Ｔａｋａｆｕｊｉ
Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
社長 挨拶

代表取締役

髙藤 昌和

エネルギー
物体が仕事をなしうる能力とか、「電気」「精力」「元気」というよ
うに書かれていますが、いずれにしても肉眼では見えないものです。
人は自分では気づかなくてもエネルギーを発散しています。誰かと
会って話すと楽しくて元気が出てくるし、時間の経つのも忘れる人が
います。相手のエネルギーを受けて充電している状態です。逆に会う
と疲れて気力が失せて早くこの場を退散したいと思う場面もあります。それはエネルギーを奪わ
れている状態です。沈んで重苦しい空気の中に、ある人が入ってくると一転して、明るい場に変
わることがあります。その人が元気な陽の気を持っているエネルギーを運んでくるのです。また
逆に楽しい雰囲気の中にその人が来ると、水をかけた様に冷たくなることもあります。楽しくて
好きなことをやっていると、以外に疲れないものです。楽な仕事でも「いやいや」やっていると
疲れが倍加します。
人が持っているエネルギーは不思議なものです。自分が放出しているエネルギーが人に勇気と元
気を与えるエネルギーか？人が暗くなりやる気をなくすエネルギーか？反省させられる思いで
す。
よく本気は本気を呼ぶと言いますが、真剣な気持ちでまじめに努力する姿に、人は感動し動くも
のです。
だからまず自分自身が本気になることが本質です。口先だけでは人は動かないことは明白です。
あの人があんなに本気でやっているので、応援しようという気持ちになるものです。まず自分自
身が変わり本気になることが、周囲を変えて本気を呼ぶことになります。
それぞれが本気になることにより素晴らしいエネルギーで響働する我社の創造に全力をつくしま
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」

第59期 定時株主総会
第５９期定時株主総会は２月２２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５９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 第５９期利益金処分案承認の件を満場一致で原案どおり承認可決。
第２号議案 取締役任期満了につき６名選任の件は、髙藤昌和、髙藤元太郎、
髙藤國雄、土佐一彰、鳥越英文、高橋文弘の６氏が選任され就任しま
した。
第３号議案 監査役任期満了につき１名選任の件は、松中宣夫氏が選任され就任し
ました。
第４号議案 退任取締役に対し退職
慰労金贈呈の件は、取
締役会に一任すること
で承認可決されまし た。
以上を以て総会は滞りなく終了いたしました。

（管理部 横 山）
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創立５９周年記念・永年勤続表彰

平成17年2月25日、当社は創立59周年（創業73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。

社長挨拶
大転換の試練の中で我
社は第59回目の創立記
念日を迎えました。
混沌の時代であればあ
るほど、心の中にしっかり
とした中心軸が必要で
す。そうでないと自分自
身を見失うことになりま
す。
多くの方々のお陰で今日を迎えたことに感謝し、試
練を受け止めてチャレンジしましょう。

勤続４０年表彰
大阪支店

井内 茂生

現場の宿命として福岡・徳山・大阪と各地を転々として早４０年、これから
も心技体を鍛え七転八起で頑張りたい。

勤続２０年表彰
ＣＳ事業部

松尾

倫

このほど２０年表彰を受ける事が出来るのは、お客様や協力業者並びに髙藤建
設社員、家族のお陰です。今後とも私はお客様に喜ばれる様、髙藤建設、協力
業者と一緒に邁進していきます。ありがとうございました。

勤続１０年表彰
営業部

上原 和彦

この10年間は、毎日の仕事を只こなしていくだけで、振り返ると何も成長していない
ような気がします。これからは世の中の変化のスピードに対応出来るよう、何事にも
興味を示し、向上心・探求心を持って仕事に励み、常に変化・成長していきたいと思
います。

建 設 部

平湯 信志

多くの方々との出会いがあり、勤続１０年を迎える事ができました。
この節目に入社時の初心を思い出し、職務に取組んで行こうと思っています。
これからも変わらぬご鞭撻を宜しくお願いします。

福岡支店

竹元 一郎

気が付けば、私も十年表彰。懸命に前に進むと同時に沢山の人と出会い、沢山の経
験をさせて頂いた十年でした。振返って見ると失敗や挫折の繰り返しでした。
今後も、沢山の出会いや経験をし、逆境の世の中でも希望を捨てず、微力ではあり
ますが、頑張って行きたいと思います。
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竣工報告

《工事概要》

長谷団地公営住宅

▽発注者
北九州市長 末吉 興一 様
▽設計管理
北九州市建築都市局住宅部住宅整備課 様
▽工事名
長谷団地公営住宅建設工事
▽工期 平成16年 2月10日〜平成17年 3月31日
▽規模 RC造6階建
延床面積2470.45㎡
▽工事場所 北九州市門司区長谷1丁目
□現場員構成 建設部 現場代理人 和田 主任 久田 河崎

建設部

和田 宣明

《完成して一言》
外観はパープルとアイボリーのツートンカ
ラーで 明るい感じに なっており インター
ロッキングやベンチが公園の散歩道を思わ
せ心にゆとりをもたらす空間になっていま
す。

《工事概要》
▽発注者
進和興産株式会社 様
▽設計管理
株式会社 久保建築設計 様
▽工事名
（仮称）八幡中央デイサービス新築工事
▽工期 平成16年 9月24日〜17年 3月31日
▽規模 S造2階建
延面積960.94㎡
▽工事場所 北九州市八幡東区中央区2丁目22-16
□現場員構成 建設部 現場代理人 江頭
設備担当 中

建設部

八幡中央ディサービス

江頭 健一

《完成して一言》
外装がとても明るくお洒落な建物に
仕上がりました。

《工事概要》

萩ヶ丘住宅

▽発注者 国民生活金融公庫 総 裁 薄井 信明 様
▽設計監理 株式会社 Ｋ構造研究所
様
▽工事名 国民生活金融公庫 北九州支店 萩ヶ丘住宅新築工事
▽工 期 平成１６年８月２６日〜１７年３月１０日
▽規 模 ＲＣ造 地下1階 地上2階 延べ466.59㎡
▽工事場所 北九州市門司区大里戸ﾉ上3-7-2
□現場員構成 建設部 所長 戸田 設備担当 中

建設部

戸田 茂

《所長より一言》
閑静な住宅地にモダンな建物が完成し
ました｡
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竣工報告

権丈マンション

《工事概要》
▽発注者

株式会社ティスプランニング
代表取締役 井 浦 斌
様
▽設計管理 ㈱茜建築設計事務所 様
▽工事名 （仮称）権丈マンション新築工事
▽工 期 平成１６年７月３日〜１７年２月２９日
▽規 模 ＲＣ造４階建 延床面積２０８５．77㎡
□現場員構成 福岡支店 所長 中武 主任 原田

福岡支店

中武 享一

《完成して一言》
工事期間中5回も、台風に見舞われ、
又、近隣様には、敷地を工事用に無償で使用させて頂き、お
蔭様で無事竣工出来ました。

《工事概要》
▽発注者

株式会社板付配送センター
代表取締役 貝原 義信 様
▽設計管理 髙藤建設株式会社福岡支店
▽工事名 （仮称）板付配送センター新社屋新築工事
▽工 期 平成１６年１２月１０日〜１７年３月３１日
▽規 模 Ｓ造２階建
延床面積１２８９．80㎡
□現場員構成 福岡支店 現場代理人 安井

福岡支店

トランスパック新社屋

安井 徹

《完成して一言》
お施主様が香椎パークポート内の配送業に最適な
環境に社屋を移転されたものです。

《工事概要》

日南病院病棟改修

▽発注者 社会福祉法人 愛泉会 理事長 西島 英利 様
▽設計者 株式会社 九建設計様
▽工事名 愛泉会日南病院旧1病棟改修外1件工事
▽工 期
平成16年12月22日〜17年3月31日
▽規 模
RC造1階建て 延べ面積406.29㎡
▽工事場所 宮崎県日南市大字風田字元弓場3649-2
□現場員構成 建設部 現場代理人 濱島

建設部

濱島 隆二

《完成して一言》

新館新築工事に引き続き、日南病院旧1病棟改修工事竣工し
ました。
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ゼロ災実現計画説明会

平成１７年度の安全衛生管理計画が４月１日からスタートしました 。
昨年度は全員の積極的、自主的な安全管理
の取り組みによって、全社でゼロ災害を達成す
る事が出来ました｡ これも安全衛生協力会と一
体となって、計画的かつ、継続的に安全管理を
推進した結果だと思っています｡
当社では、平成９ ･１０年に２年連続のゼロ災
害を達成しています｡ 今年度も昨年と同じくゼロ
災を達成し、2年連続を樹立したいと思っていま
す｡ 特に今年度は創立60周年記念の年でもあ
り、 安全衛生協力会とより一層の連携を図り、
記念の節目に満足の行く結果を出したいと思っ
ています｡
そこで今年も本社では３月18日にゼロ災実
現計画説明会を行ないました。
安全研修では、 ｢送り出し教育｣を取り上げました｡ ｢送り出し教育｣ とは、協力業者が、対象現場へ配
置する職方を、事前に自社で安全についての教育を行なうもので、安衛法に定められています。 これは
初めて現場に入る末経験者に対する教育であり、作業内容変更時の教育にも該当します｡
｢送り出し教育｣は新しく入る現場の状況を事前 に把握し、現場
で行なう「新規入場者受入教育」の前に実施する教育です｡ これ
により現場での混在の危険を防止するために事業者は責任をもっ
て実施しなければなりません｡
この教育の実施に当たっては作業所の情報、作業場所、作業内
容、作業所安全ルール、安全に関する基本的な事項を具体的に
教育することで、作業所に入場する作業員を一定水準以上のレベ
ルに保ち，2年連続でゼロ災害の実現を達成したいと思っていま
す｡
本社を皮切りに福岡支店、大阪支店の順で開催しましたが，福
岡支店では20日に発生した地震の対応で社員､協力会会員は約
半数の方々しか参加が出来ず残念でしたが、後に、研修会の模様
をC D盤で取込、参加できなかった事業所に配布しました。そのＣ
Ｄを各々が有効に活用し、一人の作業員も災害に遭わせないとい
う強い信念と人命尊重の基
本理念に則って、各事業者
が責任をもって｢送り出し教
育｣を実施 し，4 月 １日よ り
スタート する１７年度ゼロ災
実現計画書 ｢健康と安全と｣を教育資料として合わせて活用し，こ
の教育に役立つ一助になれば、研修会開催の意義も有ったので
はないかと思っています。
当社の統括安全衛生管理者である髙藤昌和社長も ｢『健康と
安全と』の巻頭 《はじめ》 の中で、実現するためには、まず全
員の『志』をたてることが大切です｣ と挨拶しましたよう
に、２年 連続ゼ ロ災害 を達成 するこ とを目 標 にし全 員の
『志』を高く掲げ，悔いの残らないよう自主的安全衛生活動
を展開して行こうではありませんか。

品質管理室 二階堂
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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。

屋上防水で雨をしっかりガード

ＣＳ事業部 野口 英之

部屋内を明るくリフレッシュ

倉庫内に新たに事務所を

ＣＳ事業部 松尾 倫

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
表紙は、門司港レトロの町並みに、暖かい春のそよ風にゆれている
菜の花です。昔から春の花といえば、桜と菜の花を連想しますが、や
はり何年経っても、河川敷や街角でこの花を見かけると今でもなんと
なくわくわくして、妙にうれしい気分にさせてくれるのは私だけで
しょうか？今の時代あらゆるものが大きな変化を遂げています。我々
の身の回りも数年前とは大違いです。花の美しさだけはいつまでも変
わらないでいてほしいものです。
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