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社長 挨拶 

 

 

 今年は「戌」の年というわけでもないのでしょうが、テレビや芝居で［里見八犬

伝］が放映され上演されています。その中で八犬伝の八つの珠ということを思い出

しました。 

それは「仁」「義」「礼」「智」「忠」「信」「孝」「悌」という八つの珠で、戦

前は毎日のように聞かされた言葉です。先人達は人生の指針としていたのではない

のでしょうか？それがある時「悪」「淫」「盗」「愚」「邪」「狂」「乱」に変わ

るというくだりがありますが、現在の世相にあまりにも当てはまり、びっくりして

います。狂った世の中とか、乱れているとか、悪の横行する時代といわれますが、

八つの珠が逆の方へ動き、間違ったマイナスの現実となっているのでしょうか？

「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」ということは「正しい」「まこと」という事

が強調され、「うやまう」「すなお」ということがいわれています。我々が生きて

いく為の基本となるこの言葉を失ってしまったことが狂った世の中になった原因の

ひとつといえるでしょう。 

「唯心所現」我々の心の様相が現実をつくっているように、内なる心や想いを変え

る以外にこの不安、不信の世の中を変えることは出来ないでしょう。我々が、かつ

て経験したことのない人口減少の社会で、経済中心の考え方では、ますます不安は

つのります。先日、シャボン玉石鹸の森田社長の友の会だよりの中で、「吾唯足

知」「われただ足りるを知る」という記事を読んで、

我が意を得たりという心境です。物や金のみを求める

のではなくて、内なる心や魂の安らぎを必要とする時

代です。忘れていた人生の指針となる「仁・義・礼・

智・忠・信・孝・悌」の八つの珠を思い起こし実践す

ることが、明るい未来に続く道だと確信します。 
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 第６０期定時株主総会は２月２０日午後３時より本社１階フロアーで開催されました。 

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６０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６０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１名選任の件 

       は，奈須那定氏が新たに選任され  

       就任しました。 

 

  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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第６０期 定時株主総会 

新取締役に奈須那定氏が就任 

このたび、取締役に就任させていただきました奈須那定でご

ざいます。 

これからも、お客様をはじめ株主の皆様にご信頼、ご信用を

いただいて喜んで頂ける様、ＣＳ事業部担当取締役として

日々社業発展に全力で取組んでまいる所存でございます、変

わらぬご愛顧のほど宜しくお願い致します。 

タカフジアパートメント起工式・新玄関テープカット 

２月２０日にタカフジアパートメントの起工式と新玄関のテープカットを行いました。 

タカフジアパートメントの完成は来年春の予定です。 

起工式 

テープカット 
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新玄関完成新玄関完成新玄関完成   

創立６０周年記念 

  当社は創立60周年を記念して、3号線側にあった玄関を西側の川
沿いに移設し、玄関ホールもリニューアルしました。 

還暦の年を期に、未来に向けて新たなをスタートをきりました。 

 
 我が社は創立60周年という節目の記念日を迎えました。干

支が一巡して生まれた時と同じという事で還暦となるように我

が社も生まれ変わって第二の創業を迎えました。 

先輩はじめお得意様、協力業者の皆様、多くの方々のお

陰で今日あることに感謝申し上げ、構造改革のための業界

の試練に正面から受納し、チャレンジします。 

「志」も新たに次の時代に存在価値ある我が社をめざして精

進する所存です。 

平成18年2月25日、当社はおかげさまで創立60周年（創業74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 

   節目の年に社員一丸となって！節目の年に社員一丸となって！節目の年に社員一丸となって！ 

創立記念祭 

永年勤続表彰 
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管理部   中島 信介 

多くの方々に励まされ、支えられてきました３０年間でした。 

残された時間は僅かですが、そのご恩に報いんがため精々努力し精進してまいります。 

永年勤続表彰 

福岡支店    富安  聖 

激変の時代のなか、勤続10年を迎えることができ感謝しております。これからも、初心を忘れず謙虚
さと向上心を持ち、人から信頼される人間になれるよう努力していきたいと思います。 

取締役    奈須那 定 

建設部    和田 宣明 
勤続１０年表彰 

勤続３０年表彰 

勤続４０年表彰 

大阪支店    中嶋 正好 

 建設部      中   維哉 

 管理部      大江  邦彦 

大阪支店   内田 俊文 

 管理部      大和  朱実 

この度、勤続30年を迎えられるのは、お客様をはじめ協力会の皆様、諸先輩方のご指導、家族の理解
があっての事と感謝致しております。とかく時が経つと初心を忘れがち、これを期に当時の気持ちを

思い出し、これからの業務に努めていこうと思いますので、尚一層のご指導・ご鞭撻を宜しくお願い

致します。 

私は、昭和４１年３月１０日に入社しました。あれから４０年、早いものです。 

今までに、いろいろな部門を経験してきましたが、これからもその経験を生かして、ＣＳ事業部

を盛り立てて、頑張って生きたいと思います。 

大阪支店   金子 俊文 

多くの方々との御縁、諸先輩方からの御指導・御鞭撻をいただき入社10年の節目を迎えることができ
たことに感謝致します。この10年間の経験を次のステップに生かせるように頑張っていきたいと思い
ます。 

創立60周年に入社10年目という節目を迎えることが出来、うれしく思います。 
この間、多くの人に出会い様々な事を学びました。これからも様々なご縁を大切にし、自分自身を

もっと磨いていきたいと思います。 

この10年間で本社、徳山、大阪と勤務地を変えて様々な出会いがあり、新しい発見と勉強をしてきた
日々の積み重ねが今に至っていると思います。社会人になってまだ10年。 これからも固定観念を抱か
ず、何事にもチャレンジする精神を持ち、努力していきます。 

勤続３０年、最近の自分自身への格言 

ゆうゆうと焦らずに歩む者にとって長すぎる道はない。辛抱強く準備するものに遠すぎる利益はな

い。 

入社当時、想い描いていた理想像と現実とのギャップからやる気を喪失していました。でも、ある現

場に配属になり、髙藤建設のすばらしい一面を体験することができました。それは、みんなで建物を

創りあげていくという団結力です。苦しんだ分だけ、団結力は増し、できた建物に思い出や愛着が持

てるようになりました。これからも、我社のいいところを伸ばしつつ建築のプロとしてお客様に感謝

されるような建物を創っていきたいと思います。 

入社して１０年、多くの方々との出会いが有りこの勤続１０年をむかえることが出来た 

ことを感謝しております。これからも様々な経験や出会いを大切にして、又吸収することで微力です

が会社永続の為に頑張っていきたいと思います。 
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建設部   江 木 

善立寺保育園善立寺保育園  

建設部  丹 羽 

竣工報告 

《工事概要》 
▽発注者      善立寺保育園園長 上田 俊公  様 
▽設計監理     有限会社 山根設計  様 
▽工事名      善立寺保育園園舎新築工事 
▽工   期         平成17年9月9日～平成18年2月28日 
▽規   模         S造2階建 建築面積441.43㎡  
               延床面積778.92㎡ 
▽工事場所     京都郡苅田町 
▽現場員構成 建設部 現場代理人 江木   
            設備担当  中    

《完成して一言》  
今年度の卒園生を新しい園舎で最高の笑顔と共に旅立つ

様子を思い浮かべると、無事故無災害で完成出来ました

ことを皆様のおかげと思い心より感謝いたします。 

 《完成して一言》  
病院内の工事なので第三者災害防止を目標に全員一

丸となって、工事の無事故無災害での完成をめざし

ました｡ 

《工事概要》 
▽発注者     医療法人社団 松和会 理事長 山浦 敏宏 様 
▽設計監理 株式会社 メドックス 様 
▽工事名     門司松ヶ江病院増改築工事 
▽工    期     平成17年6月23日～平成18年3月31日 
▽規    模     鉄骨造2･3階建 延べ989㎡ 
                             （外来棟･治療棟) 
▽工事場所  北九州市門司区 
▽現場員構成 建設部  現場代理人 丹羽 
              主 任 和田 
              係 員 野坂 
                             設備担当      中 

松ヶ江病院増築松ヶ江病院増築  

増築部分のディケアルーム 

明るくおしゃれな保育室 
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竣工報告 

ポートヴィラ西岡本ポートヴィラ西岡本  
《工事概要》 
 

▽発注者        三井倉庫株式会社    様 
▽設計監理    光井純ｱﾝﾄﾞｱｿｼｴｰﾂ建築設計事務所   様 
▽工事名        ポートヴィラ西岡本新築工事  
▽工   期         平成17年6月1日～平成18年3月10日  
▽規   模         RC造3階建 建築面積261.98㎡  
                          延床面積621.37㎡ 
▽工事場所     神戸市東灘区   
▽現場員構成    大阪支店 現場代理人  師 井 

     主任 佐々木  

大阪支店   師 井 

  《完成して一言》 
 閑静な住宅街での工事の為、特に音、振動に気を配り作業を行いました。 

白を基調とした落着きのある外観に仕上がり、周囲の景観に良く合う建物と成りました。 

 《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できました。 

大阪支店   古  賀  

《工事概要》 
 
▽発注者        戸井 晴美 様 

▽設計監理      髙藤建設株式会社一級建築士事務所 

▽工事名        戸井マンション新築工事 

▽工   期               平成17年7月30日～平成18年3月10日 
▽規   模               Ｓ造３階建 延床面積 491.52㎡ 
▽工事場所      大阪府寝屋川市 

▽現場構成      大阪支店 現場代理人 古賀 

戸井マンション戸井マンション  

      石島運輸倉庫福岡流通センター新築工事の現場を訪問しました。 
 現場は箱崎ふ頭で、開発途中の土地が多い場所です。建物は４階建で、各階が広く、２階の事

務所部分がとても印象的でした。それは床がパソコンや電話の線が隠れるように、一段低くなっ

ていた事です。パソコンが普及し一人一台の今、このような工夫がされ、とても細かい配慮を感

じました。４階の窓からは、かもめ大橋が見えとても景色の

いい所でした。しかし、周りに建物ができれば、見えなくな

るとの事で、この景色が見えなくなるのは少し残念です。 

 当日は、１００人前後の職人さんが作業しているとの事

で、みなさんとても忙しそうでした。それでも、現場内は小

さなごみひとつなく、整理整頓がきちんとされており、こう

した心がけが、事故を防止し、現場員さんの安全意識の高さ

を感じました。 分からない事をいろいろ教えていただきと

ても勉強になりました。お忙しい中案内してくださった、小

林所長、安井さん、髙藤さんありがとうございました。           
                                                          （福岡支店    藤   田） 

現場訪問 石島運輸倉庫福岡流通ｾﾝﾀｰ 
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安全研修会（ゼロ災実現計画説明会） 

   平成１8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  。 
 

   当社では３月９日に門司体育館で平成
１８年度の安全衛生管理計画の推進を図

るため、安全研修会を行いました。私た

ちが生活して生きて行く上では、なんら

かの仕事をして行かなければなりません｡

よくニュースで耳にする痛ましい事件、

事故からわかるように、そこには常にい

ろいろな危険が潜んでいます｡  なかでも
建設業に携わる私たちの作業環境は作業

の進捗ごとに日々変化し、潜在危険度も

高まってきています｡ 私たちは仕事する
上で常に危険のリスクを背負っていかな

ければならず、避けては通れないのです｡ 
ではこの危険を回避するにはどうすればよいのか、災害を防止するためには働く一人ひとり

が真剣に対応していかなければならないのです｡ 常に働く環境を改善していかなければなり
ません｡ 早いうちに危険の芽を摘み取って、先手先手の安全管理を実行しなければ、真の災
害防止にはならないのです｡ 

  しかし、日々の仕事に追われ日常生活の環境に疲れきって、心身ともに疲弊してしまった
仲間たちがいることも現実です｡ 建設業界の厳しい現状の中で安全管理の実行は難しいと考
えている人たちも少なからずいるのではないでしょうか｡ 厳しい労働条件、複雑な人間関係
や、家庭、金銭、健康等諸々の問題を抱えて生活している人々にとっては、考え方が自己中

心的になり、「私は働かされている、利用されている」労働とは苦役以外の何ものでもない

ように思いがちです｡  実際に、心に余裕のない人を朝礼に参加させ、一日のサイクルの説
明、指示、通達、注意事項等を実施してもうわの空で充分に実行できないでしょう｡ 職長･ 
安全衛生責任者にとっては、状況によっては自分の仕事どころではなく、一日中監視しなく

てはならなくなるでしょう｡ こういったメンタルヘルス対策は災害防止上重要な管理項目だ
と考えています｡ 

  ４月１日より改正労働安全衛生法が施行されます｡ 労働災害を防止するため，職場におけ
る危険性又は有害性等の事前調査及びこれに基づく対策に努めなければならないことになり

ました｡ また安全管理者を選任する場合は、厚生労働大臣が定める研修 ( 危険性･ 有害性等
の調査に関する事項を含み計９時間 )を受けた者の中から選任しなければなりません｡ 主要
な事項としては、計画届けの免除認定制度、安全管理体制の強化、免許･ 技能講習制度の見
直し、長時間労働者への医師による面接指導の実施です｡ 

  この法改正により効果的な方法で普及定着を目的とし
た研修会を開催し、積極的に推進して行くとともに高齢

化、少子化現象が進む中で産業そのものの構造改革の変

革に対応すべき講習･勉強会も考えて行かなければなら

ないと考えています｡ 自分がこの仕事で何を成し遂げた
いのか、真剣に考える機会を与える。職場でのコミュニ

ケーションの輪が広がる、仲間意識が持てる、仲間との

連帯感が生まれれば働くことの喜びが生まれる｡ ストレ
スに負けない強い精神力を養いお互い励ましあって危機

を乗り越える。このような多岐にわたる要素･ 課題を取り込んで今年の安全衛生管理方針は
人命尊重を高らかに掲げ、仲間全員が楽しく明るい快適な職場で、積極的な自主的安全衛生

管理活動を推進し、ゼロ災目指して努力していきたいと思っています｡                                                               
                                                                   （  品質管理室 二階堂） 



インターンシップを体験 
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「わがまち環境自慢」の認定を受ける 

 当社が実施している毎月１５日の早朝清掃が「わがまち環境自慢」の認定を受けまし

た。 

「わがまち環境自慢」の認定とは、市役所内にある北九州

市環境自慢認定委員会が、市内で環境への取り組みが自慢

できる企業、個人、団体を昨年の7月から8月にかけて、一
般市民に投書推薦を呼びかけ、その中から、厳密に審査を

行い、環境への関心、まちへの思い、取組みの努力を評価

したものです。 

今回、ある一般市民の方が、当社の早朝清掃を、投書推薦

されました。投書の内容は次の通りです。 

 

朝のバス停周辺清掃 

 

朝会社が始まる前にバス停の付近を掃除している会社の従業員の人がいます。目立つよう

に旗を立てたり腕章をしている訳ではないので、どこの会社の人かは分りませんが、本当

に真剣にごみを拾っています。おかげで、清々しい気持ちに出かけることができます。地

元への企業の社会貢献として行なっていると思いますが、そのことをことさらＰＲするの

ではなく、ごく当たり前のように行なっています。それだけに、自慢してみんなに知って

もらいたいと思います。 

 

このように市民の方から、お褒めの投書を頂きました。 

15日の早朝清掃の最近参加者が少数になっておりますので、この方の言葉を無にしないよ
う、本社全員が早朝清掃に参加できるように、皆さんのご協力を宜しくお願いします。 

                          （管理部 大 江） 

 

インターンシップを体験して思ったことは、工事現場監理の仕事はとても大変な仕事で

あることがわかりました。朝は誰よりも早く来て、ゴミ出しやトイレ掃除などをやり、

職人さんを迎えていました。そして職人さんたちがわかりやすいように、細かい寸法な

どを指示して墨出しをするなど、取り付け前の準備がいかに大切かを知りました。また

クレーンなどを道路で使う場合は警察などに許可を取ったり、

いろんな事務的なこともやるということもわかりました。現場

はとても寒くて、かなり厳しくて、風や雨や雪などで、屋根や

足場がとても危険な状態なのに、職人さんたちは普通に作業し

ていました。このインターンシップを通して、現場監理の大変

さなどを知り、現場の厳しさを知りました。そして現場のよさ

も知りました。とてもいい勉強になりました。 

福岡県立戸畑工業高校 建築科   坂口  将人 君 

 当社は一週間、高校生のインターンシップを実施しました。 

今回は福岡県立戸畑工業高校の坂口将人くんに、実際に施工中の建設現場を体験してい

ただきました。 



Ｔａｋａｆｕｊｉ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 
平成１８年度新卒者入社式 

   平成１8年度は５名の新入社員が入社しました  。 
                                                                                 
 桜の花が開き始めた４月１日、当社では平成18年度の新
入社員入社式を本社１階多目的フロアーで行い、社長から

次のような訓示をうけました。 

「我社も久しぶりにフレッシュマンを迎えまして、何か

パッと明るくなったような気がします。今日から、新しく

５名の新入社員が入って来ますけ

れども、皆さんこの新入社員に対

して、優しく、厳しくそして愛情

を持って接していただきたいと思

います。 新入社員の皆さんは、まず志を立て、目標を持って人生

を一歩一歩、歩んでいただきたい。目標があると無いのでは、大き

な違い、大きな差となってあらわれます。そして自らもレベルアッ

プすることが、すばらしい未来に繋がるはずです。毎日一歩一歩前

進して、豊かな人生を送られることを心から祈念します。」本社役員、社員を前に、５名の

新入社員が自己紹介を行い、辞令交付後、社内、社外の研修を経て各部へ配属されました。        

          （管理部 横山） 

國本 忠史 

井上 宏子 藤田 逸代 

早く会社の雰囲気に慣れ、仕事の流れを覚えて、指示される前に自分から

行動できるように、視野を広くもちたいです。経験のない事にどんどん

チャレンジし、自分のものにしてゆきたいと思いますのでご指導よろしく

お願いします。 

少し人見知りをする性格を克服し、多くの人

と接する建築現場で人間関係をつくり、自分

の出来る事を早く見つけ、一日も早く仕事に

馴れたいと思っていますので、ご指導宜しく

お願いします。 

長野 雄一 

今日から社会人として自覚と責任を持って行

動してゆこうと改めて思いました。皆さんに

たくさんご迷惑をおかけするとおもいます

が、一日でも早く仕事を覚え、何事にもチャ

レンジしたいと思いますので、ご指導よろし

くお願いします。 

社会人としての不安は、少しありますが、

今は仕事に対する期待でいっぱいです。早

く仕事を覚え、日々全力で努力したいと考

えています。失敗し、皆さんにご迷惑をお

かけすることもあると思いますが、熱いご

指導を宜しくお願いします。 

建設業という私にとって未知な世界は自分

の知らない事を知るという楽しさがとても

有意義です。早く会社の為になれる様にが

んばりますので、ご迷惑をおかけすると思

いますがご指導よろしくお願いします。 

栗原 京子 

入社して、これからの抱負 

新入社員研修 



Ｔａｋａｆｕｊｉ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 

■ サービスサポート工事   

Ｔａｋａｆｕｊｉ  Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 
髙藤建設ＣＳ事業部 

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。 

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

かわいくペインティング 

 外壁を明るくリフレッシュ 

お遊戯室を増築 
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編集後記 

  表紙の写真は、我が社が平成１３年に施工分譲させて頂きま
した春爛漫のウィステリア新町の桜の木です。 

打放しのコンクリートと、暖かい春の日差しに、照らされた薄

桃色の桜の花びらは、とても心地よく私たちの目に映ります。

この桜は、日本の代表的な桜で、山地に広く自生し、奈良県の

吉野山は昔からヤマザクラの名所として有名です。 

いわゆる里桜ソメイヨシノなどは花が咲いた後に葉が出ます

が、ヤマザクラなどは花と葉が同時に開き、またヤマザクラは

ソメイヨシノなどの里桜に比べて寿命が長いのが特徴です。代

表的なものとしては樹齢４００年の阿蘇の一心行の大桜があり

ます。 

我が社は今年で６０周年を迎えましたが、このヤマザクラの様

に、お客様をはじめ多くの皆様に末永くご愛顧を頂ける様に、

建設業を通じて社会に貢献してまいりたいと思っておりますの

で、これからもよろしくお願い致します。 

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ＨＰ http://www.takafuji.co.jp/ｉ/ 




