小川組参加行事報告

小川組表彰報告

平成 28 年度 第 60 回神奈川建築コンクールにおいて、
「等々力陸上競技場メ

インスタンド」が一般建築物部門で優秀賞を受賞し、表彰状を頂きました。

『「等々力陸上競技場メインスタンド」は、何よりもその規模の大きさからし
て技術力、構想力、デザイン力が集結された建築としてひときわ秀でた建築
物である。全体の構造の迫力に加え、何よりも観覧のしやすさや大人数の人
16 年 8 月 5 日 ( 金 ) 6 日 ( 土 ) リニューアル部小林、國分

の流れのさばき方、通風や設備など、随所にきめ細かい配慮が盛り込まれた

はかつて「東の祇園」とも称され、町内会の御輿や大御輿

合せスペースに掲示しておりますので、来社された際はぜひご覧ください。

第2号

ものとなっている。』と評価して頂きました。賞状の実物は、本社 1 階の打

が稲毛神社 山王祭に参加しました。古い歴史がある山王祭

2016.1.5 発行

迎春

の巡幸が行われます。最終日の「孔雀」
「玉」と呼ばれる 2
基の大御輿の巡幸は迫力満点です。

16 年 11 月 4 日から 6 日 ( 日 ) 営業部 三浦、菅野 ( 宏 ) が

神奈川建築コンクール

「かわさき市民祭り」に宅地建物取引業協会川崎南支部の
一員として参加しました
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社内報発行予定

11 月 5 日 ( 土 ) 小川組 2016 年 秋レクリエーションが行われました。今回は屋形船「長
八」で川崎から横浜方面を遊覧してきました。横浜の夜景はとても綺麗で、お酒も料理も
ションも深まり下半期向けて英気を養うことができました。

今回利用させて頂きました屋形船
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お年玉

れて？きまして、前回よりスムーズに作成出来たかと思

もらった分だけ

第 2 回目の社内報が完成しました。編集作業にも多少慣

今返す

編集後記：澤井

年賀状

（総務部 宇井）
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出会いは動物病院で飼い主募集のチラ
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「ここ最近はスタンプ 「子供頃もらった分を 「通勤する早朝、梅の花
だけで送ってしまう
年賀状、相手のこと
を思って今年はメッ
セージを書こう。」

( 投稿者 : 取引先企業
営業部 ２年目 )

大人になって親戚の

を見上げてみたがまだ

やく返している。」

かな春が来てほしい。」

子や親孝行で今よう
( 投稿者 : 取引先企業
営業部 ２年目 )

日本の風習ですね。と

一言添えるだけで、イ
ても素敵な関係性が築
メージが変わりますよ
けてる感じがします。
ね。私も LINE のスタ
ンプだけはやめます。 私はまだ貰う側ですが

蕾だった。早くあたた
( 投稿者 : 小川組社内 )

梅が咲いたら、次は桜
ですね。寒い日が続くと
春が恋しくなります。私
も温もりが恋しいです。
人肌のほうですが・・。

川柳投稿コーナー

川崎市川崎区塩浜 3-19-3

しかしながら、建設業界は、オリンピック関連事業の本格化や東京
を中心とした再開発事業に加え、景気浮揚のための公共投資予算の
増額など、好材料の多い状況にはあるといわれているものの、現状
はその恩恵のほとんどはスーパーゼネコンを中心とした大手建設会
代表取締役社長
社に限定され、我々地場ゼネコンは、少子高齢化人口減の影響など
によって民間住宅需要が伸び悩む中、引き続き大手住宅メーカー等
との厳しい競合が予想され、かつ労務不足や、昨今にわかに大きく
クローズアップされてきました過重労働などの課題にも対処してい
あけましておめでとうございます。新年を迎えるにあたり一言ご かなければならない厳しい状況にあり、まったく予断を許さない状
挨拶申し上げます。まずは、変化が激しく中小企業には大変厳しい 況にあると思われます。
経営環境の中、当社が相応の業績を維持出来ているのも、日頃より
当社を取り巻く環境が大きく変化する中、今まさに「不易と流行」
数ある建設会社の中から当社をご指名頂いておりますお客様皆々様 の格言の通り、お客様第一主義や品質などに対するこだわりなどの
のおかげと心より感謝申し上げる次第でございます。また、昨年も 変えてはならない事と市場環境が大きく変化する中、提供する商品
社員の皆さんをはじめ、協力会社の皆様には多大なるご支援ご協力 やサービスの内容やコストなど、知恵を絞って改善していかなけれ
を頂戴いたしました。心よりお礼を申し上げます。
ばならないことをしっかりと見極め、社員ひとり一人そして会社と

株式会社

川崎 船宿 長八（ちょうはち） http://www.chohachi.co.jp/

「メイちゃん」は今年で 6 才の女の子。

■社内報 お問い合わせ先・応募先

この様な中、当社におきましては、昨年６月に決算した７１期に
おきまして、おかげさまで３期ぶりに営業利益を確保することが出
来ました。

進み、楽しく貴重な経験ができました。社内のコミュニケー

小川組社員ペット紹介コーナー♪

りに行ってきました。

ホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0721/kanagawa-architecture-concours/

小川組

長澤 靖

昨年は、年初より原油価格の大幅な下落や金融市場の大幅な変動 して一層の努力と進化が求められているのです。
等の影響で景気が抑制され、底堅さを感じつつも、好況を実感する
この様に課題多き状況ではありますが、当社におきましては、当
ことが出来ない状況が続きました。そして６月にはイギリスで国民
社の様な地場建設会社が地域のために何を求められているのか、そ
投票によるＥＵ脱退、１１月には大方の予想に反してトランプ新大
してそれには今何が欠けていて、どう改善していかなければならな
統領候補が勝利するなど国際情勢の場においても大きな変化の兆し
いのかという事を、今一度原点に立ち返って考え、今後も当社をご
が見えた年でもありました。
支援頂いております皆々様のご期待に少しでも応える会社になれる
国内に目を戻しますと、４月には熊本で震度７を記録する大きな 様、引き続き努力してまいる所存です。最後になりますが、本年が
地震や相次ぐ台風の上陸により、全国各地で災害による大きな被害 皆々様にとって良い年となります様ご祈念申し上げます。
を受け、多くの方が今もその対応に追われる状況が続いております。本年もどうぞよろしくお願い致します。

新年の挨拶

防災訓練の様子

小川組 安全衛生協力会 会長 関口 能長

あけましておめでとうございます。安全衛生協力会会長セキユウ
工務店の関口でございます。昨年中は会の運営に際しまして、ご
協力いただきありがとうございました。おかげさまで会の事業も
順調に行う事ができました。安全に関しては、無事故無災害とは
いきませんでしたが、軽微な事故が二件発生にとどまりました。
また安全目標の一つでもある熱中症災害ゼロをこの夏達成するこ
とが出来ました。これも小川組社員の方々を初め、多くの会員皆
様の努力によって成し得た事と感謝申し上げます。本年は「災害
ゼロ」を達成するため、小川組様とより一層の協力と連携を強め
ていく所存であります。どうぞ今まで以上のご協力、ご支援いた
だきますようお願い申し上げます。最後に今年一年が皆様にとっ
て素晴らしい年でありますようご祈念申し上げまして挨拶とさせ
ていただきます。
2016 年 10 月 4 日
( 火 )、川崎市産業
振興会館て「平成 28 年度 安全衛生大会」が行われ、109 社・1
90 名にが参加されました。安全衛生協力会 東海林副会長の開会
挨拶、弊社代表取締役社長 長澤の挨拶に続き、安全衛生協力会
関口会長が挨拶をされました。安全衛生表彰では、作業所賞・
職長賞・安全標語コンクールと、併せて 18 名が受賞の運びとな
りました。（詳細については下記参照）

小川組 安全衛生大会

2016 年 9 月 17 日 ( 土 )、小川組本社で防災訓練が行われました。今回の訓練では会社の BCP

対応の確認、防災備蓄品の紹介、防災訓練の DVD を視聴しました。BCP の内容は、災害発生

時の会社の対応と安否確認の方法などを確認しました。次に防災備蓄品の紹介では、備蓄品の
説明と実際に仮設トイレの組み立て展示をし、汚物を固めて捨てやすくす
る凝固剤の効果を水を使って実演しました。最後に DVD『地域で減災 あ
なたが力 みんなが力』で被害を最小限に留めることについて確認しまし

た。災害を想定した事前の準備や地域の方と共に防災について考えること

が大事だと思いました。阪神淡路大震災では救助された 8 割以上の被災者
が、家族や近所の人によって救助されたと報告があります。普段から地域
で行われている防災訓練などに参加してくことが大切だと認識する事が出
来ました。

第72期 安全衛生委員会のメンバー

▼㈱小川組 代表取締役社長 長澤 靖

■第二部 特別講演「コント山口君と竹田君」

講師のコント山口君と竹田君から「思い込みがミスの " 素” ～日々全く同じ仕事はない～」と
いうテーマでお話をいただきました。思わず笑い声をあげてしまうようなジョークだけでな
く、身に詰まされるようなしっかりとした至言もあり、濃厚であっという間の１時間でした。
安全衛生協力会 山本副会長の閉会挨拶では、特別講演の内容に触れながら、明日以降さらに
安全に対する意識を引き締めていくよう協力を仰ぎ、安全衛生大会は幕を閉じました。
▲川崎南労働基準監督署副署長 前田比三典様
職長賞

防災備蓄品は食料品と生活用品を 7 分類しています。

商品名と写真を表示した POP を貼って中身がわかりやすくしています。食料品は

ご来賓の川崎南労働基準監督署副署長の前田 比三典様から安全講和を賜り、不安全行動の実例を確認していきました。第一
部の最後には、小川組社員の渡邉より『安全衛生の誓い』が宣誓されました。肉体的な健康保全だけではなく、精神面での
ケアも重要であるとし、誰でも遭遇しうる身近なリスクであることを再認識する必要性を訴えました。今年度の全国労働衛
生週間の『健康職場 つくる まもるは みんなが主役』というスローガンを基に、積極的に労働衛生管理活動に取り組み
健康で明るい職場作りを推進することを誓いました。

＜敬称略＞

髙橋 ( 勇 ) さん、小永さん、田川さん、國分さん

小川組の防災備蓄品

■ご来賓 川崎南労働基準監督署 副署長

作業所賞

左から、菅野 ( 宏 ) さん、阿部さん、髙橋 ( 永 ) さん

▼小川組 安全衛生協力会 会長 関口 能長

＜敬称略＞

この賞は、全工期を通じて安全管理が行き届いており、他の工事 この賞は、労働災害防止の重要性を深く認識し、なおかつ工事品質の向上、労働災害
現場の模範となる管理を実施。また安全サイクルを確立し作業員 の事前防止に努めて貢献。各作業所長よりいっそう模範と認められる職長に対して表
（左から）
末端まで周知・徹底した作業所に対し表彰するものであります。 彰するものであります。
( 左から )
渡部 一男
渡邉 智哉

現場紹介

( 仮称 ) 川崎区貝塚２丁目マンション新築工事作業所
小竹作業所長

本社から約徒歩10分、川崎区貝塚で鉄筋コンクリート造６階建
てのマンションを施工しています。付近には渡田向町商店街、ま
建築部の最前線で活躍する頼れる課長。 た川崎駅までの通勤・通学路になっており、人や車の往来が非常
気さくに話しかけてくれる気配り上手 に多いので通行人に細心の注意を払って工事を進めております。
2017年4月の竣工に向け、2人で力を合わせて頑張っております！
な一面もあります。サッカーがとても
入社 23 年目の建築部課長。

上手で運動神経抜群です。
入社 10 年目。小川組きっ

てのナイスガイ。クールな
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佐藤 由郎

の面倒見の良い頼れる先輩
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鈴殿電設

高山 久志
鈴木 康善

全景

松本副主任

見た目とは裏腹に、熱い一

㈱餅丸工務店

志村 英次
黒川 幸一

た、備蓄品が落下しないよう落下防止ネットや落下防止ベルトを設置しました。

川端 政典

白石設備

木崎 進

トイレや毛布、電化製品など必要最低限の生活が出来るよう備えてあります。ま

㈲川端工務店
㈱阿部鋼業

園部 毅保

お米、パン、おかず、お菓子など幅広い種類を用意しました。生活用品には仮設

面もあります。そして後輩
です。松本さんもサッカー

が上手で運動神経抜群です。

第２回 安全標語コンクール 各賞受賞作品・受賞者一覧 ( 応募総数 144 件）＜敬称略＞

【最優秀賞】( 左から )
『余裕の中に油断あり

【優 秀 賞】
『今日だけ

【佳
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作】

焦りの中に危険あり
少しだけ

『安全は一人ひとりが責任者

『怠るな
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安全

慣れとゆるみが事故招く』
みんなで築こう安全職場』

プロ意識
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手順守って無災害』

みんなで守ろう快適職場』

危険の芽

伝えて

防ごう

安全職場』
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丸山

雅史

㈱小 川 組

村田

圭三

㈱阿 部 鋼 業

加藤

剛

①仮設通用口から
出入りする際に通
行人と接触するこ
とがないように仮
囲いの一部を透明
にして見やすくし
ています。
②鉄筋の先端がフ
ック状態になって
います。職人の皆
さんが誤って作業
中に刺さることが
ないように工夫し
ています。
㈱スチール・ワン

取材を終えて

今回は安全品質環境部、髙橋部長の社内検査日に取材させて頂きました。掃除用具や詰所などの共有スペースの
整理整頓がしっかりされていました。この日の工程は 3 階壁配筋の組立でした。職長さんと笑顔で打ち合わせさ
れていて、コミュニケーションがしっかり取れているんだと感じました。また松本副主任は近隣住民の皆様に毎
週、工程予定表を配布し積極的に情報を発信しています。[ 総務部 澤井 ]
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る凝固剤の効果を水を使って実演しました。最後に DVD『地域で減災 あ
なたが力 みんなが力』で被害を最小限に留めることについて確認しまし

た。災害を想定した事前の準備や地域の方と共に防災について考えること

が大事だと思いました。阪神淡路大震災では救助された 8 割以上の被災者
が、家族や近所の人によって救助されたと報告があります。普段から地域
で行われている防災訓練などに参加してくことが大切だと認識する事が出
来ました。

第72期 安全衛生委員会のメンバー

▼㈱小川組 代表取締役社長 長澤 靖

■第二部 特別講演「コント山口君と竹田君」

講師のコント山口君と竹田君から「思い込みがミスの " 素” ～日々全く同じ仕事はない～」と
いうテーマでお話をいただきました。思わず笑い声をあげてしまうようなジョークだけでな
く、身に詰まされるようなしっかりとした至言もあり、濃厚であっという間の１時間でした。
安全衛生協力会 山本副会長の閉会挨拶では、特別講演の内容に触れながら、明日以降さらに
安全に対する意識を引き締めていくよう協力を仰ぎ、安全衛生大会は幕を閉じました。
▲川崎南労働基準監督署副署長 前田比三典様
職長賞

防災備蓄品は食料品と生活用品を 7 分類しています。

商品名と写真を表示した POP を貼って中身がわかりやすくしています。食料品は

ご来賓の川崎南労働基準監督署副署長の前田 比三典様から安全講和を賜り、不安全行動の実例を確認していきました。第一
部の最後には、小川組社員の渡邉より『安全衛生の誓い』が宣誓されました。肉体的な健康保全だけではなく、精神面での
ケアも重要であるとし、誰でも遭遇しうる身近なリスクであることを再認識する必要性を訴えました。今年度の全国労働衛
生週間の『健康職場 つくる まもるは みんなが主役』というスローガンを基に、積極的に労働衛生管理活動に取り組み
健康で明るい職場作りを推進することを誓いました。

＜敬称略＞

髙橋 ( 勇 ) さん、小永さん、田川さん、國分さん

小川組の防災備蓄品

■ご来賓 川崎南労働基準監督署 副署長

作業所賞

左から、菅野 ( 宏 ) さん、阿部さん、髙橋 ( 永 ) さん

▼小川組 安全衛生協力会 会長 関口 能長

＜敬称略＞

この賞は、全工期を通じて安全管理が行き届いており、他の工事 この賞は、労働災害防止の重要性を深く認識し、なおかつ工事品質の向上、労働災害
現場の模範となる管理を実施。また安全サイクルを確立し作業員 の事前防止に努めて貢献。各作業所長よりいっそう模範と認められる職長に対して表
（左から）
末端まで周知・徹底した作業所に対し表彰するものであります。 彰するものであります。
( 左から )
渡部 一男
渡邉 智哉

現場紹介

( 仮称 ) 川崎区貝塚２丁目マンション新築工事作業所
小竹作業所長

本社から約徒歩10分、川崎区貝塚で鉄筋コンクリート造６階建
てのマンションを施工しています。付近には渡田向町商店街、ま
建築部の最前線で活躍する頼れる課長。 た川崎駅までの通勤・通学路になっており、人や車の往来が非常
気さくに話しかけてくれる気配り上手 に多いので通行人に細心の注意を払って工事を進めております。
2017年4月の竣工に向け、2人で力を合わせて頑張っております！
な一面もあります。サッカーがとても
入社 23 年目の建築部課長。

上手で運動神経抜群です。
入社 10 年目。小川組きっ

てのナイスガイ。クールな

㈱佐和工業

佐藤 由郎

の面倒見の良い頼れる先輩

板谷 馨

白石 純也

㈱スチール・ワン

徳元 忍

鈴殿電設

高山 久志
鈴木 康善

全景

松本副主任

見た目とは裏腹に、熱い一

㈱餅丸工務店

志村 英次
黒川 幸一

た、備蓄品が落下しないよう落下防止ネットや落下防止ベルトを設置しました。

川端 政典

白石設備

木崎 進

トイレや毛布、電化製品など必要最低限の生活が出来るよう備えてあります。ま

㈲川端工務店
㈱阿部鋼業

園部 毅保

お米、パン、おかず、お菓子など幅広い種類を用意しました。生活用品には仮設

面もあります。そして後輩
です。松本さんもサッカー

が上手で運動神経抜群です。

第２回 安全標語コンクール 各賞受賞作品・受賞者一覧 ( 応募総数 144 件）＜敬称略＞

【最優秀賞】( 左から )
『余裕の中に油断あり

【優 秀 賞】
『今日だけ

【佳

今だけ

作】

焦りの中に危険あり
少しだけ

『安全は一人ひとりが責任者

『怠るな

『見逃すな

品質

安全

慣れとゆるみが事故招く』
みんなで築こう安全職場』

プロ意識

職場にひそむ

手順守って無災害』

みんなで守ろう快適職場』

危険の芽

伝えて

防ごう

安全職場』

㈱スチール・ワン

鈴木

陽水

㈱ジェー・エヌ・エス

須藤

修朗

㈱富士電気商会

丸山

雅史

㈱小 川 組

村田

圭三

㈱阿 部 鋼 業

加藤

剛

①仮設通用口から
出入りする際に通
行人と接触するこ
とがないように仮
囲いの一部を透明
にして見やすくし
ています。
②鉄筋の先端がフ
ック状態になって
います。職人の皆
さんが誤って作業
中に刺さることが
ないように工夫し
ています。
㈱スチール・ワン

取材を終えて

今回は安全品質環境部、髙橋部長の社内検査日に取材させて頂きました。掃除用具や詰所などの共有スペースの
整理整頓がしっかりされていました。この日の工程は 3 階壁配筋の組立でした。職長さんと笑顔で打ち合わせさ
れていて、コミュニケーションがしっかり取れているんだと感じました。また松本副主任は近隣住民の皆様に毎
週、工程予定表を配布し積極的に情報を発信しています。[ 総務部 澤井 ]

小川組参加行事報告

小川組表彰報告

平成 28 年度 第 60 回神奈川建築コンクールにおいて、
「等々力陸上競技場メ

インスタンド」が一般建築物部門で優秀賞を受賞し、表彰状を頂きました。

『「等々力陸上競技場メインスタンド」は、何よりもその規模の大きさからし
て技術力、構想力、デザイン力が集結された建築としてひときわ秀でた建築
物である。全体の構造の迫力に加え、何よりも観覧のしやすさや大人数の人
16 年 8 月 5 日 ( 金 ) 6 日 ( 土 ) リニューアル部小林、國分

の流れのさばき方、通風や設備など、随所にきめ細かい配慮が盛り込まれた

はかつて「東の祇園」とも称され、町内会の御輿や大御輿

合せスペースに掲示しておりますので、来社された際はぜひご覧ください。

第2号

ものとなっている。』と評価して頂きました。賞状の実物は、本社 1 階の打

が稲毛神社 山王祭に参加しました。古い歴史がある山王祭

2016.1.5 発行

迎春

の巡幸が行われます。最終日の「孔雀」
「玉」と呼ばれる 2
基の大御輿の巡幸は迫力満点です。

16 年 11 月 4 日から 6 日 ( 日 ) 営業部 三浦、菅野 ( 宏 ) が

神奈川建築コンクール

「かわさき市民祭り」に宅地建物取引業協会川崎南支部の
一員として参加しました

小川組レクリエーション報告
◆小川組レクリエーション報告

★行事予定
1 月1日～4日

冬季休暇

1 月 5 日(木)

仕事始め

1 月10日(火)

安全衛生パトロール

1 月19日(木)

賀詞交換会

1 月21日(土)

半期経営会議

2月7日(火)

安全衛生パトロール

3月21日(火)

創業記念日(89周年)

4月4日(火)

安全衛生パトロール

4月下旬頃

社内報発行予定

11 月 5 日 ( 土 ) 小川組 2016 年 秋レクリエーションが行われました。今回は屋形船「長
八」で川崎から横浜方面を遊覧してきました。横浜の夜景はとても綺麗で、お酒も料理も
ションも深まり下半期向けて英気を養うことができました。

今回利用させて頂きました屋形船

㈱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

小川組ホームページ

花つぼみ

さい。BLOG や新しいコンテンツが増えます YO♪

温もりこいし

ジが新しくなります。お時間ある時にでもぜひご覧くだ

つとめての

います。そして報告がございます！小川組のホームペー

お年玉

れて？きまして、前回よりスムーズに作成出来たかと思

もらった分だけ

第 2 回目の社内報が完成しました。編集作業にも多少慣

今返す

編集後記：澤井

年賀状

（総務部 宇井）

コメント添える

シをみて一目惚れして、すぐに引き取

思いやり

にゃ
〜

出会いは動物病院で飼い主募集のチラ

電話 044-266-3128 ( 代 )

「ここ最近はスタンプ 「子供頃もらった分を 「通勤する早朝、梅の花
だけで送ってしまう
年賀状、相手のこと
を思って今年はメッ
セージを書こう。」

( 投稿者 : 取引先企業
営業部 ２年目 )

大人になって親戚の

を見上げてみたがまだ

やく返している。」

かな春が来てほしい。」

子や親孝行で今よう
( 投稿者 : 取引先企業
営業部 ２年目 )

日本の風習ですね。と

一言添えるだけで、イ
ても素敵な関係性が築
メージが変わりますよ
けてる感じがします。
ね。私も LINE のスタ
ンプだけはやめます。 私はまだ貰う側ですが

蕾だった。早くあたた
( 投稿者 : 小川組社内 )

梅が咲いたら、次は桜
ですね。寒い日が続くと
春が恋しくなります。私
も温もりが恋しいです。
人肌のほうですが・・。

川柳投稿コーナー

川崎市川崎区塩浜 3-19-3

しかしながら、建設業界は、オリンピック関連事業の本格化や東京
を中心とした再開発事業に加え、景気浮揚のための公共投資予算の
増額など、好材料の多い状況にはあるといわれているものの、現状
はその恩恵のほとんどはスーパーゼネコンを中心とした大手建設会
代表取締役社長
社に限定され、我々地場ゼネコンは、少子高齢化人口減の影響など
によって民間住宅需要が伸び悩む中、引き続き大手住宅メーカー等
との厳しい競合が予想され、かつ労務不足や、昨今にわかに大きく
クローズアップされてきました過重労働などの課題にも対処してい
あけましておめでとうございます。新年を迎えるにあたり一言ご かなければならない厳しい状況にあり、まったく予断を許さない状
挨拶申し上げます。まずは、変化が激しく中小企業には大変厳しい 況にあると思われます。
経営環境の中、当社が相応の業績を維持出来ているのも、日頃より
当社を取り巻く環境が大きく変化する中、今まさに「不易と流行」
数ある建設会社の中から当社をご指名頂いておりますお客様皆々様 の格言の通り、お客様第一主義や品質などに対するこだわりなどの
のおかげと心より感謝申し上げる次第でございます。また、昨年も 変えてはならない事と市場環境が大きく変化する中、提供する商品
社員の皆さんをはじめ、協力会社の皆様には多大なるご支援ご協力 やサービスの内容やコストなど、知恵を絞って改善していかなけれ
を頂戴いたしました。心よりお礼を申し上げます。
ばならないことをしっかりと見極め、社員ひとり一人そして会社と

株式会社

川崎 船宿 長八（ちょうはち） http://www.chohachi.co.jp/

「メイちゃん」は今年で 6 才の女の子。

■社内報 お問い合わせ先・応募先

この様な中、当社におきましては、昨年６月に決算した７１期に
おきまして、おかげさまで３期ぶりに営業利益を確保することが出
来ました。

進み、楽しく貴重な経験ができました。社内のコミュニケー

小川組社員ペット紹介コーナー♪

りに行ってきました。

ホームページ

http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0721/kanagawa-architecture-concours/

小川組

長澤 靖

昨年は、年初より原油価格の大幅な下落や金融市場の大幅な変動 して一層の努力と進化が求められているのです。
等の影響で景気が抑制され、底堅さを感じつつも、好況を実感する
この様に課題多き状況ではありますが、当社におきましては、当
ことが出来ない状況が続きました。そして６月にはイギリスで国民
社の様な地場建設会社が地域のために何を求められているのか、そ
投票によるＥＵ脱退、１１月には大方の予想に反してトランプ新大
してそれには今何が欠けていて、どう改善していかなければならな
統領候補が勝利するなど国際情勢の場においても大きな変化の兆し
いのかという事を、今一度原点に立ち返って考え、今後も当社をご
が見えた年でもありました。
支援頂いております皆々様のご期待に少しでも応える会社になれる
国内に目を戻しますと、４月には熊本で震度７を記録する大きな 様、引き続き努力してまいる所存です。最後になりますが、本年が
地震や相次ぐ台風の上陸により、全国各地で災害による大きな被害 皆々様にとって良い年となります様ご祈念申し上げます。
を受け、多くの方が今もその対応に追われる状況が続いております。本年もどうぞよろしくお願い致します。

