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取締役会長 髙髙髙髙    藤藤藤藤    昌昌昌昌    和和和和 

暗いニュースの多い中で、先の女子サッカーのワールドカップで優勝した「なでしこジャパン」の選手達が、我々に勇気と希望を与えてくれました。 その道のりを振り返ってみると、まず第一に、どんなピンチにも困難な時にも、落ち着いて冷静に、平常心で試合を続けたことです。 第二、それぞれの選手が、任務遂行を第一に、自分の責任を果たしたことです。 第三に、個人の功名に走らず、あくまでもチームプレイに徹して、チームとして戦ったことだと思います。 自分より大きな体力のある外国選手と戦うには個人技ではなくて、チームの力を結集する以外にはないと確信します。これは、企業にとっても国家にとっても、同じことが言えます。 今、我が国も、外交、経済、財政再建、雇用の確保、大震災の復興等々、かつて体験したことのない試練が続きますが、この中で慌てふためいて、小田原評定ばかりで少しも進まない状態ですが、しっかりしたリーダーのもと、冷静に平常心を持って対処することです。 また政治家も経済人も教育者も、私利私欲を捨て自分の任務を愚直に遂行することです。個人の功名やパフォーマンスではなく、チームプレイ団体として戦うことです。  １、困難な時ほど平常心を ２、任務遂行を第一に対応する ３、個人の名誉を捨てチームプレイで戦う  この三つを「なでしこジャパン」の教訓と捕らえて、企業も国家も再建することが本質です。 



週間行事日程 ２０１１２０１１２０１１２０１１／／／／１０１０１０１０／／／／１１１１～～～～７７７７    

全国労働衛生週間全国労働衛生週間全国労働衛生週間全国労働衛生週間    2222    ～平成23年度全国労働衛生週間スローガン～    見逃すな心と体のＳＯＳ みんなでつくる健康職場  今日の私たちを取り巻く労働環境は、厳しい日本経済の落ち込みによる最低賃金ぎりぎりの過酷な労働と複雑な社会がもたらすストレス等による心と体の病が社会問題となっており、今後の対策が求められております。この様な環境を改善するために、各事業所でも事態が悪化する前に、早め、早めの対応、予防を全員参加で取り組む事が必要です。わが社では、本週間で労働者の心と体のＳＯＳを見逃さずみんなでつくる健康な職場づくりを心がけ、日常的にさわやかな挨拶を励行するなど、明るい健康職場づくりを目指しています。その活動を喚起する為に、今年も社員・社員家族からの衛生作品募集を行いました。 （受賞作品は5ページ） 【建設部 吉浦】 

衛生週間反省の日 ７日(金) (1)労働衛生週間をとおしての反省，今後の取組み方について     討議，検討  (2)各部署ごとに週間行事の反省を行う  

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 ５日(水) 
６日(木) (1)全員で職場の整理･整頓･清潔･清掃･スマイル･親切を推進 ６Ｓ運動推進の日 

衛生意識高揚・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      診断結果に基ずく医師､保健師等の指導を受けよう  (2)職場内の衛生関係設備を点検整備する  (3)便所、洗面所等の衛生設備の点検整備 ４日(火) 
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! (4)社長を初め管理職による社内パトロール(通勤途上の路上清掃) ３日(月) 

１０月１日(土) (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 職場環境改善の日 家庭衛生の日(健康づくりの日) ２日(日) (1)家庭、寮で寝具等の日光消毒、ふだん余り手の届かない      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 路上清掃路上清掃路上清掃路上清掃    
衛生作品表彰衛生作品表彰衛生作品表彰衛生作品表彰    
健康診断健康診断健康診断健康診断    

作品掲示作品掲示作品掲示作品掲示    
献血献血献血献血    



宮城内科胃腸科医院宮城内科胃腸科医院宮城内科胃腸科医院宮城内科胃腸科医院    

《完成して一言》   全店舗の物流拠点として隣接する第一物流センターと第二物流センタ ー を 合 わ せ、延 床 面 積 総 数16,500㎡の巨大な物流センターとなりました。 この物流センター建設を機に、ナフコ様の益々のご発展を祈念致しております。 【建設部  江木】 

ナフコナフコナフコナフコ第二物流第二物流第二物流第二物流センターセンターセンターセンター        

竣工報告竣工報告竣工報告竣工報告    ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 発注者        設計監理      工期  規模  工事場所 医療法人 養生会  様 井山建築工房 様 平成22年12月1日～平成23年8月10日 鉄骨造2階建  延床面積 812.82㎡ 福岡県田川郡 

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 発注者        設計監理      工期  規模  工事場所 株式会社ナフコ 様 当社 平成23年3月15日～7月15日 鉄骨造平屋建  延床面積 6572.13㎡ 北九州市 

《完成して一言》   田川郡ののどかな場所に建てられた病院で、外観・内観共落ち着きのある色調になっており、上品な仕上がりとなっています。 工事期間中は何かとご理解とご協力を頂きありがとうございました。  【建設部  和田】 

3333    



《完成して一言》   外壁吹付けは茶系統で、1階部分と2階部分で色分けし、住宅街のなかで大変落着きのある仕上がりになっております。 また、中庭を設けることによって採光を充分に得ることができ、内部も明るく温かみのある仕上げとなっております。さらに中庭には、ウッドデッキに足湯が施してあり、利用者が大変寛げる施設となっております。  【建設部  佐々木】 

《完成して一言》   外壁には石貼調のサイディングを基調としたグループホームです。 内部は木目調に統一され、中庭にはウッドデッキが施され、高齢者の方々がアットホームな雰囲気で生活できる空間となっております。   【福岡支店  川原】 

グループホームグループホームグループホームグループホーム｢｢｢｢リラリラリラリラ｣｣｣｣        

▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 発注者        設計監理      工期  規模  工事場所 医療法人 小林内科医院  様 株式会社辰元設計事務所 様 平成23年4月1日～9月10日 鉄骨造3階建  延床面積 781.27㎡ 北九州市 
竣工報告竣工報告竣工報告竣工報告    

    グループホームグループホームグループホームグループホーム「「「「ふれあいふれあいふれあいふれあい」」」」    

医療法人 福西会  様 当社 平成23年4月14日～7月31日 鉄骨造2階建  延床面積 633.95㎡ 福岡市 ▽ ▽ ▽ ▽ ▽ 発注者        設計監理      工期  規模  工事場所 
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全国労働衛生週間全国労働衛生週間全国労働衛生週間全国労働衛生週間        標語の部                              １ 位        さわやかなさわやかなさわやかなさわやかな    笑顔笑顔笑顔笑顔でででで挨拶挨拶挨拶挨拶    健康職場健康職場健康職場健康職場        管理部 萬 萬 萬 萬     田 田 田 田     恵 一恵 一恵 一恵 一                                                    ２ 位     元気元気元気元気よくよくよくよく    笑顔笑顔笑顔笑顔でつなぐでつなぐでつなぐでつなぐ    職場職場職場職場のののの輪輪輪輪        大阪支店  杉杉杉杉                        直直直直    哉哉哉哉                                        ３ 位     健康健康健康健康でででで    明明明明るいるいるいるい笑顔笑顔笑顔笑顔がががが    みんなのみんなのみんなのみんなの力力力力        大阪支店  宇佐見宇佐見宇佐見宇佐見    拓拓拓拓    也也也也              佳作              ADD室 豊島 和司 、 建設部 佐々木和也     入選  11名   出品総数68 名 
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    ポスターの部 

建設部 和田宣明 銅賞銅賞銅賞銅賞 社員家族  和田美由紀 金賞金賞金賞金賞 銀賞銀賞銀賞銀賞 社員家族   江木結子     バッジの部 
管理部  横山信之 金賞金賞金賞金賞 銀賞銀賞銀賞銀賞 大阪支店  宇佐見拓也 建設部 和田宣明 銅賞銅賞銅賞銅賞 入選入選入選入選 



全国労働衛生週間全国労働衛生週間全国労働衛生週間全国労働衛生週間・イベント・イベント・イベント・イベント    6666        習字の部 入選 
江木翔子 

小学校高学年小学校高学年小学校高学年小学校高学年のののの部部部部    
一般一般一般一般のののの部部部部    中学中学中学中学のののの部部部部    小学校低学年小学校低学年小学校低学年小学校低学年のののの部部部部    天賞 江木結子 髙藤啓太 天賞 天賞 中島菜々子 天賞 

藤井美海 藤井優樹 地賞 地賞 地賞 古賀健太 地賞 金子満里笑 
髙藤裕太 髙藤春紀 人賞 渕希世香 人賞 人賞 

小学校高学年の部 古賀裕真 一般の部 金子收子 和田美由紀 
和田宣明 

江木一雄 大江邦彦 
渕秀次 

上原和彦 加藤葉子 
ＡＥＤ講習 ２０１１２０１１２０１１２０１１／／／／１０１０１０１０／／／／7777    本社では、10月7日ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置するにあたり、社員に取扱説明会を実施しました。 ＡＥＤは突然に心臓が停止した際、一秒でも早く心臓のポンプ機能を回復させる為の装置です。その為、傷病者に対して迅速かつ的確な対応が求められます。緊急時に速やかに行動できるように、実際にデモ器を使用して実技を行いました。 【管理部 井上】 
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髙藤建設株式会社髙藤建設株式会社髙藤建設株式会社髙藤建設株式会社    

編 集 後 記 表紙の写真は、戸ノ上山の大台が原より風にそよぐススキと夕日に染まる小倉の街並みを眺めました。JR門司駅の改札口を出て東側の広場に立ち、前方を見上げると標高518mの戸ノ上山が目の前に現れます。戸ノ上山は「とのうえさん」と読み、名前の由来は山裾の大里の漁民が海中で見つけた光る玉にあるといわれています。光る玉を海中から引き揚げて浜の松の根元に置いておいたところ神のお告げがあったので、枝折戸（しおりど:庭の出入り口などに設けられている折った木の枝や竹などを使った簡単な開き戸）の上にその玉を載せ、山頂に祀ったことから戸ノ上山と呼ばれるようになったといわれています。山頂には戸上神社の上宮があり、この山は山伏修行の行場となっていました。 


