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今回も「お客様から寄せら
れた声」の一部を掲載させ
て頂きます。
●「いつも敏速に対応して頂い
て、とても助かっています。」
（マンションオーナー Y 様）

６月９日・１０日の１泊２日で「森長工務店・森栄会合同慰安旅行」を開催いたし
ました。社員や森栄会メンバーの強い要望もあり、５年振り（前回、平成１９年）と
なる慰安旅行が実現し、親睦を深めることが出来ました。当初は２月に計画をしてい
ましたが、大雪の影響で中止となり、５年振りの慰安旅行も出来ないかと心配してお
りましたが、６月の梅雨の合間に慰安旅行への運びとなりました。
今回は、旅好きという経理女子の永田さんの旅行日記を掲載しました。

●「安心して全て任せられ、土居
さんには絶大な信頼をしていま
す。」
（Z 社 T 社長）

新スタッフ紹介

旅館では温泉を満喫し、宴
会が終わり夜が更けても二次
会でカラオケへ繰り出してい
た人も。
翌日は、地引網体験や黒壁
スクエアでの散策を各自楽し
みました。森栄会の皆様も弊
社社員も、和気あいあいとし
た雰囲気の中、二日間の旅行
を終えました。
より良い関係を築く為の森
栄会ですがこのような良好な
関係を今後も
続けていけた
らと実感する
合同旅行でした。
永田恵理
●「皆さんといろいろ話ができて、夜の宴会が一番楽しかった。」

森栄会の
皆様の声

松本工業(株)

辻本様

談

●「全体的におもしろかったし、まとまりがあってよかった。地引網も面白かったし、自動車博物館
もよかった。楽しい思い出です。また、旅行に行きたいです。」
濱平建設(株) 濱平様 談

工事部 泉山です。

イベント情報

工事部 源石です。
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談

●「宴会のあとで社員の皆さんと一緒になって、カラオケで歌ったことが一番良かったです。
社員の方々とは日ごろ話す機会がないので、意外な面なども知ることができ、楽しかったです。」
富士鋼材(株)
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Hello Baby

• 11 月 1 日

創立 66 周年記念式典

工事部 太田主任に

• 11 月 15 日

安全研修会

第二子誕生のお知らせ

• 12 月 1 日

森長工務店・森栄会合同忘年会

幌（ほろ）くんをよろしく!!

2012 年 10 月

編集後記
Morinaga Press 第 4 号編集にあたり、ご協力ならびにご支援いただきました皆様へ感謝申し上げます。
また、前号発刊の折に多数の感想やお便りを寄せていただきました皆様には、あらためて感謝を申し上げます。
さて、今号の森本さんと小門さんとのインタビューでは、紙面に限りもあり掲載できなかった内容が沢山あり
ました。中でも、見積時の協力業者さんたちへの感謝の言葉です。「いつもいつも、ご協力いただき本当に感謝
している」とお二方ともおっしゃっておられたこと、この場を借りてお伝えしたいと思います。（編集担当）
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水の実たるを知らず

六月九日～十日、石川県
南部の山中温泉へ行ってき
ました。まずは、芝政ワー
ルドへ。大阪は晴れだった
のですが現地は生憎の雨模
様。予定していたパターゴ
ルフは実施できず、日本自
動車博物館への見学で世界
各国の自動車を見て回り写
真を撮って楽しみました。
金紋酒造では、清酒の製
造方法を熱心に聴いた後の
試飲でほろ酔いいい気分♪
酔いもさめないままに旅
館へ到着～。

●「いつも北島さんに良くしても
らって感謝しております。また
色々とお願いしたいこともある
ので、その時は連絡します。」
（D 社 O 様）

営業部 伊藤です。
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水を以 て 虚 と為して
じつ

水の 実 たるを知らず。

〔現代語訳〕水に棲む魚は、水の存在が
当たり前すぎて、水のお蔭で生きて居れ
ることが分からない。
（佐藤一斎）
江戸時代の儒学者、佐藤一斎が著した言志
録は当時の武士階級に大きな影響を与えまし
た。西郷隆盛もその一人で、二度の島流しに
遭った時も、この言志録を携えて愛読してい
たそうですから、明治維新にも大きな影響を
与えていたと言えるでしょう。
冒頭の言葉も実に示唆に富んでいます。もち
ろんこれは象徴として魚を持ち出しているの
ですが、我々が日頃からお世話になっている
多くのものに対して『お蔭さま』を知らずに
生きていることを比喩しているのです。
チベットに行った時のこと。チベット高原
は４０００ｍの標高があり空気は地上の半分
しかありません。飛行機でチベットの首都ラ
サに降り立った瞬間から息苦しさを覚えまし
た。そして、夜に入るともういけません。ま
ったく食欲は無くなるし激しい頭痛に悩まさ
れる。そんな症状がなくなるまで、数日を要
しましたが、空気というものは何と有難いの
かと思ったものです。まさに日頃私たちは
「水を以て虚と為す」のごとく、「空気を以
て虚と為して」生活していることを痛感させ
られたわけです。
空気の有難味となると、こんな経験でもし
なければ、分かる機会はないのでしょうが、
もっと当たり前に世話になっているものの有
難味も私たちはついつい忘れていたり、気付
かずに暮らしているのではないでしょうか。
家族、会社、社会、国家などの自分が属して

いる集団。親や先祖のこと。仕事や仲間、友
人。それらに自分がどれほどお世話になって
いることか。それらを無くして、初めてその
有難味が分かるというのでは、ずいぶんお粗
末な人生になってしまうように思うのです。
人の成長や成熟の尺度はいろいろあるので
しょうが、人間的成長を量るもっとも大事な
尺度は、自分がお世話になっているものにど
れほど気付くことが出来るかだと思います。
そんなことに少しも気付けずに、自分の力で
生きていると思っている人はお目出度いとし
か言いようがありません。そればかりか、そ
の人は感謝するという幸福も得ることはでき
ないし、自分の責任や使命に気付くチャンス
もけっして来ないだろうと思います。
人生はこのような気付きによって、その深
みを増していくのだと思います。同時に、責
任や使命が自覚され、自己価値が高まり、そ
の人の人生が有意義で幸せなものになってい
くのです。当社の理念「『ありがとう』の溢
れる会社を創ろう」の『ありがとう』には、
そんな意味が含まれていることを、みんなで
確かめ合って、「虚と為して」いる魚ではな
く、「実たるを知る」人間として生きていき
たいものです。
代表取締役 森長 敬

チベット高原

ペシャリストとして有末所長の登

有末所長は語る。平屋建てだが階

森長さんとのご縁は 大阪教育大付
属天王寺中学・高校の頃 ご次男の英
二さんとサ カ を通じての交流から
始ま ています その後のことですが
私が大阪青年会議所に平成五年に入会
しましたとき 先輩の森長さんがおら
れて ち うどＪＣにサ カ クラブ
を創設することになり 私も同じくそ
のときのメンバ でした 一緒に全国

ドレンなどの活動の協賛依頼など一生
懸命な活動を通して なお森長さんを
知ることができました
そのようなご縁から 平成七年に本
社ビル 現在の住之江営業所 を建てて
いただき 今年は立体駐車場建設でお
世話になりました 昔からのご縁か
ら また今回の件でより一層のご縁が
深ま たように思います

摂南大学寝屋川学舎十二号館北側自転車置場等
設置工事 九月完成
構造規模 自転車一六六四台収容

(

大会 熊本大会 にも参加しましたね
そして森長さんがスポンサ シ プ
推進会議の議長をされている時に メ
ンバ にいれていただいた頃から 親
睦が深まりました スポンサ シ プ
推進会議は 有力企業や公共団体など
に色々なイベントなどのスポンサ に
な ていただくよう陳情にい たり
このときに立ちあが たセイブザチル

名神通商株式会社 大阪営業所新築工事
六月完成 設計施工 ㈱森長工務店
構造規模 鉄骨造・二階建

)

･
･
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･
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機械設備が配置される中間施設のこと

大丸タクシ 立体駐車場新築工事 八月完成
設計施工 ㈱森長工務店
構造規模 鉄骨造・七八一㎡

(

小門 なぜそのように丁重に扱 て
くださるかが不思議だ たので 会
社に帰 てから工事部の方々にいろ
いろと聞きました 四年前に初めて
川西市さんの仕事をさせてもら た
時のエピソ ドや前回 高評価を受
けた加茂小学校耐震工事のことなど
を聞いたんですね 実績などが全て
積み重な ているんだな・・・とし
みじみ感じました

はい それで？

小門 そうですね 長い話になりま
すけど 川西市発注の多田中学校耐
震工事の入札の結果 落札候補とな
り市役所に出向いてヒアリングを受
けたときのことです 担当の方が
森長さんにはくれぐれも丁重に対
応するようにと上司から言われて
います
ということから始まり
本当に丁重に対応をして下さ た
それがまず不思議でね

最近の出来事で嬉しか たことなど
お聞かせください

小門 そうです 機械的な作業のと
きは 僕ら二人はあたかも 見積も
りマシ ン のようになります
苦笑 民間のマンシ ンなどの競
争案件で お客様の求める予算に近
づくよう検討するときなどは いろ
いろ考えが練れることで自分たちの
知恵が活かされてきますからね

森本 やはり 機械的な作業よりも
考える作業のほうが充実してるんだ
ろうね

シ ンの見積もりを担当させてもら
て積算そのもの以外に 検討課題
も多くて いろいろと考えて分析し
たり 提案のような内容もあ たり
で やりがいがありました こうい
う仕事がしたいなと改めて思いまし
た

注目記事

様
秋山 泰男

浄水過程で液体中

があったという。

代表取締役

打設方法など、ひと工夫ふた工夫

大丸タクシー株式会社

高は非常に高く、コンクリートの

)

薬品注入施設

造成地盤もあり、土木と建築のス
の微小な細菌や混入物を取り除くための

平成二十三年川西市立多田中学校北校舎棟及
び屋内運動場棟耐震補強工事 三月完成
設 計 者 ㈱三建構造
構造規模 鉄筋コンクリ ト・四階建

今回は設計積算部のお二人にご登場
いただきました 早速ですが 年間
の積算数は何件ぐらいですか？
森本 二０一０年が一一八件で二０
一一年が一０八件です 内容は概算
も詳細積算も 含んでいます
今年は？
森本 今年度も今のペ スでいくと
年間一００件近くになりそうです
かなりの件数ですね ちなみに最近
の工事の種類はどんな傾向でし う
か？
小門 官公庁の耐震改修工事は比較
的多いですね
森本 また民間工事は何が多いかと
いうと賃貸マンシ ンですね 他で

はたまに高齢者介護系施設とかです
ね その他 保育園も何件かありま
したがここへきて受注に結びついて
きたかな？それまでにもありました
がなかなか受注が難しくか た
小門 たしかに今年はマンシ ン系
と保育園系が増えてきましたね
森本 増えてきたね その反面 工
場系の案件が少なくな てきていま
す
なるほど 話は変わりますが積算業
務の中での苦しさや葛藤はどのよう
なものでし うか？
小門 苦しさといえば やはり受注
に結び付かないときですね それが
続いていたら尚のこと
ち
とこの間は 新築民間マン

前回の奨励賞から更にランクアップさせ、
本賞を受賞すべく、経営品質チーム（社長以
下１２名）が通常の業務終了後、週１回のペ
ースで会議を開催し、疲れた体に鞭打って夜
遅くまで議論を展開しております。
９月末に申請書を提出し、１２月には現地
審査を受け、翌年１月に結果発表というスケ
ジュールです。
次号の「MORINAGA PRESS」にて良い
結果をご報告できるよう、チームを含め社員
みんなで頑張っております。

森本 これという出来事ではないの
ですがどのような時であれ 自分も営
業も苦労して仕事を受注させていただ
けたら嬉しいですよね なおかつ お
客様から喜ん
でもらえたら
更に嬉しいで
すね
小門 森長
工務店の社員
としてそうい
う気持ちは僕
達も同じなん
です 部署関
係なく気持ち
はみんな一緒
だと思います

森本さんは最近の嬉しい出来事など
はいかがですか？

森本 ハハハ 笑
ただ工期も早
く終わ て評判も良か たです そ
ういう意味ではその時から当社に対
しての期待は大きか たと思いま
す

小門 すごく思い切りましたね

森本 入札も気合がはい た入札で
したね し
ぱなの牧の台小学校
は最低価格が決ま ていたけど落札
推定価格よりも低く入れたんですよ
ね どこの業者さんもしないと思
てチ レンジしたんですよ

小門 牧の台小学校でのこと 川西
市さんの仕事は初めてだから 最初
が肝心だ という意気込みをも て
現場管理に取り組んでいたと聞きま
した 毅然とした業務を心がけてい
たと聞きました き ちりと提出す
るべき書類をそうするべき時に出す
ことや担当者への正確な報連相など
のことです

四年前のエピソ ドとは？

「MORINAGA PRESS」創刊号注目記事で
お伝え致しました２０１０年度関西経営品質
賞・奨励賞を受賞して以後、２年間が経過し
ました。
その間も「良い経営を目指して自己革新す
ること」を目指し、経営品質の向上を進めて
おりますが、今年度において更なる上位目標
に向け、関西経営品質賞に再申請を行うこと
になりました。

せぬ地中埋設物に大変苦労したと

小門泰治

再申請！

現況が異なっていたことや、予期

森本清吾

設の建築だ。施工範囲はスロープ

守口浄水場の中での薬品注入施

同じ気持ちで
設計積算部

関西経営品質賞に向けて

場である。現場は、既存の図面と

設計積算部

お客様訪問
薬品注入施設建設工事
設 計 者：守口市水道部施設課
日本場下水道設計㈱
完 成 日：2012 年 3 月

竣工だより

大丸タクシー立体駐車場
(大阪市住之江区)

