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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６１期がスタートしました。
業界の再編成のための試練が続きます。国の財政再建による公共投資の削減、民間企業の海
外へのシフト等、業界は厳しい環境に置かれています。しかしこの現実を避けるのではなく
て、受納し、引受けて乗り越えることが本質です。茨の道ですがチャレンジして行きます。

１.立 志
我が社の未来、自分の人生に未来図を描くことは、
一、目標をたてる
二、願いをたてる
三、志を立てることであり、それによって日々の行動が定まります。志を立てて生きていく人
生と、ただなんとなく生きているのとは、雲泥の差が現れます。限られた期間しか生きられな
いのですから、たった一度の人生を大切に生きねばなりません。

２.信 頼
業界はあるものを購入するのではなくて、今から創造
する業種です。その前提として信用とか信頼の上に成
り立つ産業です。しかし最近は悪徳リフォーム会社と
か、耐震強度疑惑問題など業界の信頼を失墜する大き
な事件が発生しています。業界の存在価値の前提で
あった信用、信頼がコスト至上主義によって根底から
覆がえされています。しかし我々のモットーである信
頼される我社の創造のため、地味な努力を積み重ねる
ことが大切です。世間に信頼され信用される企業が生
き残り、本物しか残れない時代がやって来ました。

３.変

革

諸行無常、常に移り変わり行くのが当たり前とはい
え、最近の急速な変化のスピードには驚くばかりで
す。経営とは環境の変化に対応する技術であると言わ
れますが、対応を誤ると滅します。それにはまず自分
自身が変わらねばなりません。変わった自分が相手が
変わることにより変革が可能です。相手が変わるのを
待つのではなく、まず自分自身です。最近は老舗の企
業が行き詰まる傾向があります。常に革新し、脱皮し続けることが使命です。

Ｔａｋａｆｕｊｉ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ
ルール厳守でゼロ災

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。
また、会員の皆様には、協力会の安全衛生活動ならびに労働災
害防止のため、多大なご尽力とご協力を頂きありがとうござい
ます。
本年も労働災害防止には最大限の注意をはかり、ゼロ災を実践してまいります。
さて、昨今の耐震強度偽造問題では、建築業界全体に対する信用問題となっております。
あらゆる組織にも、また仕事にもルールが存在します。そのルールに忠実に従って職務を
遂行することで成果が生まれます。
私たちは、信用回復のためにも、もう一度基本に立ち返り、ルール厳守を貫いていかねば
なりません。
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
ご安全に
挨拶といたします。
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交通安全県民大会
交通安全で九州管区警察局長表彰 を受ける ！！
平成１７年１１月１４日に、福岡国際会議場で行なわれた第２１回 福岡県交通安全県
民大会で、当社が交通安全優良事業所として、九州管区警察局長・九州交通安全協会長
連名表彰を受けました｡
この表彰は、福岡県下の事業所で特に交通安全の意識が高く、永年にわたり積極的に交
通安全県民運動の推進に努めた事業所に贈られるもので、当社の交通安全に対する社員
の意識の高さを評価された大変光栄な表彰でした。
これからもこの表彰に恥じることのない様に、社員全員交通安全に努めましょう。

交通安全スローガン
運転者（同乗者を含む）に対するもの

確かめよう 歩行者 スピード 車間距離
歩行者・自転車利用者に対するもの

やりません とび出し 手ばなし 二人乗り
こども部門

よくみてね！ いっぱいのばした もみじのて

事務センター

住野 亜矢
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竣工報告

西日本メタル本社事務所

《工事概要》
▽発注者 株式会社 )西日本ﾒﾀﾙ 様
▽設計監理 髙藤建設㈱一級建築士事務所
▽工事名 (株)西日本ﾒﾀﾙ本社事務所新築工事
▽工期 平成17年7月1日〜10月31日
▽規模 鉄骨造2階建 建築面積116㎡ 延床面積232㎡
▽工事場所 北九州市
▽ 現 場 員 構成 建設部建築G 現場代理人 平湯

建設部

平

湯

《完成して一言》
出入り口付近での工事だった為搬出入の打ち合わせを密に行い事故の無い様に工事を進めました｡
建物は窓を多く設け内部は白を基調とした仕上げとし､明るく清潔感のある建物と成りました｡

《工事概要》
▽発注者 貴船タクシー有限会社 様
▽設計監理 髙藤建設㈱一級建築士事務所
▽工 事 名 貴船タクシー㈲事務所及作業場新築工事
▽工 期 平成17年 7月 1日〜10月31日
▽規 模 鉄骨造2階建 建築面積118.75㎡
延床面積237.50㎡
▽工事場所 北九州市
▽現場員構成 建設部建築G 現場代理人 松瀬

建設部

松

貴船タクシー事務所

瀬

《完成して一言》
外観がﾊﾟｽﾃﾙ調で1階は整備工場、2階は事務所、外部には洗車場といった機能的な
建物と成っています。

《工事概要》

トーシン新門司倉庫

▽発注者 株式会社トーシン 様
▽設計監理 髙藤建設㈱一級建築士事務所
▽工事名 ㈱トーシン新門司倉庫新築工事
▽工 期 平成17年8月1日〜10月31日
▽規 模 鉄骨造 平屋建 延べ368㎡
▽工事場所 北九州市
▽現場員構成 建設部建築G 濱島

建設部
《完成して一言》
新門司地区にトーシン様の新しい倉庫が完成しまし
た｡

濱

島
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竣工報告

モンリク新門司倉庫

《工事概要》
▽発注者 株式会社モンリク 様
▽設計監理 髙藤建設㈱一級建築士事務所
▽工事名 ㈱モンリク新門司倉庫新築工事
▽工 期 平成17年8月24日〜12月31日
▽規 模 鉄骨造平屋建 延べ2016㎡
(倉庫棟1920㎡ ･ 事務所棟94㎡)
▽工事場所 北九州市
▽現場員構成 建設部建築G 現場代理人 戸田

事務所
建設部

戸 田

《完成して一言》
新門司地区にモンリク様の新たな運送拠点が誕生し
ました｡

九州パール紙工福岡営業所

《工事概要》
▽発注者 株式会社九州パール紙工 様
▽設計監理 ㈱アート建築研究所
▽工事名 ㈱九州パール紙工福岡営業所増築工事
▽工 期 平成17年8月20日〜11月30日
▽規 模 鉄骨造２階建、延面積1.297.04㎡
（増築部626.24㎡）
▽工事場所 福岡県粕屋郡
□現場員構成 福岡支店 現場代理人 川原

福岡支店

川

原

《完成して一言》
皆様のご協力により無事故無災害で竣工することが出来ました。

西日本光洋増築
《工事概要》
▽発注者
株式会社 西日本光洋 様
▽設計監理 村田設計 様
▽工事名
㈱西日本光洋増築工事
▽工 期
平成17年 8月 1日〜11月30日
▽規 模
鉄骨造２階建 延べ床面積 310.97㎡
▽工事場所
柳井市
□現場員構成 徳山支店建築Ｇ 現場代理人 宮本

《完成して一言》

徳山支店

宮

本

既設事務所棟同様に、イタリアンカラーの
お洒落な倉庫棟が完成しました。
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当たり年

昭和３３年生まれ

購買部

鶴田 鉄男

まだまだ勉強不足の自分を省みて､今期の経営方針のとおり､志を
立て強い意志をもって実行し力を養おうと思います｡

昭和４５年生まれ
建設部

江木 一雄

今年年男を迎えるにあたって今年こそタバコをやめるぞ (と言い続
けて早10年)

建設部

田中 満弘

３度目の年男になり、健康に気を付け、日々努力を忘れずに、何事
にも最善を尽くしこれからもʻ体力一番ʼをモットーに頑張りたい
と思います。

建設部

和田 宣明

早いもので入社して１０年が経ちました。この１０年で培った数々の
経験を今後の業務に役立て、髙藤建設の社員としての責任を背負い、
顧客満足に努めたいと思います。

福岡支店

原田 政男

入社して二度目の年男、家族と職場を大切に日々努力し精一杯頑張
りたいと思います。

我が社の戌年生まれだ ワン！
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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。
ＣＳ事業部長
奈須那 定

庇を変えて事務所にリユーアル

木目調のお部屋を増築

編集後記
あけまして おめでとうございます
平成18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、ＪＲ門司港駅の新春にふさわしい門松です。ここ門司港駅
には、改札口近くのホームにある鹿児島本
線の起点を表す「０哩碑」があります。こ
の「０哩碑」は、昭和47年11月に鉄道が日
本 に 開 通 し た 100 周 年 を 記 念 し て 設 置 さ
れ、ここが九州の鉄道の起点ということを
意味しています。 新しい年の出発にふさわ
しく、新年号の表紙はこれからスタートす
る事をイメージしてみました。

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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