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新年のご挨拶 

             我社の今期（５９期）がスタートしました。              
嵐の中の船出です。厳しい経済環境、生残りをかけた試練が続きますが全員が危機意識を共有し、そ

れぞれの部門で任務を果たすことにより必ず一本の細い道があるわけで、希望をもって次の三つを実

践することにより、存在価値ある企業めざしてチャレンジしましょう。                    

                

１ 誠心誠意                                                       

  私欲を交えることのない、純粋なまごころはビジネスの世界でも大切なことですが、人間が生きて行
くための原点です。                                                           

  建設業の一部では建売住宅や分譲マンションのように出来た建物を販売することもありますが、原則
的に請負契約によって今から建物を創るのですから、契約以前に信用とか信頼ということが基本にな

ります。                                                            

  巧の技術、職人の魂は、いつまでも自分の作品が残るのですから、まさに誠心誠意まごころをもって
自分の持てる力をすべて発揮して、良い作品を創るために精進したのです。                   
  構造改革の厳しい経済環境の中で試練が続きますが、最後に残る企業が信頼され、ユーザーに満足を
して頂ける企業のみ存在することになるのです。その原点が誠心誠意まごころをもって仕事に励むこ

とです。 

 

２ 自助自立 

  独立独行他をあてにせず自らの力で生き抜く事で物事を自分で対応し、自己の尊厳をもち、困難に
あってもへこたれずチャレンジすることです。 

業界の特に中小企業には、国や地方公共の助成や金融機関の債権放棄もなく、自らの力で試練を乗越

える以外に道はありません。そのことを全員が肝に銘じ

ることです。 

  戦後の混乱期の昭和２１年２月に創業したあの時にた
ち帰り、先輩達の死に物狂いの挑戦を今一度再現するこ

と、自らの力で生き抜き、体力、気力、智力が必要で

す。 

 

３ 再生再起 

  従来の枠組みが大きく変化する中でこの変化に対応出
来なければ、滅することになります。グローバル化、空

洞化、高齢化、少子化、あらゆるものが業界にも大きな

影響をおよぼします。 

  特に２００６年をピークに人口の減少時代に急速に
移って行きます。人口の減少は経済の活力を失い、業界

にとっても大きな試練となります。 

従来と全く違った時代がやって来ますが、しかし人間が

いるあいだは、建設業は必要な産業です。常に改革を続

け高い品質の建物とサービスを提供出来れば存在できま

す。 

  誠心誠意、自助自立、再生再起、小さな細い道ですが
全員が共通の目的、共有できる価値観をもって存在価値

ある我社の創造を目指してスタートします。 

新年あけまして おめでとうございます 

代表取締役      髙藤 昌和 
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ゼロ災で良い年に 

Ｔａｋａｆｕｊｉ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 

髙藤建設安全衛生協力会  会長    吉田 裕彦 

新年おめでとうございます。 

旧年中は、格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

本年も協力会へのご愛顧とご指導をよろしくお願いいた

します。 

 わたしたちを取りまく環境は、厳しさを増すばかりで

すが、今や、それを当然のことと受けとめ、そのなかで

経営努力していくしかありません。 

しっかりとした経営基盤を築くためにも、安全と健康が

第一です。 

現場での安全管理はもちろんのこと、交通事故や身体と

心の健康に留意することが、企業発展の原点となりま

す。 

 時代の変化とともに、協力会の事業も変化しておりま

すが、髙藤建設様と協力会の関係とゼロ災害を目指す姿

勢は不変のものです。 

本年も協力会の皆様には、安全衛生活動及び労働災害防

止に最大限の努力と協力をお願いいたします。 

 新しい年を迎え、髙藤建設様の益々のご発展と皆様方

のご健勝を祈念いたしまして年頭の挨拶といたします。 

 

            

ご安全に 

 

   
 ｢ 自社のファンをつくる ｣を目的に, ｢ ＩＳＯ９００１ ｣をお
客様のニーズを満たすための手段として、また当社における

全ての業務が適切な品質レベルで遂行されることを保証する

ため, 社内品質システムを再構築し, 平成１４年１１月に全事
業所でＩＳＯ９００１ :２０００認証を取得しました。 
その品質システムの運用について、平成１５年１１月２６日

から２８日の３日間, ＪＱＡ（（財）日本品質保証機構）の
外部定期審査を受けました。 

  今回の定期審査で、 ＩＳＯ９００１: ２０００規格に基づく
当社の品質マネジメントシステムが正常に維持管理されてい

ると判定されました。 

   今後は品質システムを会社経営の柱の一つとして,更に発
展、充実させて行く所存です｡                                                  

ＩＳＯ定期審査 品質管理室  室長    二階堂    茂 

山十㈱  代表取締役 
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機能充実機能充実  新工場が完成新工場が完成  

大阪支店    窪園 
大和化学工業大和化学工業  

福岡支店   柴田 

プロポスタプロポスタ  

竣工報告 

シンプルで洗練された仕上がりがポイントシンプルで洗練された仕上がりがポイント  

《工事概要》 
▽発 注 者  オー・ジー株式会社  代表取締役社長 和田勝之 様 

            大和化学工業株式会社 代表取締役社長 平野治良様 

▽設    計  髙藤建設株式会社  一級建築士事務所 

▽工 事 名  大和化学工業（株）大阪工場第３工場新築工事 

▽工    期  平成１５年６月１日～９月３０日 

▽規    模  Ｓ造平屋建  延べ３７５．72㎡    

▽工事場所  大阪市淀川区上新庄３丁目１―１１ 

  この工事は、第３工場の老朽化と営業政策から

工場を新築されたものです。 

出入口には、電動シャッターの他にセンサー感知

式のシートシャッターを設置しており、フォーク

リフトの動きをさまたげないように、自由に走行

できるようになっています。 

  当初、基礎工事が梅雨時期で工事の進行が心配

されましたが無事工期内に完了することが出来ま

した。 

工事期間中は施主様のご指導とご協力を頂き、ま

た協力業者のご協力により無事故、無災害で竣工

することができましたことを厚くお礼申し上げま

す。 

オー・ジー株式会社様、大和化学工業株式会社様

の益々のご繁栄をお祈り申し上げます。 

《工事概要》 
▽発 注 者   株式会社ヤマカワ装飾 代表取締役 山川登久 

▽設   計  株式会社ＺＥＮ環境設計 

▽工 事 名 （仮称）プロポスタ新築工事 

▽工   期  平成１５年８月２日～９月３０日 

▽規    模   Ｓ造２階建  延べ170.08㎡ 

▽工事場所  福岡市博多区中洲中島町４１番地 

 「イタリアの奇跡」時代に生まれた老舗の「ａ

ｒｆｌｅｘ」。家具ブランドのドン・キホーテ

「Ｂ＆Ｂ ＩＴＡＬＩＡ」。この２大家具メー

カーの輸入・販売をされているプロポスタ様が、

店舗拡大及び正規代理店業務の充実の為に新築・

増築された建物です。 

「物づくり」をテーマに、山川オーナーはじめス

タッフの方々とＺＥＮ環境設計様の情熱のもとに

設計された建物は白を基調とし、シンプルで洗練

された仕上がりになっております。 

  正面には、小さな運河「博多川」があり博多中洲
のエアポケット的な閑静な立地です。工事期間中

は、ヤマカワ装飾様はじめＺＥＮ環境設計様のご

指導といっしょに「物づくり」をして頂いた協力

業者各位のご協力により無事故・無災害で竣工で

きましたことを厚くお礼申し上げます。 

  ヤマカワ装飾様の今後ますますのご発展を心から
祈念致します。 
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ブルドック・ザナード行橋店ブルドック・ザナード行橋店  
CS事業部   前田 

竣工報告 

写真 

若年層をターゲットにした雑貨店若年層をターゲットにした雑貨店  

《工事概要》 
▽発 注 者 不動開発建設株式会社大阪支店 支店長 田村 政巳 様     

▽設    計  有限会社 ワークスプランニング 代表取締役 山田 弘之 

様  

▽工 事 名  雑貨屋ブルドック新行橋店及びザナード行橋店改装工事 

▽工    期  平成１５年１０月１５日～１１月１４日（ﾌﾞﾙﾄﾞｯｸ） 

       １５年１０月２９日～１１月２２日（ｻﾞﾅｰﾄﾞ） 

▽規    模  Ｓ 造平屋建、改装工事 

            延べ 825.0㎡ (ﾌﾞﾙﾄﾞｯｸ) 

            延べ 375.6㎡ (ｻﾞﾅｰﾄﾞ) 

▽工事場所 行橋市行事４丁目１９―１９（ﾌﾞﾙﾄﾞｯｸ） 

                        ２丁目４―２２（ｻﾞﾅｰﾄﾞ） 

  今回の工事は､以前よりお取引き頂いています設計事務所、環アソシエイツ様のご紹介でご縁を
頂き、今年５月にブルドック小倉南店の改装工事をご用命頂いた不動開発建設様からの二度目の

ご発注です。 

 既存ブルドック行橋店が国道２００号沿に１５０ｍ程、ＪＲ行橋駅方面に移転改装、そして空

いた店舗跡にザナード行橋店が出店する計画です。 

 雑貨屋ブルドック様はご存知の方も多いと思いますが、女子高生等若年層をターゲットにした

多数の雑貨が所狭しと並べられた店舗を、全国１２０余の店舗を展開中です。またザナード様

は、今回の行橋店が全国３店目で、同じ雑貨でもＯＬや主婦層を意識した高級雑貨の品々を販売

する店舗です。その為、内装は大人向けの落着いた空間に仕上がりました。 

 ２店舗ともに改装工事期間の短い工事でしたが、不動開発建設様のご指導と協力会社各位のご

協力により、無事完成の運びとなりましたことを心から感謝致します。 

不動開発建設様の今後益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。 

 この他にも、山口県の下松店、長崎県の大村店と続けてのご用命を頂いております。今後とも

宜しくお願い致します。 

大人向けの落着いた空間に変身大人向けの落着いた空間に変身  

ブルドック新行橋店 ザナード行橋店 
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還暦を迎えて 

五回目の年男。特別に抱負というほどのことでもないけれど、淡々とひた

むきに物事の取り組みたいと思う。二ヶ月ほど前、食堂の壁のペンキを塗

りなおしてみた。家具を動かし、汚れをふきとり、穴をパテでつぶし、周

りを養生し、ペンキを塗り乾かして元通りにする。この一連の作業を一日

の工程で終わる範囲内だけ作業する・・結局二週間にわたった作業になっ

た。その間とても楽しい日をおくれた。還暦以後の生活はかくありたい

なぁ・と思う。 

人生の大きな節目の年、60年を振返えりながら今から先 自分は何を目標

に、何が出来るかじっくり考え行動する年にしたい。 

還暦の歳を迎え、第二の人生は、健康に注意し、心豊かな日々を送りたい。 

又、社会に少しでもお役に立つ何かができればとも思っています。 

残された日々を大事にすることを心がけます。 

「一以貫之」 

人生の岐路に立った今、隠居の二文字には少し待って頂き「こそ」から

「られ」へ、気力を失わず精進し、牛歩ながら進んで行きたい。 
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取締役   髙藤 國雄 

昭和１９年生まれ 

ＣＳ事業部長  髙橋文弘 

品質管理室  安光久男 

購買グルーブ  西田昌美 

ＣＳ事業部  前田克己 

富士不動産  宮城尚寛 

還暦の新春を迎えるにあたり、子曰「六十而耳順」を噛み締めつつ、社業に

おける自身の立場の本質の追及に、ベストを尽くすことを念じております。 
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大阪支店   古賀忠司 

大阪支店   窪園智則 

積算グループ  今井雅人 

建設部     師井建司 

人生の中間点を迎えましたが 健康と家族を大切にして何事にも精一杯頑

張りたいと思います。 

健康に気を付け 一日一日を大切にしながら 何事にもベストを尽したい。 

｢猿も木から落ちる｣という諺があるが 初心を忘れず 主夫として頑張りた

いと思う。 

建設部    座木恵子 

早くも3回目の年女となりました。 

これを機会に日々、好奇心･向上心を持って 

仕事も趣味も充実させていきたいと思います。 

入社して2度目の年男､家族､職場を大事にし節目の年になる様､日々努力し

たいと思う。 
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「今」という時間をたいせつに… 

  私は、髙藤建設を退職しニュージーランドへ発ちます。 

  ｢日本を離れ、美しい自然のある国で生活してみたい｣という長年の夢に一歩踏み出すし

ます。｢自由に動ける体さえあれば、いろいろな可能性がある。生きていけないことは無

い。｣と、脊髄の手術を繰り返すたびに動きが制限されていく親友に言われ、私が抱えてい

る不安はどれも自分の努力次第で乗り越えられそうなことばかりで、それはすごく恵まれ

ている事に気づきました。 

  それを考えると｢今｣という時間をもっと大切にするべきであり、同時に自分を見守って

くれている人たちも｢今｣を大切にしなければと思うようになりました。 

  今後、いろんな経験をして、賢くなりながら年を重ねていきたいです。 

清原由紀 

Ｔａｋａｆｕｊｉ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 客観的に自分を見つめ直したい… 宮川光男 

  この度、髙藤建設を定年退職することとなりました。 
  今までは、あわただしく、廻りを見ずに歩いてきましたが、これからはゆっくりと街を歩きな
がら、モノが溢れすぎている街の風景や人間観察をするのもまた楽しい社会勉強だと思っており

ます。さらに、趣味などを楽しみながらゆとりある生活を送り、客観的に自分を見つめ直したい

と考えております。 

    大変お世話になり本当にありがとうございました。 
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編集後記 

あけまして おめでとうございます 

  平成16年、新年にあたり皆様のご多幸を祈

念します。新年を迎え、藤友編集委員一同初

心に返り新たな気持ちで、取組んで参ります

ので本年もご支援賜りますよう宜しくお願い

致します。 

  表紙は下関市城下町長府の武家屋敷界隈の

風景を掲載しました。 

  この管家長屋門(かんけながやもん)は、長

府中学校から毛利邸へ抜ける高低さのある通

り「切り通し」から古江小路 (ふるえしょう

じ) と伝統的な景観を最も良く残す一角にあ

ります。 

  長府の歴史と

共に流れ続けて

いる壇具川 (だん

ぐがわ) は地元の

人たちの努力で

初夏には蛍が飛

び交うまでの清

流となり、格好

の散歩コースと

なっています。

ふと、川を覗い

てみると白鷺が小魚をつついていました。そ

の光景を見て旧西家武家屋敷の敷地内にある

句碑、山頭火の「山あれば山を観る 雨の日
は雨を聴く 春 夏 秋 冬 あしたもよろ
し ゆうべもよろし」を思い出し、自分も自
然体でありたいと感じました。 

(萬田) 


