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新年のご挨拶
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

第６０期がスタートしました。
わが国の経済は好調な輸出や製造業の業績回復など、明るさも見られましたが業界は工事量の減
少、競争の激化、原油を中心とする資材の値上がり等、まさに三重苦ともいえる試練の年でありま
した。その中で我が社は今期６０期という節目の年を迎えます。大切な第二の創業の年です。
戦後の荒廃の中から再生をめざして１９名の同志が心をひとつにして、困難に立ち向かった姿を、
今一度再現することが、この大競争時代を生き残るただひとつの道です。
心新たにリバース（再生）めざして全力でチャレンジしましょう。

１．変

化 (CHANGE)

最近の世の中の変化は、まさに目を見張るスピードで変化して行きます。
たとえば経済界でも大競争時代の到来により従来の枠組みが大きく変わりました。
規制と保護で守られた権利を失い、企業の系列化もくずれ、棲み分けでやってきた慣習が壊れ、護
送船団方式も崩壊しました。
諸行無常、常に移り変わり行くのは当然と思っていてもその速さに惑う毎日です。
我々の意識の中に変わることは不安であり、いやなことだという思いがあるのかもしれません。
しかし変化の時代変わらなければ滅びてしまいます。
変化に驚くだけではなくて、まず自分自身が変わること
が本質であり、変わった自分がこの変化に対応すること
が生き残る道です。
「極まれば変ず、変じざれば滅す」

２．機

会 (CHANCE)

変わる時代は反面ではチャンスです。まさにピンチは
チャンスとはうまく言ったものです。試練が来るから成
長するわけで、考え方によっては、こんな機会はそう
度々あるものではなくて、戦後６０年その時以来の大変
革です。
千載一遇の好機と考えることが大切です。固定した安
定の時は既存のシェアーは動かないわけですが、変化の
時代、やり方次第、努力次第では成長するチャンスで
す。かって第二次大戦中、イギリスの宰相チャーチル
が、ドイツ軍の連夜の空爆の最中、国民に訴えた演説の
中で「金を失うことは小さく失うことである
名誉を失うことは大きく失うことである、しかし勇気を
失うことは全てを失うことである」と国民の志気を向揚
したということです。
常に前向きに時代が求めるニーズを捉えて、ピンチを
チャンスに変えることが大切です。

３．挑

戦 (CHALLENGE)

いかなる時代であっても国民が安心して住める社会資本を整備し、快適な施設を提供すること
は、建設業の使命であり、我々は自信と誇りを取り戻す必要があります。
今年は我が社創立６０周年という節目の記念すべき年です。創業の原点に帰り、先人の志を受け
継いで、それぞれが自分の力を発揮することにより、ユーザーに信頼される、存在価値ある我が社
をめざしてチャレンジしましょう。
「できる、できないは能力の問題ではない、意志の問題である」
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今年も・ゼロ災

山十㈱ 代表取締役

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。
今年は、あらゆる業種で淘汰がすすむと思われます。
いま求められるのは、これまでの習慣や枠組みなどの固定観
念にとらわれず、時代や市場にあったものを創り出していく
企業であり、人材です。
意識を変え、発想と着眼点を変えて、行動していかねばなり
ません。
協力会一同も時代の変化に対応し、高藤建設様のよきパート
ナーとして、新しい関係を築き上げられるよう努力してまい
ります。もちろん、労働災害防止には最大限の注意をはかり、
ゼロ災害継続を実践してまいります。
新しい年を迎え、高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致します。
ご安全に
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ＩＳＯ定期審査

品質管理室 室長

二階堂

茂

大阪支店でストロングポイント ！！
１２月８日から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｡
本社、支店を含めた今回の審査範囲は顧客対象の活動範囲､登録証､付属書の記載内容、
顧客への品質提供、マニュアル状況等の確認やクレームの状況など｢製品実現規定｣｢共
通規定｣に従って審査が行われ、適切に運用されていたことが確認され、 弊社の審査の
結果は今回の外部定期審査で、ISO9001:2000規格に基づくQMSが維持管理されている
と判定されました｡
また今回大阪支店では方針展開プロセスにおいて、全社品質目標を達成する為に、支
店全員が月初めの朝礼で毎月の活
動目標の確認を実施したことが、
｢無事故3.000日｣に大きく貢献した
として、｢ストロングポイント｣を
頂きました。これは支店全員の活
動が素晴らしい効果の確認として
実ったわけです｡
今期末には更新審査｡全員が今まで
以上の活動が求められています｡顧
客満足を向上させるために、積極
的に継続改善、予防処置を業務に
活かしましょう。
初日のオープニングミーティングの様子
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竣工報告

北九州小倉病院

《工事概要》
▽発 注 者 医療法人北九州小倉病院 理事長 増田康治 様
▽設 計管理 株式会社 内藤建築事務所 様
▽工 事 名 北九州小倉病院増改修工事
▽工 期 平成 15年 8月 1日〜平成 16年 11月 30日
▽規 模 第一期 増築棟RC造6F一部Ｓ造 延べ面積4180.46㎡
第二期改修部RC造4F、B1F、PH2F延面積4524.79㎡
▽ 工 事 場 所 北九州市 小倉北区上富野3丁目19−1
□ 現 場 員 構成 建設部建築G 所長丹羽 主任 江木 松瀬 佐々木
設備担当 中

建設部

丹羽 義忠

《所長より一言》
第一期・第二期工事 竣工。北九州小倉病院の皆様には大変ご迷惑
をお掛け致しましたが、皆様のお蔭をもちまして、無事竣工する事
が出来ました。 各現場担当者の皆様お疲れ様でした。

中野歯科医院

《工事概要》

建設部

野田 剛

▽発 注 者 中野 稔也様
▽設計管理 有限会社 草野設計 様
▽工 事 名 中野歯科医院新築工事
▽工 期 平成 16年 5月 1日〜 11月 30日
▽規 模 RC造3F 延べ面積 262㎡
▽工事場所 北九州市 門司区柳町2丁目8−20
□現場員構成 建設部建築G 主任 野田

《所長より一言》

敷地が狭く､近隣の皆様には大変ご迷惑をお掛けしましたが､無
事竣工する事が出来ました。
お洒落な、内、外観に仕上がりました。

大野ビル
《工事概要》
▽発注者 九州鉄道機器製造株式会社 取締役社長 大野隆司 様
▽設計管理 髙藤建設株式会社
▽工事名 大野ビル新築工事
▽工期 平成16年 4月27日〜11月30日
▽規模 RC造5階建 建築面積220.6㎡ 延床面積919.75㎡
▽工事場所 北九州市門司区下二十町2番30号
□現場員構成 建設部 建築G 所長 師井

建設部

師井 健司

《所長より一言》
工事期間中、数多くの台風に見舞われまし
たが、工期内に竣工を迎えることが出来ま
した。
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竣工報告

《工事概要》

日立産機新社屋

▽発注者

日立キャピタル株式会社
九州法人営業支店長 古見隆尚 様
▽設計管理 髙藤建設株式会社福岡支店
▽工事名 ㈱日立産機システム九州支社新築工事
▽工 期 平成１６年８月１日〜１１月３０日
▽規 模 Ｓ造４階建 建築面積３６０．１１㎡
延床面積１３７１．０８㎡
□現場員構成 福岡支店 所長 川上

福岡支店

川上 剛

《所長より一言》
短い工期にもかかわらず協力業者の皆
様のご協力により無事竣工する事が出来
ました。

《工事概要》
▽発注者 三和倉庫 株式会社 代表取締役 池田周太 様
▽設計管理 村田設計 代表者 村田 良博 様
▽工事名
三和倉庫（株）生野屋危険物倉庫新築工事
▽工期 平成16年 7月12日〜10月31日
▽規模 Ｓ造1階建 延べ床面積９１８.２７㎡
▽工事場所 山口県下松市生野屋南265−1
□現場員構成 徳山支店 所長 中村

徳山支店

三和倉庫生野屋倉庫

中村 和久

《所長より一言》
皆様のご協力により無事故無災害で工期内に竣工することが出来ました

北九州健診診療所

《工事概要》
▽発注者
財団法人 西日本産業衛生会 様
▽設計管理
株式会社 久保建築設計 様
▽工事名
北九州健診診療所ドック改修工事
▽工期 平成16年 7月23日〜10月25日
▽規模 RC造5階建 改装面積403.95㎡
▽工事場所 北九州市小倉北区室町3丁目 1-2
□現場員構成 建設部建築G 所長 戸田 主任 野坂

建設部

戸田 茂

《所長より一言》
２階に女性専用の健診施設を設ける工事及び､それに付随し１階既設健
診施設を改装しました｡
工事中は施主様と並行作業となることが有りましが、皆様のお陰をもちま
して無事竣工することができました。
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当たり年

昭和８年生まれ
大きな試練が訪れるとき、必ず一本の道があることと信じ
チャレンジします。
“本気は本気を呼ぶ”
代表取締役 髙藤 昌和

大阪支店

昭和２０年生まれ

長尾 寛人

人生何が起るか判らないと言われ、何とか節目を乗り越えて早や60年。わが第二の人生
は温故知新と陽気ぐらしで悔いが残らないよう頑張りたい。

ＣＳ事業部

矢野 恒徳

頑張ってきて、５回目の年男、何事にも全力投球、即実行。

購 買 部

篠原 征男

5回目の年男を迎えますが、人生の3分の2以上を髙藤建設でトリ、お世話になりまし
た。人生色々、仕事も色々ありましたが記憶の倉庫といわれる大脳の海馬に住み込
み、永遠の記憶になると思います。60歳まだまだ若い「気合ダー」それもケッコー

後藤 辰己

大阪支店

定年という一つの卒業を迎える第二の人生に向かって新たな船出である年を感じたり振
向いたりする暇はない。これからも一日一日何事にも前向きに、そして果敢に挑戦して
いきたい。
髙藤サービス

高田 正孝

仁は人の安宅なり

大阪支店

義は人の正路なり

内田 俊文

私もそうありたい。

昭和３２年生まれ

昨日は過去。いろんな人と出会い、いろんな事に出会った。これからは遭遇する出
来事に出会うであろう良き人達と協調し合えるよう努めていこうと思います。
大阪支店

金子 俊文

今年で四回目の年男を迎えこれまで以上の激動の年を実感していますﾋﾟﾝﾁはﾁｬﾝｽ｡時
代の変化を見極めこれからもﾁｬﾚﾝｼﾞ精神を忘れず戒驕戒躁で着実に歩んで生きたいと
思います。
建設部

戸田

茂

いつの間にか4度目の年男｡
気持ちは､まだ2度目の年男だが､現実を振り返ると､いつの間にか結婚10年､娘一人｡待っ
たなしの現実に､今一度振り返り､人に､会社に､社会に対して何が出来るか考え､行動して
いく｡これからの人生は､周りに還元してゆく｡そうゆう人生をこれから送りたいと思う｡
大阪支店

古川 英樹

昭和４４年生まれ

当たり年となる干支の酉は「取る」に通じ財福を取り込む縁起物の象徴だそうです
色々な人との協調を大切に”とり”逃がさないよう頑張りたいと思います。
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髙藤建設ＣＳ事業部

当社のＣＳ事業部は（Customer Service）お客様に満足を提供して
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。

マリンコーポ大久保

外壁をおしゃれな色に化粧直し

清見グリーンマンション

ＣＳ事業部 野

段差のあった玄関のスロープをフラットに
関光汽船一突事務所

ＣＳ事業部 田中

弘

スペースを有効利用し事務所を増築

ＣＳ事業部長
奈須那 定

売り地

建築条件付
(建築プランは自由です)

例えば 地下室のある 住まい
● 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
あけまして おめでとうございます
平成17年、新年にあたり皆様のご多幸を祈念致します。
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を頂きますよう宜しくお願い致します。
表紙は、新門司のフェリー乗り場からの日の出です。昨年は大きな
災害や深刻な事件が多く、経済も一部で景気高揚を見せましたが以前
として足踏み状態が続いています。今年こそは表紙の日の出のように
清々しく、輝かしい一年になりますように願っております。
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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