取締役会長

「

髙 藤

潜在能力

昌 和

」

潜在能力とは、内部に潜み、隠れたままで表面に現れない能力のことです。これ
は誰でも持っているもので、無限の可能性があるものです。
例えば、普通の野球選手が、ある時から別人の様に成長し、一流選手になったり、
今まであまり勉強しなかった学生が、突然人が変わった様に勉強し、難関試験に合
格したとか。
難所といわれた耶馬溪で、三十年の歳月をかけて、青の洞門を完成させた「禅海和
尚」も若い時は、悪事を重ねていたそうです。
全米オープンで、大坂なおみさんが、フレンドリーなコーチと出会い、精神的に成
長したこと。
人は誰でも、素晴らしい潜在能力を持っているものです。
問題は、その動機が大切です。なぜその気になったのか？ということです。
自分には、それは無理だとか、いろいろな障害や制約があって、出来ないと決めつ
けていることが、多々あります。
もちろん障害や制約によって、ものごとが進まなくなったり、挫折したりすること
はあります。
しかし、障害や制約、試練が我々の潜在能力を引き出すものです。
例えば、大切な母親が原因不明の病気で他界したことで、自分が医学に進み、多く
の人の命を救うきっかけになったとか。
今までは、自分のために、金儲けのための、経営をしていたが、会社が倒産の危機
になり、これからは人のため、社会のため、社員のための経営に目覚めたという方
もいます。
物事を少し前進させようとすると、これまでやってきたことを改善し、よくするも
のです。
これまでの発想では、不可能だと思っていて、目標にす
ると、人は潜在能力を引き出すこともあります。
ケネディ大統領の十年以内に月に行くという、当時は不
可能と思われた計画に、新しい発想でそれを実現したの
です。
人間の潜在能力は、無限にあることを信じ、残りの人生
を生きて行くことが本質です。
「ＹＯＵ

ＣＡＮ

ＤＯ

ＩＴ」

「あなたなら出来る」
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全国労働衛生週間

(2018/10/1～7)

平成30年度全国労働衛生週間スローガン

「 こ ころ と から だ の健 康 づく り

み ん なで 進 める 働 き方 改 革」

全国労働衛生週間は、労働衛生意識の高揚と事業所にお
ける労働者の働き方改革の実現を目指しています。自ら心
身共に健康増進をはかり、ハラスメントのない快適な職場
環境をつくる事を事業所全体で進めましょう。今年も、当
社では社員、家族からも衛生作品を募集し、1階玄関ホー
ルに掲示しました。
本支店合同パトロール

＊衛生週間日程表＊
１日(月)

衛生教育の日

(1)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

２日(火)

４Ｓ運動推進の日

(1)全員で職場の整理･整頓･清潔･清掃を推進しよう

３日(水)

通勤途上清掃

整理整頓の日

(1)職場内環境・身のまわりの整理整頓
(2)職場内の衛生関係設備(トイレ・洗面所等)の点検整備
(3)通勤途上の路上清掃

4日(木)

体組成測定

労働環境改善の日

(1)職場におけるストレスを考え、勤務状況を見直そう

5日(金)

こころとからだの健康チェックの日

(1)定期健康診断を受診しよう
診断結果に基づく医師､保健師等の指導を受けよう

６日(土)
健康診断

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よう
(2)こころの健康、ストレスに負けない『折れないこころ』を
つくろう
(3)積極的に健康づくりへのアクションを起こそう

７日(日)

家庭衛生の日

(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
の清掃を行おう
(2)バランスのとれた・ストレスに強くなる食生活を実行しよう
(3)睡眠について正しい知識を身につけ、自らの睡眠を見直そう
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川上興業事務所

▽
▽
▽
▽
▽

発 注 者
設計監理
工
期
規
模
工事場所

株式会社 川上興業 様
大江建築設計事務所 様
平成30年4月1日～7月6日
Ｓ造2階建 延床面積423.19㎡
北九州市

《完成して一言》
旧社屋の鉄骨を利用した改修と、エレ
ベーターの設置工事です。
外観の意匠と構造をうまく調和させ、近
年の豪雨など、雨仕舞に気を配りながら
施工を進めました。
仕上げなどは、オーナーの意向を反
映したスッキリとした建物になりました。
竣工に当たり、工事に携わった方々にお
礼申し上げます。

【建設部 松尾】

御旅事務所

▽
▽
▽
▽
▽

発 注 者
設計監理
工
期
規
模
工事場所

日本製紙パピリア 株式会社 様
髙藤建設（株）大阪支店一級建築士事務所
平成30年4月16日～9月30日
S造2階建 延床面積 224㎡
大阪府吹田市

《完成して一言》
平成29年に施工させて頂いた第3作業
場の隣に事務所を建築しました。外壁は第
3作業場に倣い清潔感のある白になってい
ます。
内部は１階が執務室、2階が大会議室・中
会議室・小会議室になっています。
工事期間中は施主様のご協力のおかげ
で、無事無災害で竣工することができまし
た。ありがとうございました。

【大阪支店 古賀 】
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標語の部

作品

１位

毎日の 家族の笑顔が 栄養源

管理部

吉本 宏子

２位

心にゆとり ストレスフリーで 快適職場

大阪支店

鶴原 優

３位

飯田歩、千々和幸輔 、宇佐見拓也、杉直哉、渕秀次 、森田将之

出品総数 55名

バッジの部

管理部 吉本宏子

建設部 吉浦隆市

社員家族 髙藤春紀

大阪支店 秋永孝博

銅賞

銀賞

社員家族

金賞

座木忠良

管理本部

萬田恵一

入選

ポスターの部
金賞
銅賞

銀賞

社長

髙藤元太郎

大阪支店

高本実由紀

大阪支店

秋永孝博

習字の部
一般 の部

中学校 の部

入賞

瀬戸健太郎

天賞 千々和優羽

地賞

髙藤啓太

人賞

和田のどか

小学校高学年 の部

天賞

地賞 千々和咲希

人賞 髙藤大空

地賞

加藤葉子

渕希世香

上原亜矢

大江邦彦

渕

天賞 和田遼太

湯下都

秀次

髙藤春紀

小学校低学年 の部

江木一雄

江木結子

湯下憲二郎 和田美由紀

天賞

湯下萌音

地賞 上原颯真

人賞 髙藤さくら

人賞

江木加代子

江木翔子

上原和彦

５
シンガポール視察研修
今回6月のＰＱＣ発表大会で表彰され、その報奨で7
月9日から3泊5日で、シンガポール海外視察に高橋係
員と行って参りました。
今まで海外旅行経験が無い私にとって、ガイド無し
は幸先不安ではありました。現地に着くと、これまで
の不安を消し去るぐらい独創的な建物が沢山あり、ま
るで街全体が建築博物館的様相を呈していました。
シンガポールは地勢的に地震や台風が無いので、自
由な建築が可能になっており、確かにスケールが大
マリーナ・ベイ・サンズ
きく、美的に斬新で圧巻でした。それよりも私達は
施工方法・仮設計画の観点に妄想を膨らませ、施工業者としての苦労や手腕を垣間見ようとし
ていました。
今回の海外研修を通じ世界的有名建築を堪能できたと共に、同行した高橋係員ともコミュニ
ケーションも図れ充実した3泊5日の海外視察となりました。この感動をこれからの建築人生に
反映できればと思います。この度は貴重な体験をさせて頂きありがとうございました。
【建設部 松瀬】
シンガポールは地震がない国という事で、超高層ビルがとて
も多く、ガラス張りが多く用いれられていました。またピクナ
ル・アット・ダクストンの展望デッキからは、独創的なオアシ
アホテル・ダウンタウン・シンガポールなどが一望でき、とて
も感動しました。
最初はとても暑い国だと思っていましたが、実際に行ってみ
ると、あちらこちらで庇が付いている超高層ビルが多く、その
為、歩道には日陰が出来ていて、快適に過ごす事ができまし
た。
シンガポールは多くの観光客で賑わっている近未来型都市の
イメージですが、思った以上に緑がとても多く、環境に対して
の心掛けがとても良く、歩道にはゴミが１つも落ちていない美
しい国でした。
面積は、日本の奄美大島と同じ位で、国土のほとんどが埋め
立てだそうです。
オアシアホテル・ダウンタウン
この国は中国系、マレー系、インド系など様々な国籍、民族
で構成されている多民族国家で、中国系はチャイナ・タウン、アラブ人、マレー人、ブギス族
などのイスラム系はアラブ・ストーリート、ブギスやインド系の人々はリトル・インディアな
どそれぞれの居住区があり、様々な国籍、民族の人がとても
暮らしやすい国だと思いました。
そんなオープンな国柄のせいか、私の片言の英語でも一生
懸命聞きとろうとしてくれ、シンガポールの人達の温かい人
柄を感じました。
私は、今回の視察研修で、シンガポールの一つひとつの建物
に夜のライト・アップの工夫が施されており、設計者の緻密
な計算・計画がとても素晴らしいと思いました。
そして、まだ2年目ですが、早く一人前になって、この視察
旅行での経験を活かし、素晴らしい建物を建てたいと思いま
した。
そのためにも今自分が出来ることを一生懸命行い、少しづ
つステップアップしていきたいです。
ガーデンズ・バイ・ザ・ベイ
【建設部 高橋】
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あれから４０年
私が入社したのは、昭和47年3月でした。最初に配属された現場は門司の大里高層住宅でし
た。その頃はほとんどが現場宿泊で、先輩の方と3名で寝泊まりした事を覚えています。
その2年後に大阪支店に転勤になり、神戸の公団新多聞団地の現場で同じように3名で寝泊ま
りし、真冬の朝の枕元の汲み置きバケツの水が凍っていたのには、びっくりしました。
また今ではほとんど見かけなくなった、各工区でのＰＣ杭打
機のマストが立ち並び、カーン、カーンと言う音と、風景が懐
かしく思い起こせます。この現場では主に施工図を担当させて
頂き、公団の標準詳細図を脇に製図版、Ｔ定規で奮闘したこと
を覚えています。この時に建物、仕上げの納まり、また実際の
現場との違いを習得出来たと思います。
それから大阪はもちろん京都、奈良、福井と数多くの現場を
経験させて頂きました。そうこうしているうちに、あの阪神淡
大里団地
路大震災に見舞われました。尊い命が奪われ、建物が倒壊、焼
失してしまいました。その時は支店社員も復興に協力、頑張りました。
今年も平成30年6月の大阪北部地震、追い打ちをかける様に台風21号の被害に見舞われまし
た。自然災害の恐ろしさを見せつけられました。
私はＣＳ工事経験を生かし、今まさにその応急、復旧工事に携わってい
るところです。私のモットーである、お客様の困っておられる事、希望し
ておられる事は全てお聞きしましょう！の精神のもと励んでいます。
最後になりますが、今までお世話になりました施主様、ご指導を頂いた
先輩の皆様はじめ、係らせて頂いたすべての方に感謝いたします。これか
らも微力ですが、健康に留意しながら、もう少し頑張ってみようと思いま
す。
【大阪支店 渕】

夏まつり
今年も8月24日に夏祭りを開催しました。
本社1階のイベントホールには社員とその家族、総勢58名が参加
しました。
今年は若手社員を中心に企画し、夏祭りの準備等、積極的に行
いました。イベントホールには綿菓子、かき氷、ヨーヨー釣り、
輪投げなどで子供達も楽しめるスペースを設置しました。
去年はバーベキューの開始が少し遅
れたので、今年はその反省を活かし、
早めに準備に取り掛かったので、とてもスムーズでした。
今年の夏祭りで工夫した点は、ビンゴの景品です。門司港の干
物、健康グッズなど、様々なジャンルの景品を選び、ビンゴがより
一層楽しめるよう工夫しました。
その結果、今年もビンゴはスクリーンに映し出された数字が表示さ
れるたび歓声があがり、大盛況でした。
初めて若手社員中心に企画した夏祭りでしたが、無事に終わり、家族の方々からも『楽し
かった。ありがとうございました。』と感謝され、去年とは
また違う達成感がありました。
そして来年は社員、家族の方々、子供達、皆がもっと楽しめ
るようなイベントを企画したいと思いました。
1年に1回の夏祭りを、もっと多くの方に参加して頂けるよ
う、盛り上げて行きたいと思います。
【管理部 田中】

編 集 後 記
表紙の写真は前号に引き続き(仮称)北九
州宗像中央病院新築工事の現場状況です。
写真を撮った日は台風24号(9/28)が接近す
る前日でした。現場員の方々は台風対策で
忙しく動いていました。
建設工事は非常にハードな仕事でもありま
す。建築は自然現象に大きく影響を受けま
す。だからこそ、その苦労を乗り越えたと
きの達成感は感動ものです。現場での状況
を本誌でご紹介できたら幸いです。

発
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髙藤建設株式会社
髙藤 元太郎
北九州市門司区東新町1-1-30
ＴＥＬ093-381-0461 ＦＡＸ093-381-0543
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髙藤建設株式会社

