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社長 今月のことば

代表取締役

髙藤 昌和

チェンジ（変化）
最近の変化の早さには目を見張るばかりです。
諸行無常、常に移り変わり行くのが当然と思っていても、変わりたくないという
思いや、変わることは悪いことであるという考え方や不安、いやなことという
意識がどこかにあるように思えます。
だから変わらねば、と頭で理解してもなかなか実践を伴ないません。
手紙の挨拶の序文に「その後お変わりなくお過ごしのことと･･･」と書いたり、
就任の挨拶で｢前任者のやり方を踏襲して」とか退任挨拶で「恙なく仕事をすること
ができました」というように変わらないことは良い事だという意識は無意識のうち
に潜在意識として持っているのではないでしょうか。
しかし変わらないもののために変わる必要があります。
例えば命を守るためには肉体は常に新陳代謝を続け変わらねばなりませんし、企業
も社員の生活を守るために常に革新を続けねばなりません。
よく祝事に海老の料理がありますが、あれは常に殻を破って脱皮し成長を続けなさ
いという意味だそうです。
自分は変わらずに他は変わってほしいと思ってもそれは無理なことです。
まず自分が変わり、変わった自分がかかわることにより変えていく以外に道はあり
ません。
我が国発展のため、社会や国家のためにも「私変わります」を実践したいと思い
ます。
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全国労働衛生週間

今年で第55回目を迎えた全国労働衛生週間に当って，労働衛生の認識と労働衛生管理
活動の推進を図るため積極的な健康つくりを「レットカードが出る前に 心とからだの
健康づくり」のスローガンのもと全国労働衛生週間を展開し自主的な衛生管理活動を促
進しました｡
当社では各事業場で実施する衛生大会を中心に衛生作品の募集及び健康診断等の行事
を実施，衛生管理の認識を高めました｡
衛生標語・ポスター・習字等の作品募集は、近年子供さんの習字離れが進み今回一般の
部を設け社員，家族の方々にも参加頂きました。またそれぞれの作品の審査を全員の投
票で行う全員審査員型をとり入れ、週間の意識づけを行いました。
平成16年度全国労働衛生週間日程は次のとおりです。

１０月 １日(金) 衛生意識高揚･職場環境改善の日
8:00 〜 8:30

(1)社長訓話 (全員朝礼の席上)
(2)職場毎に衛生週間の意識高揚のためのミーティングの実施
9:00 〜12:00 (3)社長を初め管理職による社内パトロール
(本社･新門司倉庫･寮･社宅） (通勤途上の路上清掃)
(4)職場内の衛生関係設備を点検整備する
(5)便所、洗面所等の衛生設備の点検整備
１０月 ２日(土) 家庭衛生の日 (健康づくりの日)
(1)家庭、寮で寝具等の日光消毒、普段手の届かない箇所の清掃を
行いましょう
(2)積極的に健康づくりへのアクションを起こ しましょう
１０月 ３日(日) 休養・こころとからだの健康づくりの日
(1)スポーツの秋、運動でリフレッシュしましょう!
(2)バランスのとれた食生活を実行しよう!
(3)心の健康、上手にストレスをコントロール!
１０月 ４日(月) 健康管理の日
(1)定期健康診断を受診しよう 献血に参加しよう
(2)診断結果に基づく医師､保健師等の指導を受けよう
(3)心とからだの健康づくりを推進しよう
１０月 ５日(火) 衛生教育の日
(1) 研修会 −各現場で開催
−衛生講話 −小冊子配付
(2)各部署ごとに作業環境の見直しを行う
(3)現場内外の環境整備・美化についての意識の徹底を図る
１０月 ６日(水) ６S 運動推進の日
全員で職場の整理･整頓･清掃･清潔･スマイル･親切運動を推進｡
１０月 ７日(木) 衛生週間反省の日
(1)安全衛生委員会を開催し週間行事の反省を 行う
(2)各部署ごとに週間行事の反省を行う
(品質管理室 二階堂)

献血
全国労働衛生週間中の10月4日、本社で定期健康診断
と併せて北九州赤十字血液センターからの採血車によ
る献血が行われ、社員及び安全衛生協力会会員17名の
ご協力をいただきました。
ありがとうございました。
(管理部 大和)
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全国労働衛生週間

全国労働衛生週間作品結果は下記の通りです
《標語の部》
１ 位
大阪支店 辻田 智幸

いきいき健康 仕事にゆとり 創意と工夫で 快適職場
２ 位
監 査 役 松中 宣夫
おはようと かける挨拶元気良く ふれあう心に 活力宿る
３ 位
福岡支店 湯下 憲二郎
元気な挨拶 さわやか笑顔 あなたが主役の 明るい職場
佳 作

建設部 戸田 茂，松瀬 英克， 福岡支店 利川 陽子

《ポスターの部》

金賞 建設部 和田宣明

銀賞 監査役 松中宣夫

銅賞 建設部 河崎竜市

入賞 建設部 久田貴文

(家族の部)
入賞 萬田太一（中学2年生）

《習字の部》

小学校
低学年の部高学年の部

久田 貴文

入選

和田美由紀

地賞

橋本 有理

和田 宣明

人賞

橋本 武

入選

田中 愛里

松田 みゆき

天賞

天賞

萬田 雄己

人賞

入選

入選

田中 けいや

入選

天賞

戸田 みずき

社員の部

中学生の部

河崎 竜市
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竣工報告

愛 泉 会 日 南 病 院 新 館

建設部

吉原 幸也

（所長の一言）
宮崎の協力業者のみなさん御協力ありがとうございました。
無事竣工致しました。

《工事概要》
▽発注者 社会福祉法人 愛泉会 理事長 西島 英利 様
▽設計監理 株式会社 九建設計 様
▽工事名 愛泉会日南病院新館新築工事
▽工期 平成16年 2月 9日〜 9月30日
▽規模 S造2階建 建築面積3039.7㎡ 延床面積3039.7㎡
▽工事場所 宮崎県日南市大字風田字弓場3649番2
▽担当現場員 建設部建築G 主任 川原正喜 、濱島隆二
設備担当
橋本順次

不二ロジスティクス物流センター

建設部

田中 満弘

（所長の一言）
天候にも恵まれ工期内に完成できました。

《工事概要》
▽発注者
不二貿易株式会社 代表取締役 田坂 良昭 様
▽設計監理 長尾時男一級建築士事務所 様
▽工事名
㈱不二ロジスティック物流センター倉庫Ⅱ期工事
▽工期 平成16年 6月15日〜平成16年 8月20日
▽規模 ﾃﾝﾄ基礎 建築面積1395㎡ ２棟
▽工事場所 北九州市若松区大字安瀬64-50外6筆

鈴与新門司トラックセンター

建設部

竹下 隆弘

（所長の一言）
2ヶ月間の工期でしたが各業者の協力により、無災害
で竣工することが出来ました。

《工事概要》
▽発注者
鈴与建設株式会社 様
▽設計監理 鈴与建設株式会社 様
▽工事名 鈴与㈱新門司トラックセンター新築工事
▽工期 平成16年7月23日〜9月30日
▽規模 S造1階建
▽工事場所 北九州市門司区新門司北2丁目
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栗 岡 邸

大阪支店

古賀

所長の一言
ここは大阪と奈良の県境にある生駒山の東側に位置す
る生駒市。閑静な住宅街です

《工事概要》
▽発注者 栗岡 博良 様
▽設計監理 加藤建築企画設計 様
▽工事名 （仮称）生駒台南栗岡邸 新築工事
▽工 期 平成１５年７月１日〜 平成１６年３月３１日
▽規 模 ＲＣ造地下1階、地上2 階建、延395.11平方米
▽工事場所 奈良県生駒市生駒台南 三十一番地

アルク今宿店
徳山支店

宮本

所長の一言
創業５０周年おめでとうございます。

《工事概要》
▽発注者 株式会社 丸久 代表取締役 倉重雅之 様
▽設計監理 株式会社ロータリーコーポレーション 様
▽工事名
アルク今宿店新築工事
▽工期
平成１６年３月１日〜８月２０日
▽規模
Ｓ造２階建 延べ２，３２９．67㎡
▽工事場所 周南市新宿通５丁目３０，３１，３２，２４

牧野フライス製作所福岡営業所

福岡支店

安井

所長の一言
福岡太宰府ＩＣに隣接し交通のアクセスにも
素晴らしい立地条件です

《工事概要》
▽発 注 者 株式会社牧野フライス製作所
取締役社長 牧野 二郎 様
▽設
計 髙藤建設株式会社福岡支店
▽工 事 名 ㈱牧野フライス製作所福岡営業所新築工事
▽工
期 平成１６年６月２４日〜９月４日
▽規
模 Ｓ造２階建、延床面積３６４.８㎡
▽工事場所 福岡県太宰府市水城６丁目７１９-２２
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髙藤建設ＣＳ事業部

髙藤建設のＣＳ事業はCustomer Service (お客様に満足して頂く)を目標に
しています。
■ サービスサポート工事
電球の取替えから水漏れ、建物に関することは全てお任せ下さい。
どんな小さな工事や面倒な修理でも引き受けます。なにかお困りの点がございましたら、ご気軽にご
相談下さい。

蔵本内科医院

こじか幼稚園
患者さんに癒しの空間をリニューアル

ブルドック門司店

園児の皆さんもうれしくなるトイレに
リニューアル

リフォームの匠たち

おしゃれな雑貨屋さんにリニューアル

緊急の場合は直接私どもの携帯にお電話を!!

建築担当
矢野 恒徳

建築担当
前田 克己

建築担当
宮原 則行

建築担当
松尾 倫

090−５９３８−０５６７

090−５９３８−０５６８

090−５９３８−０５７０

090−５９３８−０５５９

ＣＳ事業部長
奈須那 定
090−５９３８−０５６４

設備担当
田中 弘

設備担当
中 維哉

企画設計担当
野口 英之

090−５９３８−０５６５

090−５９３８−０５６６

090−５９３８−０５６３

地下室のある 住まい

売り地

建築条件付
(建物はフリープランです)

● 地下室は夏涼しくて冬は比較的暖かい
● 地下室は防音効果にすぐれ、音楽室など
の多目的室に最適
● 敷地スペースを無駄なく利用できます
● 地震に強い

建築場所：北九州市門司区東新町１−１−３０
敷地面積：１０７．３２㎡(３２．４６坪)
用途地域：近隣商業地域 準防火地域

お問い合わせ・お申し込みは
管理：髙藤サービス株式会社

TEL:093-381-0418

編集後記
今年は夏から秋にかけて、頻繁に台風の来襲に遭いました。
台風とは、国際的な取り決めにより、日付変更線（東経１８０度）
より西の太平洋、南シナ海で生まれた熱帯低気圧のうち、中心付近の
最大風速が１７．２ｍ／ｓ以上のものを台風と呼びます。
台風は、英語でtyphoon（タイフーン）と書き、台湾のほうから来
る嵐を意味する中国語を、アラビア人がヨーロッパに伝えた言葉で、
日本語では「大風」または「颱風」から「台風」と書かれるよ うに
なったといわれています。
東経１８０度以東ではhurricane（ハリケーン）と呼びます。語源
は南米インディオの「風の神」に由来。インド洋で発生したものは
cyclone（サイクロン）と呼ばれます。サイクル（旋回）を意味するギ
リシャ語に由来するといわれています。また、オーストラリア周辺の
も の は willy-willy（ウ ィ リ ィ ウ ィ リ ィ）と 呼 ん で い ま す。こ れ は
「どうしようもないやつ」の意味からきているようです。
まさにどうしょうもないやつでした今年の台風は。
また被害に遭われた方々には、心からお見舞い申し上げます。
髙藤のホームページはこのＱＲコードからアクセス
できます。カメラ付携帯電話のカメラ (バーコード
リーダー)で読み取って下さい。
ＱＲコード対応機種はメーカーのウェブページで確
認できます。
携帯用髙藤ＨＰ http://www.takafuji.co.jp/ｉ/
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