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社長   挨拶 

代表取締役    髙 藤  昌 和 

魂 願 
 

魂の願いは自分がどんな人生を送りたいと願っているのか？ 

本当にやりたかったことは何なのか？ 

その願い通りの人生を送ることが本願です。 

自分の願いに生きると、充実感や満足感があり心も癒されます。 

ある人が自分の人生を振り返ってある程度の｢財」もなし「地位」や

｢名誉」もそこそこに得たけれども、何かが違う。これでいいのか？こ

のまま終わってしまっていいのだろうか？と真剣に悩んでいる姿があ

りました。それは自分自身の本当に心の底からの魂の願いとは違って

いるからでしょう。 

魂の奥深くに潜む本願は、いろいろな柵に覆われて、なかなか本当

の自分が見えなくなっています。まわりからいろいろと影響を受けて

積み重なっています。それをひとつひとつ取り除くことにによって

「魂願」があらわれてきます。カバーをひとつひとつディス (取り除く)
することにより本願に到達することになります。だから「発見」する

ことをディスカバーというのだと思います。 

自分自身を振り返ってみても損か得か？苦か楽か？プラスかマイナ

スか？で選んでいるようで、なかなか魂願はわかりませんが、何か使

命をもって、願いをもって生まれてきたのだと思います。だから本当

に自分がやりたかったことをこの人生で実践すること、願いと人生と

生活がひとつになることが使命をまっとうすることになるのだと思い

ます。 

魂願はひとりひとり違うのが当然ですから、自分の物差しでは計れ

ないものです。不便な途上国でボランティア活動をする人、朝早く町

を掃除する人。小学生の交通安全のため交通整理に汗を流す人、それ

ぞれの思いや願いがあるからです。 

損か得か？苦か楽か？プラスかマイナスか？ではなくて魂の願いに

生きる人生を送ることが本質です。 



世の中の最今の変化のスピードには驚くばかりです。その中で我

社第58回目の創立記念日を迎える事が出来ました。 
経営とは変化に対応する技術といわれますが対応出来なければ、

存在出来ないという厳しい現実です。 

全員が意識を改革し積極的に前向きに試練をチャレンジすること

が大切です。 

  "昨日にこだわらず明日を思い煩らわず今日にすべてを" 
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第58期定時株主総会・創立58周年記念 

             株主総会 
 
 第58期定時株主総会は2月19日午後3時より本社３
階会議室で開催されました。定刻、髙藤社長が議長

席につき、開会の挨拶を述べた後議事審議に入り、

全議案、原案どおり承認、可決されました。 

報告事項 ＝       第58期営業報告書、貸借対照表、 損益

計算書報告の件。 

決議事項 ＝      第１号議案 58期利益金処分案承認

                  の件を満場一致で原案どおり承認。 

                       第２号議案   定款一部変更の件を満場一致で原案どおり承認。 

第３号議案   取締役１名選任の件は、髙橋文弘氏が選任されました。 

以上を以て総会は滞りなく終了いたしました。 

            創立記念 
  

平成16年2月25日、当社は創立58周年 (創業72周年）
を迎えることができました。 

 これもひとえに創業以来今日まで育んで頂いた多

くのお客様、協力会社、諸先輩、その他ご縁のあっ

た方々のお陰と改めて感謝し、敬意を表します。 

 本社、各支店で記念の諸行事が催されました。 

 本社では午前8時、髙藤社長をはじめ役員、社員
一同恒例の戸ノ上神社参拝を行い、拝殿で気を引き締め社長の玉串奉奠に柏手を合わせ

て、先人へ感謝の意と危機意識を共有し、環境激変に挑戦していくことを誓いました。 

 式典は来賓、安全衛生協力会役員、OBの藤栄会会員の方々のご参席を頂き、12時か
ら本社３階で開催されました。 

 式典に先立ち関係物故者のご冥福を祈り黙祷を捧げた後、社長から挨拶（要旨別掲）

がありました。続いて各永年勤続表彰者に表彰状と記念品が贈られ、祝電披露の後髙藤

建設安全衛生協力会吉田裕彦会長の音頭で乾杯、創立58周年の祝賀会に入りました。 
  管理部 萬田 恵一          

第５８期定時株主総会で選任された新取締役の略歴です 

取締役ＣＳ事業部長   髙橋文弘 

▽昭和１９年４月２６日生 

▽昭和４２年３月１０日入社 

▽平成１４年３月１日 ＣＳ事業部長 

新取締役に髙橋文弘氏 

社長挨拶 
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永年勤続表彰 

東京での9年間の現場経験をおえて、わが社に帰ってか

らもう30年がたちました。仕事への思いも当時ほど性急な

ものではありませんが、わが社を愛する気持ちは変わって

ないと思います。 

大学時代の同級生もみんな第二、第三の仕事についてい

る中で、未だにこの仕事ができることを喜びとして、大事

にしなければ・・と思う毎日です。 

会社は続いてこそ、その真価が社会に評価されます。継

続できるように、変革をしつづけなければいけないと思い

ます。 

わが社も還暦を迎えようとしていますが、だからこそ若

い皆さんに大いに期待をかけているこの頃です。 

早いもので４０年！！ 

諸先輩のご指導で大儀なくすごせ、有難うございます。 

人との出会いを大切に、今一層の努力をして邁進したいと思います。 

今後とも宜しくお願いします。                         

思えばよくここまで浮気もせず勤めてこれたもんだと思います 

これも偏に諸先輩、同輩、後輩の方々のご指導、援助のおかげだと感謝申し

上げます。 

残りわずか精一杯頑張ります。 

井の中の蛙が社会に飛び出し九州で20年、大阪に赴任して20年あっという間
の40年でした。このようなわたしがここまで勤められたのも、多くの先輩方
のご指導の賜と深く感謝申し上げます。これからは会社、家族、今までに出
会った人、今から出会う人たちとの絆を大切にして”今日一日を大切に感謝
の気持ちで最善を尽くす”をモットーとして頑張っていきたいと思います。 

未来に夢を抱いて入社し早40年、よく辛抱できたなぁというのが実感です。 

これからも現在の環境に順応しながら過去の歴史に学び、 

我が人生に悔いが残らないように精進して、 

いろいろチャレンジしていこうと思う。                                    

取締役   髙藤 國雄 

ＣＳ事業部 営繕グループ    矢野 恒徳 

ＣＳ事業部 営繕グループ   篠原 征男 

大阪支店 管理部 総務グループ   長尾 寛人 

大阪支店 技術営業部 設計グループ   後藤 辰巳 

勤続３０年表彰 

勤続４０年表彰 
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永年勤続表彰 

入社当時､｢墨出しの時は軍手をはずせ!!｣と先輩に指導?された事を昨日のよ
うに感じます｡ 
毎日が勉強の10年､皆様からのご指導を頂きまして成長させて貰えました｡ 
この節目に新たな目標を掲げ､自分に磨きをかけていきたいと思います｡ 
今後とも､ご指導よろしくお願い致します｡ 

気がつくともう10年過ぎていたような感じです。この10年いろいろな方から

ご指導いただき、一日一日迎えられた気がします。これからは仕事の幅を広

く深くと心がけ、毎日精一杯努力します。    

厳しい就職難の時代に入社のご縁を頂き早２０年、今があるのも社長をはじ

め諸先輩方のご指導のおかげと感謝の気持ちでいっぱいです。 

これからもチャレンジ精神を忘れず、一歩一歩確実にそして謙虚に何事にも

頑張ってまいります。 

営業部 営業グループ   古賀 久智 

大阪支店 技術営業部 建築グループ   鳥上 勝則 

建設部 建築グループ    川原 正喜 

健康、体力を維持し変化に対応する柔軟性を大切にしたい。 

                  「若さは年齢では決まらない」 

建設部  建築グループ    吉原 幸也 

ＣＳ事業部 営繕グループ   宮原 則行 

入社して、あっと言う間に３０年が過ぎ去ったように思えます。思い起こせ

ば反省することばかりでした。これからは、残りの日々を悔いなく邁進した

いと思います、又微力ではありますが会社の発展に寄与いたしますのでご指

導くださいますようお願い申し上げます。 

勤続３０年表彰 

Ｔａｋａｆｕｊｉ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 
勤続１０年表彰 
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勤続２０年表彰 
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本本  社社  

大阪支店では、毎年恒例の新年の互礼を兼ねた安

全祈願祭を社員12名、安全衛生協力会23名で1月20日
午前9時より都島神社で執り行いました。 
神殿にて中嶋社員より、過去に起こした悲惨な災

害を教訓に、全員参加で「明るく安全な職場づくり」

を目指すとの安全宣言。 

神事の後境内にて、鳥越支店長・村井安全衛生協

力会関西支部長並びに本社二階堂品質管理室長より、

災害は無数の”ヒヤリ行動”の中から発生する、まず

この危険行為を一つ一つ潰していこう、との挨拶があ

り。 

本年11月達成目標の無災害記録3,000日を目指し
て、より一層気を引き締めると誓い、本年の全員の安

全を祈願しました。 

   皆様、ご安全に。               
              大阪支店  辻田 智幸 

大大  阪阪  支支  店店  

１６年度安全祈願祭 

  平成16年度安全祈願祭を新春の1月9日大安の日に午
前８時から，戸の上神社において髙藤建設社員並び

に安全衛生協力会役員が揃って安全祈願祭を催し，

新年の決意も新たにゼロ災害達成を誓い合いました｡ 

  祈願祭の後，新春恒例の特別安全パトロールを午前
９時より実施し，各現場での安全，衛生面における

取組みやその管理手法，安全衛生管理計画の運用等

チェック，八幡西区･小倉北区の現場については着工

したばかりで書類等整備が不充分でしたので厳しく

指導いたしました｡ 

  当社においては昨年二件の基本を無視した災害が発
生してしまいゼロ災達成の目標が絶たれてしまい無

念でなりませんが全員が一丸となって協力会共々安

全管理を徹底し，快適職場で危険の無い環境造りに

挑戦し続けるこの精神を我々働く以上は永遠に持ち

続けなければならないと思っています。 

   決められた，皆で決めたルールは，なん人なりとも
守らなければならないのです。ルール違反者を一人

として出しては行けないのです。 

   今年こそ全社ゼロ災害達成を成し遂げたい，この思
いがパトロールメンバーに強く有るものですからつ

いつい指導にも強い口調になってしまい，危険個所

等見落としのなき様巡視し各現場の今年の熱意を 

確認してパトロールを終了しました。 

   今年こそ全員でゼロ災害を達成しましょう!   
                                              品質管理室  二階堂 茂 



   我社の16年度の安全衛生管理計画は４月１日からの
スタートになります。 

安全衛生管理計画は過去10年間の災害事例等データ―
を中心に策定していますから毎年の安全衛生管理計画

は良くも悪くも我社の特色が反映されていると思われ

ます。 

   計画はされているが実施されなかった、実施したが
上手く機能されなかった等結果が十分でない項目事項

に付いては分析･評価を加え再度取り上げて今年もチャ

レンジしてもらうよう計画の中に取り組んでおりま

す。 

計画（Plan）・安全衛生方針の表明・安全衛生目標の
設定  実施（Do）・安全衛生計画の実施及び運用 評
価（Check）・日常的な点検及び改善・実施事項の監
査・改善（Act）・計画の見直し以上P D C A サイクル
の過程を定めて１月～２月までに計画検討案をまとめ

３月度の安全衛生委員会で審議した結果16年度の安全
衛生管理計画として承認されました。 

   平成16年度の安全研修会をもってこの安全衛生管理
計画を基にゼロ災害実現計画達成説明会を兼ねて事業主及び安全衛生責任者と我社の現場代理人

を対象に全社で開催いしました。 

本社･福岡･徳山･大阪各支店とも協力会･社員合同の安全研修会を通じて全社ゼロ災害を達成し

しようとする熱意ある場となりました。 

 昨年は計らずも本社･福岡支店で１件づつの災害を起こしてしまい深く反省して本年は各支店
の模範と成るべき安全管理を推進して行く覚悟でございます。 

 昨年の災害を分析するまでも無く安全管理の基本を無視した作業行動が原因で保護メガネを使
用していない，電動グラインダーのカバーを取り外して使用，全く基本を無視した作業で災害を

誘発させてしまったわけですがこのような個人的な安易な判断で作業行動を取る要素は断じて絶

たなければなりません。 

この災害２例を見ても分かる通り基本を無視した行為がいかに毎日の我々の作業行動の中に幅

を利かせているか驚くばかりですが日常的な行動に歯止

めを掛ける，是正させる是こそが安全衛生管理者の職務

だと思っております｡ 

いかに困難な複雑な人間的要因であろうと安全の基本

を遵守，原点に立返って実施させる事が必要ではないで

しょうか。 

 実施すべき事項として 
 ①  工法，作業方法，作業手順等の安全措置及び改善 
 ②  工程計画の改善 
 ③  安全衛生教育の実施（協力業者含む） 
 ④  作業開始前･終了前点検（SC-5） 
 ⑤  ヒューマンファクター対策，健康増進措置， 

職場環境の快適化 

本年の指針は原点に返る･基本の遵守で積極的な安全

管理を推進し基本理念である人命尊重を掲げて全社無事

故無災害にチャレンジして行きたいと思います。 

 
品質管理室    二階堂  茂 
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ゼロ災実現計画説明会 
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《工事概要》 

▽発 注 者  勝山自動車株式会社  

代表取締役社長 廣石 敏彦 様 

▽設計管理 髙藤建設㈱一級建築士事務所 

▽工 事 名 ファミリーハウス勝山新築工事 

▽工    期 平成15年3月27日～平成16年3月31日 

▽規    模 ＲＣ造１０階建  延床面積 1450.3㎡ 

▽工事場所 北九州市小倉北区神幸町2-12 

建設部   江頭 健一   

ファミリーハウス勝山ファミリーハウス勝山  

建設部   河崎 竜市 

宮崎自動車工場宮崎自動車工場  

竣工報告 

 勝山自動車㈱様が自社ビルの跡地に高齢者向け集合住宅
を新築されました。立地条件もよく、目の前にはスーパー
やホームセンターがあり、病院・飲食店等も数件ありま
す。又、背景には森林豊かな安部山が望め、上階に行くと
関門海峡が一望できるすばらしい環境の所です。 
 全20戸で３ＬＤＫ－９戸･２ＬＤＫ－７戸･１Ｋ－４戸と
なっており、北九州市から高齢者向け優良賃貸住宅・特定
優良賃貸住宅（ファミリー向）の指定をうけ家賃も補助金
が受けられるシステムとなっております｡全室バリアフ
リーとなっており 洗面･便所･浴室各箇所に手摺を設け安
心設計となっております｡ 
  外観は 全面タイル貼で､ブラウン系のタイルにポイント
としてグリーン系のタイルを貼り、周りの環境と調和のと
れたシックな感じの外装に仕上りました｡ 
  工事期間中は 勝山自動車様のご指導と､各協力業者各位
の協力により無事故､無災害で竣工できました事を心より
お礼申し上げます｡勝山自動車様の益々のご発展をお祈り
申し上げます｡ 

シックな外観シックな外観  

シンプルなファサードシンプルなファサード  

《工事概要》 

▽発 注 者  宮崎 順一 様 

▽設計管理 (有)草野設計 １級建築士事務所  様 

▽工 事 名 宮崎自動車工場新築工事 

▽工    期 平成15年12月15日～平成16年3月20日 

▽規    模 鉄骨造１階建 延床面積 276.94㎡ 

▽工事場所 北九州市小倉北区新高田1丁目3-7         宮崎自動車様の旧工場が計画道路に掛かる為、既

存自動車整備工場の隣に新築されたものです。外壁

をシルバーのＫ型スパンドレル張りとし、高さが４

ｍの電動シャッターを計６箇所設置。開放的な建物

となり、周囲の住宅街の中で目を奪われる建物とな

りました。 

 内部天井高さも5.2ｍあり自動車の点検・整備作

業の仕事が行ないやすくなっています。 

 工事期間中は現場周辺に、児童館・保育所等が有

り前面道路を通園する、子供・近隣の皆様に特に注

意し作業を進めて参りました。搬入路が狭く近隣の

皆様にはご迷惑をおかけしたと思いますが、宮崎様

をはじめ草野設計様のご指導を頂き、又協力業者各

位、近隣の方々のご理解と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。 

宮崎自動車様の今後ますますの繁栄を心より祈念い

たします。 
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《工事概要》 

▽発 注 者 株式会社三田 代表取締役 竹岡 義明 様 

▽設計管理 日通不動産㈱福岡支店一級建築設計事務所 様 

▽工 事 名 株式会社三田北九州営業所建設工事 

▽工    期 平成15年12月12日～平成16年3月10日 

▽規    模 鉄骨造2階建 延床面積359.43㎡ 

▽工事場所 北九州市八幡西区田町1丁目24-2 

建設部   野坂 昌志 

㈱三田北九州営業所㈱三田北九州営業所  

建設部   浜島 隆二 

介護老人保健施設介護老人保健施設      桜桜    丘丘  

竣工報告 

   三田様が計画道路建設工事に伴う移転の為に旧

北九州朝鮮高等学校の跡地に新築されたものです。 

  建物は、倉庫側に白を基調とした角波板を貼り清

潔感あふれる雰囲気で、事務所側のフレキシブル

シートがアクセントになり、相性が良く非常に目立

つ建物となりました。 

  内部は１階に詰所、サンプル作成室、２階に事務

所があり、建物のほとんどのスペースを倉庫として

確保されています。１、２階の倉庫部分は資材置場

としての有効利用を考えられた造りとなっており、

フォークリフトによる資材の移動や荷上げなどの作

業も考えられた機能性重視の造りとなっています。 

工事期間中は株式会社三田の皆様、日通不動産㈱福

岡支店一級建築設計事務所様、各協力会社の皆様の

ご指導、ご理解を賜り工期内に無事故、無災害で竣

工する事が出来ました事を心より厚くお礼申し上げ

ます。株式会社三田様の今後益々のご発展をお祈り

申しあげます。 

フレキシブルシートがフレキシブルシートがアクセントアクセント!!  

明るい憩いのスペース明るい憩いのスペース  

《工事概要》 

▽発 注 者  医療法人 北愛会 理事長 合馬 紘 様 

▽設計管理 ㈱洋建築計画事務所   様 

▽工 事 名 介護老人保健施設 桜丘 増築工事 

▽工    期 平成15年11月30日～平成15年12月6日 

▽規    模 鉄骨造2階建て 延床面積 93.45㎡ 

▽工事場所 北九州市小倉北区上富野3－495－4 

 平成14年に当社が施工させて頂いた介護老人保健

施設桜丘様が人員の増加に伴い食堂兼デイケアルー

ムの拡張と訪問介護の事務所を増築したものです。 

 内装は現在のイメージを損なわないよう既存の建

物にほぼ合わせ、外装は既存建物や周辺環境にマッ

チしたとても落ち着いた仕上がりとなりました。 

工事に際しては介護や診療を継続しながらの作業で

あった為、職員さんや患者さん、訪問された方々等

の第三者や騒音には十分注意しながら作業を進めて

いきました。敷地や搬入経路が狭く、材料搬入には

苦労しましたが桜丘様をはじめ洋建築計画事務所様

のご指導を頂き、又協力業者各位、近隣の方々のご

理解と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。 

 介護老人保健施設桜丘様の今後益々のご繁栄を心

よりお祈り申し上げます。                   



大分光吉店大分光吉店  
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《工事概要》 

▽発 注 者 不動開発建設株式会社 様 

▽設   計 有限会社ワークスプランニング 様 

▽工 事 名 雑貨屋ブルドッグ長崎大村店 

                            大分光吉店 

              熊本花立店 

              熊本荒尾店改修工事                    

▽工   期  長崎大村店  平成15年11月15日～平成15年12月12日 

       大分光吉店  平成16年 1月 8日～平成16年 2月 5日 

       熊本花立店  平成15年12月20日～平成16年 1月29日 

       熊本荒尾店  平成16年 1月20日～平成16年 2月12日 

▽規   模 長崎大村店  鉄骨造平屋建   

      大分光吉店 鉄骨造２階建 

      熊本花立店 鉄骨造平屋建 

      熊本荒尾店 鉄骨造平屋建     

▽工事場所 長崎大村店 長崎県大村市古賀島町524-1 

      大分光吉店 大分県大分市宮崎837 

      熊本花立店 熊本県熊本市花立4-3 

      熊本荒尾店 熊本県荒尾市一部字北田909-1他  

福岡支店   原田 政男  

ブルドックブルドック  

竣工報告 

「面白い」「お洒落」「可愛い」

手にとる商品はどれも妙に誇らしげ、

夢を贈るファッション雑貨のお店とし

て全国に１２０余の店舗を有する「雑

貨屋ブルドッグ」様がこの度、長崎大

村店・熊本花立店・荒尾店・大分光吉

店と事業拡大の為店舗を展開されるも

のです。 

私が担当させて頂いた大分光吉店

は、外観には白をベースにオレンジ系

のラインを入れ、玄関廻りにはタイル

調のサイディングを貼り、華やかさの

中にもモダンな仕上りとなりました。

内部には商品搬入のスピード化を図る

為新たに荷物用昇降設備を設けまし

た。 

工事期間中は不動開発建設様のご

指導と協力会社各位の御協力により無

事完成の運びとなりましたことを心か

ら感謝致します。 

不動開発建設様並びに雑貨屋ブル

ドッグ様の今後益々のご発展を心より

お祈り申し上げます。 

長崎大村店長崎大村店  

熊本花立店熊本花立店  

熊本荒尾店熊本荒尾店  
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《工事概要》 

▽発 注 者   大阪市住宅局 様 

▽設計監理   大阪市住宅局 様 

             株式会社  小林総合計画 様 

▽工 事 名  都島小学校増築その他工事 

▽工    期   平成14年7月25日～平成16年3月15日 

▽規    模   ＲＣ造４階建  延床面積2,979.66㎡ 

▽工事場所   大阪市都島区都島本通3-10-3 

大阪支店  金子 俊文  
都島小学校都島小学校  

竣工報告 

この工事は、都島小学校の３号校舎、４号

校舎の老朽化に伴い２棟を解体し１棟にまとめ

建替えを行ったものです。 

一昨年の夏休み中旬から仮設工事に取り掛

かり新学期から解体工事に着手し、学校の敷地

に家屋が隣接している為、第三者災害と振動な

ど騒音対策に十分注意を払い、工事を進行しま

した。 

建物は２階が普通教室、３、４階は特別教

室が配置され、また３階には近隣の皆さんも利

用できる多目的室とエレベーターを設け、地域

の皆さんへの配慮もされています。１階はピロ

ティになっており、雨天時でも学校行事が実施

できるとの好評もいただきました。 

工事期間中は大阪市住宅局様、小林総合計

画様のご指導と協力業者各位の協力で無事竣工

することができましたことを心から感謝いたし

ます。また工事期間が１年半と長期に渉り、都

島小学校様をはじめ近隣の皆様方には大変ご迷

惑をお掛けしました。 

地域に配慮した小学校完成地域に配慮した小学校完成!!  

 

 

先週は、春の暖かい陽を浴びながらあちこちと春を探して歩いてみ

ました。 

市街地のショーウィンドの春色の華やかな服や靴ではなく‥‥ 

目に留まったのは、市街地から一歩離れた若松のある風景。 

青い空、ピンクの桜、緑の芝、菜の花の黄色。 

まるで、パッチワークのように、少しずつ色づいてきました。 

森を抜ける風の音もなんとなくウキウキしているように聞こえてき

ます。 

 

昨年、全面リニューアルした『藤友誌』も発刊350号を迎えます。 
スタッフ一同『藤友誌』をさらに盛り上げて行きたいと思います。 

これからも、より一層この藤友誌発行についてのご指導をよろしく

お願い申しあげます。 

編集後記 
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