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撮影場所：等々力陸上競技場

いつも小川組をお引き立て頂きましてありがとう

さて、梅雨明けともに６月決算の当社も新たな年

ございます。今年は例年になく早い梅雨明けから大

度を迎えさせて頂きました。前期は創業より満９０

変な猛暑が続いております。皆様にはくれぐれもご

年という大きな節目を迎え、今年度は次の節目であ

体調にお気を付け頂けます様お願い申し上げます。

る100年に向けての１年目になります。

また、先般西日本を中心に広範囲にわたり豪雨に
よる災害が発生し、多くの方々が被災されました。当
社におきましても、些少ながら特に被害の大きかっ
た広島県、岡山県、愛媛県に対し、義援金を送らせて
頂きました。

あらためて地域のため、そしてひとりひとりのお
客様のお役に立てます様、初心に立ち返り、自社の
存在意義を再確認し、引き続き皆様にお引き立て頂
ける会社となれる様、社員一同努力してまいる所存
です。引き続きのご支援、ご協力をお願い申し上げ
ますとともに、ご要望など皆様の声をひとつでも多

被災されました皆様には、心よりお見舞いを申し

くお伺いし、お応えして参りたく、今後も当社社員

上げますとともに一日も早い復興を心よりお祈り申

にお気軽にお声掛け下さいます様、心よりお願い申

し上げます。

し上げます。

代表取締役社長

長澤

靖

会

員集
社
全
4期
7
第
小川組

当社では、毎年７月に全社員集会が執り行われます。今年は７月
７日（土）、七夕に川崎日航ホテルにて開催致しました。74期の会
社の経営方針と、各部署が目標と意気込みを掲げ、期の始まりに
一致団結することなどが目的となる行事になります。その後は同
会場にて永年勤続表彰を行い、立食形式で食事をしながら、社員
同士で交流を深めました。74期も更なる発展・成長を目指し、社
員一同一丸となって、
『 地域に密着し、地域に貢献する建設会社』
で在り続けられるよう、頑張っていきたいと思います。

永年勤続表彰

建築部

建築部

石川業務推進役

営業部

長谷川主任

三浦主任

小川組に入社して20年となりますが、
監督

おかげさまで入社20年を迎えること

業一筋に42年間が経ちました。
これもひと

永年勤続表彰をいただき、
ありがと

ができました。これからも、技術者と

えに数えきれない方々のお蔭だと思ってい

うございます。10年間勤めること

してのこだわりを持ち、
日々の業務に

ができました。
今後も一層お客様に

励みたいと思います。
今後とも宜しく

喜んでいただけるように励んでま

お願いします。

いります。

ます。
建築部再雇用第一号として引き続き
お客様の喜ばれる建物造りに精進してまい
ります。
これからも宜しくお願い致します。

着工した現場紹介

(2018.5月～2018.8月)

( 仮称 ) 巴商事㈱第二横浜物流センター新築工事

( 仮称 ) 多摩川プロジェクト新築工事

仮称 渡田東町共同住宅新築工事

横浜市鶴見区
事務所 S-2F

川崎市多摩区
飲食店舗・専用住宅 RC-5F

川崎市川崎区
共同住宅 WRC-3F

小川組安全衛生協力会

定時総会

2018年5月10日（木）川崎日航ホテルにて、第37回小川組安
全衛生協力会定時総会が開催されました。今年は会員協力会
社105社が参加されました。工事現場の安全・環境保全のた
め行われている安全衛生合同パトロールの内容などの見直
しを中心に、例年通り会計監査報告・事業報告や収支決算報
告など、出席会員皆様の賛同を得てすべての議案が承認され
ました。その後は例年と同様に定時総会懇親会が行われ、多
数の協力会社の方々だけでなく、小川組社員も多数ご招待頂
きました。新入社員にとっては顔を覚えていただくチャンス
であり、内勤の社員にとっては協力会社の皆さんと交流が持
てる貴重な機会です。当日はテーブルの指定はありました
が、ひとつの場所に留まらず、様々な場所に移動して色々な
方と会話を楽しむ姿があちらこちらで見受けられました。

「（仮称）長津田2丁目Ｉマンション新築工事」現場紹介
工事担当：吉田
長津田駅徒歩7分、RC造４階建て集合住宅を作ってい
ます。今回初の一人現場なので、いつも以上に気を引き
締めて現場を管理しています。無事故無災害で竣工させ、
お客様に引渡せるよう頑張ります︕
①朝礼の様子です。３階床型枠工事がメインの工程となるため、型枠大工の

川端工務店さんから５名が参加しています②パイプ自体の強度を強化し、
なおかつ軽量化のため、見慣れた丸型ではなく多角形を採用しています③
現場事務所にて、業者さんとユニットバスの打合せです。仕様や搬入日の確

1

2

認をしていました④建物外回りの擁壁配筋の差筋に、青いゴムチューブで
養生しています。見た目が良くなるだけでなく、サビ防止にも効果抜群です
前号で取材しました（仮称）長津田A
マンション新築工事が今回取材した

3

4

現場より徒歩10分の距離でしたの
で、見学してきました。ついに足場が

現場取材を終えて

取れてデザインの凝った建物がお披

はとても暑くて何もしなくても汗が吹き出してきまし

少しです。頑張って下さい！また小

取材当日は晴天で最高気温が34度を記録しました。現場
た。当日は、型枠工事のため型枠大工さんだけが黙々と集
中 し て 作 業 を さ れ て い ま し た 。当 社 の 吉 田 と 軽 快 な ？
トークもされていて、普段から良くコミュニケーション
が取れているんだと感じました。
（ 総務部 澤井）

露目されていました。竣工まであと
川組HPのBLOGでも絶賛更新中！

工事」

築
現場 ンション新
材
取
前回の 長津田Aマ
称）
「（仮

本社近くの焼き鳥屋さん

Ogawagumi
Ogawagumi

「串焼 権太」

川崎市川崎区東田町4-1 電話：044-245-8508 (日曜定休日)

「暑気払い」

今回ご紹介するお店は、川崎駅徒歩１０分「串焼 権太」
さんです。なんといってもお店の名前の通り串焼がおす

一 般に、冷たい 食 べ 物 や 体を冷 やす効 果 のある食 品
や、体を冷やす効能のある漢方、薬などで体に溜まった
熱 気を取り除こうとすることを言 います。小 川 組では

すめです。なかでも「トマト巻き」
「 豚しそ」
「レバー」は毎
度注文してしまうほどの絶品です。そして権太さんは串
焼のほかにも隠れた逸品があります。それは「カレーライ
ス」。足を運んだ際はぜひご注文を。(総務部：澤井)
炭火で焼いた串焼
きはとても柔らかく

「 飲んで食べて交 流して、暑さを忘れよう！」といったと

てジューシーです

ころでしょうか。インスタグラムなどでその様子をお届
けする予定なので、ぜひご覧ください。

ogawagumi
竣工物件

『プレール･ドゥーク川崎大師Ⅱ』

共同住宅 RC造6階

DICE
ﾎﾃﾙｻﾝﾙｰﾄ
川崎
川崎
ﾓｱｰｽﾞ 寿司
ざんまい

川崎駅

雰囲気のある玄関

東田公園

内装もとても綺麗
です

Instagram
(2018年5月～7月)

『Ko Olina(コ・オリナ) ビル』

商業ビル S造9階

小川組のレクリエーション
6月8日（金）に小川組有志主催のレクリエーションが行わ
れました。今年は去年と場所を変え、MORE’S川崎屋上の
ビアガーデンでのバーベキューになりました。当日は天候
に不安を抱いた社員も多かったようでしたが、ひとしきり
楽しんだ後に雨が降り出しました。日頃の行いの賜物で
しょう。それか小川組には晴れ男(女)が多いからでしょう。

「小川組の社内報を見た」
と店長に言うとお得なことがあるかも？

小川組行事予定
8月 27日(月)

株主総会

9月 4日(火)

安全衛生パトロール

9月 15日(土)

防災訓練

9月 17日(月)

設立記念日

9月 28日(金)

安全衛生大会

10月 9日(火)

安全衛生パトロール

11月 6日(火)

安全衛生パトロール

12月 4日(火)

安全衛生パトロール

12月 28日(金)

仕事納め

1月 5日(土)

仕事始め

編

集

後

記

YouTubeに小川組のチャンネルを開設致しまし
た。まだ動画は1本しかありませんが、鉄筋コンク
リート造の建物が上棟するまでの定点コマ送り動画
なので、
見応えがあると思います。
ぜひご覧下さい。
［社内報 お問い合わせ先］
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
FAX044-245-1962
E-mail：sawai@ogw-net.co.jp

小川組
ホームページ

小川組公式
YouTube

