リニューアル便り

ご好評につき再入荷 !

『税理士が教えてくれない不動産
オーナーの相続対策』
プレゼント

残暑見舞い申し上げます。リニューアル部、営業担当の出川

です。今回のテーマは『植栽の重要度について』です。建物の
共用部や居室内の管理は行き届いていても、意外と外構部の

植栽の現状を把握しているオーナー様は少ないのが現状で
す。夏前には腰高程度だった植栽が、ひと夏で人間の背丈を

越えるほど伸びている事もあります。その植栽が結果的に窓などを覆って死角に
なり、泥棒などの犯罪被害に遭う可能性が高くなってしまいます。定期的に剪定

不動産が絡む相続は、
相続税対策より
も相続対策が重要です。
税金対策だけ
でなく土地の価値を高める方法や、
家
賃収入を上げる方法など幅広い相続
対策の知識が掲載されています。

をする事で見栄えもよくなりますし、犯罪の抑止にもなりますので、この機会に
一度、建物の植栽の現状を確認してみてはいかがでしょうか？

(左)植栽が伸びきって窓ガラスを隠してし
まっているため、窓から入る日光を遮ってし
まってます。また害虫などの発生原因にも繋

今回はこちらの書籍を抽選で30名

様に贈呈します。ご希望の方は本

社総務部宛で官製はがき「書籍贈
呈」と記入の上、お名前・住所を必
ず明記してくだ

がります。

さい。抽選結果の

用廊下を隠してしまっています。見通しが悪

送をもって代え

(右)伸びきった植栽によってマンションの共
くなると、とても危険です！
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（10月１日
消印有効）

チョキチョキ！

レクリエーション

6月9日(土)に小川組有志主催によるビアガーデンBBQが今年も行われました。今回

も多数の参加となりました。こちらのビアガーデンではテーブルの上で肉を焼くこ
とができます。もちろん食べ放題・飲み放題です。ビアガーデンBBQは社内でも評判

が良く、2年連続の開催となりました。社内コミュニケーションも深まり来期に向け
て英気を養うことができました。(幹事)

■尾瀬国立公園
面積：37,200ha

福島県、栃木県、群馬県、新潟県

■肉食べ放題 BBQ ビアガーデン

アトレ川崎 （アトレ川崎 屋上）

写真提供：建築部 前田

【開催期間】

立秋とは名ばかりの厳しい暑さが続

4 月 25 日（火）～ 9 月 24 日（日）

いております。皆様におかれましては

お問い合わせ：044-589-3616

いかがお過ごしでしょうか。

ご予約専用：050-3188-6068

行事予定

わん
わん

千葉県のとあるキャンプ場で拾っ
てきたイモリはもう10年も生きて

8月23日(水)

小川組 株主総会

いるそうです。また一緒に飼ってる

9月5日(火)

安全衛生パトロール

9月16日(土)

防災訓練

9月17日(日)

小川組 設立記念日

10月3日(火)

安全衛生大会

カメも10年以上生きています。
（写真提供：リニューアル部 志村）

［編集後記：澤井］社内報を発行してちょうど１周

年になります。社内報を通じ他部門の社員と話す機
会が増え、色々な知識を吸収することが出来ていま
す。より一層読みやすく役に立つ社内報を発行して
いきますので、今後もどうぞ宜しくお願いします。

［社内報 お問い合わせ先・応募先］

株式会社 小川組 総務部 澤井
川崎市川崎区榎町3番1-307号
電話044-244-5661/FAX 044-245-1962
E-mail ：sawai@ogw-net.co.jp

10月10日(火) 安全衛生パトロール
11月7日(火)

安全衛生パトロール

12月5日(火)

安全衛生パトロール

12月27日(水) 仕事納め
1月5日(金)
小川組ホームページ

仕事初め

17年1月初旬 第5号 社内報発行(予定)

「とても暑がりな私
は 、家 に 着 い た ら 電
気より先にエアコン

の電源つけていま
す 。も ち ろ ん 省 エ ネ
温度です。
」

(投稿者:建築部Ｔ)
大好評コーナーなの

で、たくさんのご応募
お待ちしております！

川柳投稿コーナー

小川組社員ペット紹介コーナー♪

帰宅して
電気より先に
エアコンポチ

定休日 なし

まだまだ暑い日が続くと思われま

す。くれぐれも熱中症などにならぬ様、

刻化や住宅メーカー等との競争激化が 季節が移りゆくのは早いもので、小川

予測され、さらに気を引き締めていか 組通信第1号発行から1年が経ちまし
なければならない状況が続くと予想し た。苦戦した編集作業も、今では懐かし
い思い出といえます。さて、今回で小川

ております。

この様な中、当社におきましては、 組通信も第4号になりました。前号の発

今しばらくは万全の対策をお願い申し

７月初旬に開催いたしました全社員集 行から、小川組安全衛生協力会定時総

さて、当社は先般 6 月末をもって第

と流行」すなわち時代が変わっても変 会など、普段なかなか集まることがで

上げます。

72 期決算となりました。おかげ様を
持ちまして、新築、リニューアル、分
譲の三事業合計で前年対比で増収増益
となりました。

これもひとえに日頃より当社の事業

に対しまして多大なるご支援、ご協力
を頂いておりますお客様、協力会社の
皆々様、そして社員一同の努力による
ものと心よりお礼申し上げます。

なお、今後はしばらく緩やかながら

も経済全体は順調に推移すると予測さ

れておりますが、当建設業界におきま
しては、今後とも労務不足の一層の深

会におきまして、当社における「不易 会や社内レクリエーション、全社員集
えてはならない事と時代の変化に合わ きない社員との交流を深められる機会

せ積極果敢に変えていかなければなら が多くありました。ほんの一部ではあ
ない事があり、その不易の最たるもの りますが、その様子を紹介させていた
（総務部）
として当社の理念①「地域に密着し、 だきます。
地域に貢献する」②「品質の良い仕事を

し、お客様に満足して頂く」③「お客様、
当社、協力会社、三方良しの共存共栄」
を再確認し、新たな年度に挑戦してい
く事を再確認いたしました。

引き続き社員一同、一致団結して業

務にまい進してまいります。

（代表取締役社長

長澤 靖）

小川組 全社員集合写真

永年勤続表彰［五十音順］
小川組に入社し、ちょうど30年『永
年勤続表彰』
という形となった事
で一つの良い意味での節目に
なったと感慨深い思いでいっ
ぱいです。これからもより
一層気持ちを引き締めて

轡田さん（建築部）

頑張って参ります。

現場紹介

今年で勤続30年とな

りましたが、
まったく実

感がありません。
時間の流

れが早いのが、年をとった

一つ一つ確実に仕事こなしてい

- 昭和 62 年入社 -

入社して20年経ちました

小川組に入社して20年が経

出来る事をしっかりと行

して、
皆様の住環境作りの

ちました。
作り手の一人と

が、
あまり気負わず自分の

お手伝いを出来るように

い、
今後もより一層責任感

いっそう努めて参ります。

を強く持ち、
会社に貢献出

これからも宜しくお願いし

来る様に頑張って行きま
す。
これからも宜しくお願

榎本さん（建築部） いします。
- 平成 9 年入社 -

梅寺主任 （建築部）

小川組勤続38年、福島県出身の大ベテラ

小川組勤続23年、空手の有段者 です。空

ン。弓道で鍛えた集中力で、現場を細かく

手で厳しく鍛えられた集中力と根性は今

管理しています。そして演歌を歌えば小

も健在です。いつも黙々と仕事をこなし

川組No.1です。

ている姿が印象的です。
安全に関する掲示物
を各所に貼っていま

の建物を作っています。1・2 階はテナントが入ります。登戸駅

西塚さん ( 建築部 )

- 昭和 62 年入社 -

渡部工事長 （建築部）

登戸駅から徒歩１分の立地に、RC８階建てのテナント・共同住宅

証拠だなと思います。今後も

きたいと思います。

(仮称)秋葉不動産ビル新築工事

ます。

小林さん（ ﾘﾆｭｰｱﾙ部）

す。写真は現場のエレ

は JR 線と小田急線が乗り入れて、交通網も便利です。
定時会議の
様子。大きい
ホワイトボー
ドで 各 職 人
さんの予定
を管理して
います。

打診棒をタイル
に当てると接着
状態がわかりま
す。接着が悪い
箇 所 は「 カラカ
ラ」と乾いた音
になります。

オーナーの
秋葉様が、当
現場までお
見えになり
ました。気さ
くで、とても
紳士的な方
でした。

秋葉様と細かい
仕様の打ち合わ
せ中です。ゴミ
置き場のドアの
仕様から、建具
の細かい仕様ま
で多岐にわたり
ます。

ベータ内です。緩くな
りかけた気持ちが引
き締まります。(下)

すでに上棟して取材当日
は安全品質環境部による

タイルの検査日でした。
天気も良く検査も順調に
行われました。
（上）

取材を終えて

ベテランお二人が担当されている現場だけあって、
整理整頓が行き届いたとても綺麗な現場でした。
また取材

- 平成 9 年入社 -

当日は安全品質環境部によるタイル検査で、
タイル面すべてに打診棒をあてる検査が行われておりました。
検

査中も工事は通常通り行われており、
とても活気あふれる現場でした。
竣工が間近で工事も大詰めとなってき

おかげさまで入社20年を

小川組に入社し20年となり

れからも『ものづくり屋』

員としてお客様に満足して

ました。
今後も小川組の一

迎える事ができました。
こ

としてのこだわりを持っ

頂ける建物をご提案・施工
していきたいと思います。

てお客様に喜ばれる建物

これからもどうぞ宜しくお

を造りたいと思います。
今

佐藤さん（建築部）
- 平成 9 年入社 -

後とも宜しくお願い致し
ます。

布川さん（ ﾘﾆｭｰｱﾙ部）

願いします。

ております。
所長と次席のお二人と職人さんが頻繁に打ち合わせされているのが印象的でした。

小川組安全衛生協力会 定時総会
2017年5月11日(木)川崎日航ホテルにて、第36回 小川組安
全衛生協力会定時総会が執り行われました。
協力会社から
は93社、
小川組からも運営進行のため数名が参加いたしま
した。小川組安全衛生協力会の活動報告を中心に進行し、
会計監査報告・事業報告や、来年度の運営を滞りなく行う

- 平成 9 年入社 -

ための事業計画案発表、
前年度を加味しながら決定した次
年度予算案の発表など。様々な内容を含め進行し、１時間
永年勤続表彰をしていた

気がつけば20年という歳

だきありがとうございま

月が経っていたという感

す。
10年勤めることができ

じですが、まだまだ道半

たのも諸先輩方のお陰だ

ば、
おごらず前向きに仕事

と思います。
これからもお

に取り組んで行こうと思

客様に満足していただけ

います。
これからも宜しく

山口さん（ ﾘﾆｭｰｱﾙ部）
- 平成 9 年入社 -

お願い致します。

松本さん（建築部）
- 平成 19 年入社 -

る建物造りを心掛け、
11年

目は飛躍の年にしたいと
思います。

半程度で定時総会はつつがなく終了となりました。その
後、別フロアにて定時総会懇親会が開かれ、こちらもまた
多数出席していただきました。安全衛生協力会 関口会長、
株式会社 小川組 長澤社長より挨拶があり、乾杯は安全衛
生協力会より、東海林副会長が行いました。小川組社員と
安全衛生協力会会員の交流を目的とした本会では、
会場を
見渡すと笑顔で交流を深める姿が散見する事ができ、
更な
る協力体制が築かれる事を予感させました。
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オーナーの相続対策』
プレゼント

残暑見舞い申し上げます。リニューアル部、営業担当の出川

です。今回のテーマは『植栽の重要度について』です。建物の
共用部や居室内の管理は行き届いていても、意外と外構部の

植栽の現状を把握しているオーナー様は少ないのが現状で
す。夏前には腰高程度だった植栽が、ひと夏で人間の背丈を

越えるほど伸びている事もあります。その植栽が結果的に窓などを覆って死角に
なり、泥棒などの犯罪被害に遭う可能性が高くなってしまいます。定期的に剪定

不動産が絡む相続は、
相続税対策より
も相続対策が重要です。
税金対策だけ
でなく土地の価値を高める方法や、
家
賃収入を上げる方法など幅広い相続
対策の知識が掲載されています。

をする事で見栄えもよくなりますし、犯罪の抑止にもなりますので、この機会に
一度、建物の植栽の現状を確認してみてはいかがでしょうか？

(左)植栽が伸びきって窓ガラスを隠してし
まっているため、窓から入る日光を遮ってし
まってます。また害虫などの発生原因にも繋

今回はこちらの書籍を抽選で30名

様に贈呈します。ご希望の方は本

社総務部宛で官製はがき「書籍贈
呈」と記入の上、お名前・住所を必
ず明記してくだ

がります。

さい。抽選結果の

用廊下を隠してしまっています。見通しが悪

送をもって代え

(右)伸びきった植栽によってマンションの共
くなると、とても危険です！

第4号

2017年8月17日発行

発表は商品の発
させていただき

ます。
（10月１日
消印有効）

チョキチョキ！

レクリエーション

6月9日(土)に小川組有志主催によるビアガーデンBBQが今年も行われました。今回

も多数の参加となりました。こちらのビアガーデンではテーブルの上で肉を焼くこ
とができます。もちろん食べ放題・飲み放題です。ビアガーデンBBQは社内でも評判

が良く、2年連続の開催となりました。社内コミュニケーションも深まり来期に向け
て英気を養うことができました。(幹事)

■尾瀬国立公園
面積：37,200ha

福島県、栃木県、群馬県、新潟県

■肉食べ放題 BBQ ビアガーデン

アトレ川崎 （アトレ川崎 屋上）

写真提供：建築部 前田

【開催期間】

立秋とは名ばかりの厳しい暑さが続

4 月 25 日（火）～ 9 月 24 日（日）

いております。皆様におかれましては

お問い合わせ：044-589-3616

いかがお過ごしでしょうか。

ご予約専用：050-3188-6068

行事予定

わん
わん

千葉県のとあるキャンプ場で拾っ
てきたイモリはもう10年も生きて

8月23日(水)

小川組 株主総会

いるそうです。また一緒に飼ってる

9月5日(火)

安全衛生パトロール

9月16日(土)

防災訓練

9月17日(日)

小川組 設立記念日

10月3日(火)

安全衛生大会

カメも10年以上生きています。
（写真提供：リニューアル部 志村）

［編集後記：澤井］社内報を発行してちょうど１周

年になります。社内報を通じ他部門の社員と話す機
会が増え、色々な知識を吸収することが出来ていま
す。より一層読みやすく役に立つ社内報を発行して
いきますので、今後もどうぞ宜しくお願いします。

［社内報 お問い合わせ先・応募先］

株式会社 小川組 総務部 澤井
川崎市川崎区榎町3番1-307号
電話044-244-5661/FAX 044-245-1962
E-mail ：sawai@ogw-net.co.jp

10月10日(火) 安全衛生パトロール
11月7日(火)

安全衛生パトロール

12月5日(火)

安全衛生パトロール

12月27日(水) 仕事納め
1月5日(金)
小川組ホームページ

仕事初め

17年1月初旬 第5号 社内報発行(予定)

「とても暑がりな私
は 、家 に 着 い た ら 電
気より先にエアコン

の電源つけていま
す 。も ち ろ ん 省 エ ネ
温度です。
」

(投稿者:建築部Ｔ)
大好評コーナーなの

で、たくさんのご応募
お待ちしております！

川柳投稿コーナー

小川組社員ペット紹介コーナー♪

帰宅して
電気より先に
エアコンポチ

定休日 なし

まだまだ暑い日が続くと思われま

す。くれぐれも熱中症などにならぬ様、

刻化や住宅メーカー等との競争激化が 季節が移りゆくのは早いもので、小川

予測され、さらに気を引き締めていか 組通信第1号発行から1年が経ちまし
なければならない状況が続くと予想し た。苦戦した編集作業も、今では懐かし
い思い出といえます。さて、今回で小川

ております。

この様な中、当社におきましては、 組通信も第4号になりました。前号の発

今しばらくは万全の対策をお願い申し

７月初旬に開催いたしました全社員集 行から、小川組安全衛生協力会定時総

さて、当社は先般 6 月末をもって第

と流行」すなわち時代が変わっても変 会など、普段なかなか集まることがで

上げます。

72 期決算となりました。おかげ様を
持ちまして、新築、リニューアル、分
譲の三事業合計で前年対比で増収増益
となりました。

これもひとえに日頃より当社の事業

に対しまして多大なるご支援、ご協力
を頂いておりますお客様、協力会社の
皆々様、そして社員一同の努力による
ものと心よりお礼申し上げます。

なお、今後はしばらく緩やかながら

も経済全体は順調に推移すると予測さ

れておりますが、当建設業界におきま
しては、今後とも労務不足の一層の深

会におきまして、当社における「不易 会や社内レクリエーション、全社員集
えてはならない事と時代の変化に合わ きない社員との交流を深められる機会

せ積極果敢に変えていかなければなら が多くありました。ほんの一部ではあ
ない事があり、その不易の最たるもの りますが、その様子を紹介させていた
（総務部）
として当社の理念①「地域に密着し、 だきます。
地域に貢献する」②「品質の良い仕事を

し、お客様に満足して頂く」③「お客様、
当社、協力会社、三方良しの共存共栄」
を再確認し、新たな年度に挑戦してい
く事を再確認いたしました。

引き続き社員一同、一致団結して業

務にまい進してまいります。

（代表取締役社長

長澤 靖）

小川組 全社員集合写真

