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 *** おしらせ *** 

お詫び 

前号掲載いたしました「目指せトップリーグ優勝！」記事の

掲載写真に誤りがありました。関係者各位にご迷惑をおか

けしましたことを深くお詫び申し上げます。 

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25名の方

が合格しました。そのなかで、初受験者の合格率が70％と

嬉しい結果となりました。本年度も67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74期の経営事項審査結果は、電気1,546点、管1,110

点、通信889点でした。完工高及び利益は増加しています

が、資材取引業者に対する手形・ファクタリングの支払期

日短縮による仕入債務減少による資金の流出で営業CF

がマイナスとなり、最終的には評点が下がりました。  

第74期新技術開発アイデア募集審査結果 

今回の募集では71件の提案がありました。22名の技術

開発委員会の審査の結果、残念ながら各賞に該当する提

案はありませんでした。そのなかの、「脚立等を使用しない

で先行配線を行う」という提案に、特別賞が贈られました。 

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。 

・過去の災害カレンダーの配布 

・健康診断検査項目の充実、社員名簿掲載項目見直し 

1月～3月の採用 

東京第一支店 工事所長  今野 敏郎 

沖縄営業所 技術担当  待鳥 紀子 

受注！ 

・大阪市北区長柄西集合住宅 大阪支店 

・福岡市中央区桜坂3丁目計画 九州支店 

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 2日 
1日：入社式 

22日～23日：2013-3年目修了研修 
 

5月 7日 
7日：創業67周年記念式典 

20日～23日：2015-1年目修了研修 
 

6月 4日 
人事考課 

支店安全大会 
 

特別なバースデーケーキ  

「アニバで有休」を利用し、東京ディズニーランドへ出掛け

ました。誕生日の5日前のことです。 

乗り物の待ち時間はほとんどなく、夜のパレードも広々と見

渡せたのは、まさに平日休みの特権とも言えます。贅沢な一

日が過ごせました。 

なかでも印象的だったのは、昼食に入った「アリス」のレスト

ランでの出来事です。メニューのひとつにカラフルなホール

ケーキがあり、映画の世界観に合わせて「Happy Unbirth-

day」のプレートが載せてありました。それでも…、と手に取る

と、私が誕生日で来ていることに気づいたキャストの人が、プ

レートを「Happy Birthday」に取り替えてくれたのです。 

周りのお客さんに注目されて気恥ずかしさもありましたが、

何か自分が特別な存在になっ

たような感覚がして、いくつに

なっても誕生日は良いものだ

な、と嬉しい気持ちにさせてもら

えました。 

 次の「アニバで有休」は何をし

ようか、今から楽しみです。 

 （東京第一支店 椎屋 未来） Happy Birthdayのプレート付ケーキ 

5体目のリトル○リーメン！？ 

アニバで有休レポート 

 
  家族の絆 

古希のお祝いで家族旅行   

嫁の実家が、私の家から車で5分くらいのところにありま

す。家が近いこともあり、嫁が子どもを連れて週1回は遊び

に行っています。初孫ということもあり、いつもじいちゃんとば

あちゃんはよく喜んで遊んでくれています（生意気なので、

かなり持て余していますけど…）。 

そこで先日、嫁の両親が昨年70歳になったということもあ

り、お祝いに定山渓温泉に行きました。久しぶりの温泉旅行

なので、個人的にもとても楽しみにしていました。この温泉

にはプールがあり、長男とウォータースライダーや波が出る

プールで遊び、温泉に一緒に入ったりしました。嫁の両親も

含めての泊まりの旅行は初めてだったのですが、みんなで

とても楽しく、充実した一日を過ごせたと思います。他にも、

毎年恒例みたいになっていますが、みんなで札幌ドームに

日本ハムの試合を観戦しに行ったりもしていていろいろなこ

としています。 

私がじいちゃんになった時には、子どもたちが同じようにい

ろいろなところに連れて行ってくれると信じて、今から楽し

みにしています。 （北海道支店 北島 忠宏） 

長男が描いた、じいちゃん、ばあちゃんの絵をプレゼントしました 

“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。 

「身に着けよう 環境変化に 気付く目を」 

       （神戸支店 辻本 好範） 

 最近アクセル、ブレーキの踏み間

違い、高速道路の逆走など、第三

者が車の暴走に巻き込まれる事

故をよく耳にします。現場でも、各

現場ごとで安全作業や安全対策

が守られている現場、そうでない

現場、安全通路すらわからないような現場もあります。い

つ何時、事故に遭遇するかわからないため、周りの環境

の変化に少しでも気付き、対応できるようにしましょう ！ ！ 

ネパールへの支援報告 

昨年のネパール大震災に際して当社がNPO法人ラブグ

リーンジャパンにお支払いした復興支援金はアナイコット村の

「女性のための有機農業支援センター」修復に活用されまし

た。工事が遅延したのは、経済的な理由だけでなく、また地

震が来てどうせ壊れるのだから再建活動はやらないという気

持ちが農村部に蔓延しているということもあるようです。今回

の支援が復興の一助になることを願うと共に、今後の支援も

検討していきたいと思います。  After Before 


