
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も春を経て中間月の水無月を迎え梅雨という言葉をよ

く耳にする季節となってまいりました。そして元号も 30年を

余し続いた平成から令和に改元され早 1 ヶ月が経ちました。

令和という元号を初めて耳にした時、何だかとてもかたそう

なイメージがありましたがよくよく令和という文字を見てみ

ますと「令は縦（集中）、和は横（協調）」を意味しているよ

うに見え、今の時代に必要とされる秩序と調和のバランスが

取れた何となく心地よい響きのある元号に感じてきました。 

さて、過日ウォーキングをしていた時、ふと管理職になり

たての頃に尊敬していた先輩がおられたことを懐かしく思い

出しました。その先輩は常に自分のことだけに捉われること

なく、いろいろな人の声にもよく耳を傾けられましたが、決

して人の意見に流されることなく、目的意識を持って最善の

結果を求め、あらゆることにバランスよく完璧にこなしてお

られました。いつかは私もその先輩のような社会人になりた

いとリスペクトしておりました。ただその時は、漠然とした

仰望に過ぎませんでしたが年を重ねるごとにバランス感覚の

重要性を感じるとともに、どのようにすれば身につけること

ができるのか、またどういったことが大切なのかということ

を考えるようになりました。 

バランスと言う言葉はいろいろなシーンにおいてよく用い

られますが、社会生活をしていく上でのバランス感覚とは 

利害調整能力といえるように思います。物事には理想と現実、

本音と建て前、メリットとデメリットなど相反することが

多々あります。それぞれの立場において全体最適の結果を出

し続けるには、そのようなことを理解した上で思考・決断・

行動といったサイクルを繰り返すことが必要になってくると

考えます。そしてそのためにはバランス感覚を磨くことが最

も大切なことのように思います。 

最近、山口真由さんがご自身の経験を基に書かれた「東大

主席弁護士が教えるブレない思考法」という著書を読み、バ

ランス感覚を磨くには俯瞰力を養うことが重要だということ

に大変共感致しました。俯瞰とは高い所から見下ろすこと、

全体を上から見ることと広辞苑では記載されており、対義語

は仰望・仰視であります。 

そしてその著書の中で俯瞰力を磨く 3つのステップとして 

 

 

 

次のように記されております。 

＜自分を正しく認識する＞ 

・自分が現在どういうものの見方をしているのかを把握し、

思い込みやバイアスを取り除き、自分のスタンスを確立する。 

＜人から見た自分を想像する＞ 

・周囲の感じ方や立場を推測し、自分がどう見えているかを

考える。 

＜全体の構造を確認する＞ 

・自分のスタンスを持ちつつ、組織の中で上手くそれを実現

するスキルを磨く。 

では俯瞰力を身につけるには日常どのようなことに注意す

ればよいかというと、 

① 意思決定を急がずほんの少し間を置く癖をつける。 

② 違う考え方の意見にも素直に耳を傾け相手の立場に立

ち考える。 

③ アンテナを高く、好奇心を持ち色んな分野の本を読

む・人の話を聞く。 

④ ワンランク上の立場に立ち考える。 

といったこと等を常に意識し実践することだと考えます。 

物事を成功に導くには常に 3 つの目（鳥の目、虫の目、魚

の目）で見ることが大切だといわれております。①マクロ的

に物事を見る目（鳥の目）、②ミクロ的に物事を見る目（虫の

目）、③時代や市場の流れを読む目（魚の目）、どれも重要な

目であることはいうまでもありませんが、その中でも俯瞰力

を身につけるには視野を広く客観的に物事の全体像を捉えら

れる目で見なければなりません。つまり（鳥の目）のように

マクロ的に物事を見ることであります。 

弊社には「協調互敬」という経営理念があります。バラン

ス感覚が無ければこの経営理念を全うすることはできないと

考えます。令和の時代も社員一丸となり「協調互敬」の 4 文

字を胸に秘めバランス感覚を磨き邁進して参る所存でありま

す。引き続きお取引先様のご支援を賜りますよう何卒宜しく

お願い申し上げます。 

 

2019年 

【 バランス感覚と俯瞰力 】 

管理本部  

取締役 経理部長 

神永 眞 

6 月 1 日 
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カネソウ株式会社
スマートスリット /スマートトラフ
（鋼製溝付スリットみぞ蓋）

フロアーハッチ（屋内・一般型）
（フロアコンセント用カバー配線取出口付）

横型アルミブラインド　ベネアル

ロールスクリーン  『デュオレ』

木製ブラインド　ベネウッド

軽量で取扱い易いステンレス製
スリット蓋です。

スリット蓋のメインバーは
ゴミが入りにくく、
ゴミ詰まりしにくいＴバー仕様です。

蓋VSQHすきま６mm （Ｐ＝14）
枠SKFS
   （境界用）

蓋VSQHすきま６mm （Ｐ＝14）
枠SCFS
   （中間用）

ショールームや店舗などでお使いいただける
電源プラグを目立たなくする蓋です。
配線は取出口から蓋を閉じた状態で取出せます。

MSBC-FB
（黒塗装仕様）
（充填深さ１１mm）

MSBC-F

（充填深さ１１mm）

NEWNEW

立川ブラインド工業 株式会社

トーソー 株式会社

誰でもかんたん！コードを引く だけの昇降操作。
ポールは握りやすくカラーも乳白色に統一され羽の開閉もスムーズです。
しっかり遮蔽、ブラインドを閉めるための最適なブレーキ力があります。
ポールの左右交換もあっという間に。

TOSOのウッドブラインドは、まさに「窓辺の家具」そのものです。
窓枠内付け時の悩みを解決する高さ調整機能付き。
家具の配置も自在に対応、操作コードの左右交換ができます。
自動降下機能付きもラインナップ。

生地ラインナップをリニューアル
全６柄２７アイテム（新柄３柄８アイテム・新色８アイテム）

ドレープとレースのボーダー生地を前後に２枚重ねた「デュオレ」は、
生地を降ろしたままでも採光が可能で、光の量を調節できる
調光ロールスクリーンです。

昼間はプライバシーを守りながら採光でき、夜はしっかりと遮蔽できます。
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シリーズ

たよレールソトエ

屋内・屋外どちらでも使える据置式手すりです。●
オプションの「SOTOE用わたレールEK」と併用
すれば、連続手すりとしても使用可能です。

●

手すりの高さは750～900mmの間、
50mmピッチで４段階の調整ができます。

●

ベースプレートはすべり止め加工付です。●

置くだけ手すり。
でも使える

わたレールEK
との

組合せ例

040-4221
1台　91,000円 （税抜き）

たよレールSOTOE
片手すり

BZK-01

TAIS　01265-000248

040-4222
1台　134,000円 （税抜き）

たよレールSOTOE
両手すり

BZK-02

TAIS　01265-000251

SOTOE

寸法：BZK-01/02共通
（単位：mm）
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建
展

建築材料・住宅設備総合展

10:00～17:00
インテックス大阪6.6 7▲木 金

出展いたします！
手すり総合メーカーをコンセプトに
バラエティ豊かなラインナップを紹介します。
また、転倒予防の啓蒙活動の一環として

お絵かき手すりプロジェクトも展示いたします。
マツ六ブースをぜひ見にきてください。

にて皆様のお越しをお待ちしています。４号館  504

写真大募集！
施工例 設置例 キャンペーンにご応募いただきキャンペーンにご応募いただき

ありがとうございました！ありがとうございました！
転落すると危険な直階段も手すり
で安全に。（セレクトシリーズ）

Before
After

https://www.mazroc.
co.jp/cp/mailform.php

Ｕ様邸

戸外に出るとすぐに大きな段差。手すりがあると注意喚起にも。（フリーRレール）

Before
After

Ｋ様邸

立ち座りの補助に。両側にあれば
どちらの手でも掴めますね。
（セレクトシリーズ）

Before
After

Ａ様邸

浴室での
移動補助に。
（ソフトアクアレール）

Before
After

Ｉ様邸 本キャンペーンは終了し
ましたが、施工例/設置例
写真は引き続き募集して
おります。
詳しくはコチラ⬇

昨年の様子

by

 

Ｎｏ

443-3
６月発行
２０１９年

https://www.mazroc.co.jp/johoshi/index.html



by

弊社では、月間で最も優秀な成績を残した社員を『月間ＭＶＰ』として表彰しています

月間ＭＶＰは
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金物建材営業部　大阪支社
主査　座覇　賢太（平成２４年入社、平成３０年より現職）

この度は４月度月間ＭＶＰに選出して頂き、誠に
有難うございます。昨年度は最優秀社員賞を受賞
することができ、御得意先様、仕入先様、大阪支社、
関係部署の皆様の多大なるお力添えがあってのことと
心から感謝しております。本年もより良いご提案が
できます様に精進して参りますので、引き続き
ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

この時期から夏にかけて特に注意したいのが、

気温の上昇や湿気などにより起こる熱中症です。

代表的な症状例はめまいや脱水症状ですが、

重度の症状になると、命に関わることもあります。

体調管理に気を付け、水分・塩分補給などを

行いながら、熱中症対策をしっかり行いましょう。

ゴールデンウィークに沖縄旅行に行って
参りました。自然に触れ、心も身体も
リフレッシュすることができました。
事前に観光名所やご当地グルメを教えて
頂いておりましたので、有意義に過ごせました。
満喫しすぎて２㎏太りましたが、
なんくるないさ～！

アクリルミラー  丸型
アクリルミラーは独自の真空蒸着技術により生産された
鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射率・耐久性を
活用した明るく鮮明なカーブミラーです。
また樹脂製鏡面のため軽量で取付も容易です。

ナック・ケイ・エス 株式会社

Φ600   一面鏡

オリロー 株式会社
避難ハッチ

垂直式

一面鏡

Φ600 　R2200　3.0t　Φ76.3用　Φ76.3×3600

曲率半径 板厚 標準取付金具 推奨支柱

二面鏡

Φ600 　R2200　3.0t　Φ76.3用　Φ76.3×4000

曲率半径 板厚 標準取付金具 推奨支柱

避難はしご
miniＳＯＳ

収納式固定はしご
ワンステップ

斜降式

緩降機 救助袋

他に丸型Φ800・Φ1000
　　角型500×600・600×800　もあります


