
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

暦の上では初秋（長月）を迎え、朝晩は幾分か凌ぎやすく

なってきましたでしょうか。この原稿を執筆していますのは

お盆 真っ只中、部屋のテレビでは「夏の甲子園」第 101回大

会の熱戦が繰り広げられています。40年も前の話しになりま

すが、当時 私の母校も強豪校として何度か甲子園への出場を

果たしておりました。吹奏楽部に所属していた私は、当然の

ことながら応援に駆り出され、炎天下のスタンドでコンバッ

トマーチや校歌・応援歌など懸命に演奏していたことを思い

出します。甲子園という憧れの舞台を目指して猛練習に励み、

勝利に向かって一心不乱に白球を追いかける球児達の姿には、

毎年胸を熱くさせられてしまいます。勝利にかける想い、逆

転を信じ最後まで試合を諦めないその闘志には、経験を積み

重ねたことで返って見失いがちになる我々の世代には、とて

も眩しく輝いて映ります。 

チームの戦力を考えた場合、個々の能力は勿論大事な要素

となります。しかし、いくら優秀なエースを擁し、強力な打

線を備えていたとしても必ず優勝できるチームであるとは限

りません。守備での連係プレイが悪ければ大量失点に繋がっ

てしまいます。また、打順においても 1番から 9番までの各々

の役割があり、そのポジションでの役割をしっかりと果たし

ていなければ打線は繋がらず、得点力は低いものとなってし

まいます。更に、監督・コーチの指導陣をはじめ、マネージ

ャーや応援団、保護者・ＯＢなどのサポートから学校の施設・

設備に至る様々な環境が整っていることも不可欠な要素とな

るでしょう。試合中においては、イニングを重ねる毎にピン

チとチャンスが何度も訪れます。勝敗の流れがめまぐるしく

変化する中で、チーム一丸となって立ち向かっていく敢闘精

神も最後には重要となってきます。これらの要素は、企業の

組織においても当てはまることですね。 

私が現在お預かりしていますチーム（大阪支社）におきま

しても攻撃力では営業部隊が、守備力ではカスタマーサービ

ス部隊が高打率と高い防御率にてそれぞれ活躍してくれてい

ます。少しチーム自慢になってしまいますが、我が大阪支社

では 15 ヶ月間に渡り、目標の連続達成を現在も更新中です。

「走攻守」揃った勝率の高いチームになってきたように手応

えを感じています。勿論、間接部門や様々なスタッフの応援、 

 

 

 

そして何より各お取引先様からのご支援・ご協力があってこ

その賜物と感謝に堪えない気持ちであります。今後は、更に

ホームランも量産出来るチームへと仕上げ、連続記録更新に

よる完全試合の達成にも挑戦して参る所存でございます。何

卒、応援のほど宜しくお願い申し上げます。 

私は目標に向けての行動を喚起する際、個々それぞれの課

題に合わせた達成へのシナリオを描くようにしています。「こ

のように考えると、このように行動が変わり、このような進

展を経て、こういう結果に繋がる」というような一連の流れ

をストーリーに描いて説くように心掛けています。大事なの

は行動に移すこと。しかし、それには心の底から納得する「腹

落ち」が必要です。頭でわかった気になったくらいでは行動

には繋がらないのです。自分の勝ちパターンのイメージが湧

いてきて、各自がストーリーを描きだすようになると、それ

ぞれに一人歩きを始め、指示待ちの人はいなくなります。例

えば、一年後の成功を想像すると日々の地道な行動・作業

にも意味が生まれ、取り組むことができるようになる訳で

す。 

夢や理想は、目指したときから目標や挑戦に変わります。

このチームが目標に向かって高みを目指すとき、私はその道

標となり、シェルパ（山岳ガイド）のような存在であれたら

と常々考えています。後は、その道中にある様々な障害を

少しでも取り除いてあげること、環境を少しでも整えてあげ

ることに注力することも大事な役割であるように思っていま

す。このチームの奮闘が、結果として皆様のご商売の一助と

なり、より良きパートナーとして少しでもお役に立つことが

出来きましたら私の喜びとするところでございます。 

今後ともご指導ご鞭撻のほど、宜しくお願い申し上げます。 

 

2019年 

【 ファイティング スピリット 】 

執行役員  金物建材営業部  大阪支社長 

東郷  隆博 

9 月 1 日 



by

    
２０１９年

Ｎｏ．

446-1
９月発行

〒543-0051 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1丁目5番47号　　TEL.06-6774-2338　FAX.06-6774-2234

パーキングボンド  PX250 アプリパック ボンド  G9900 木工・造作用

立川ブラインド工業 株式会社

ダイヤテックス 株式会社

コニシ 株式会社

パーフェクトシルキー間仕切　プレイス

ゆっくり下降するＲＤＳ（減速降下機能）搭載！

スラットの穴がなく、上から下までぴったり閉まるため
光、熱、視線をしっかり遮ります。

車止めコンクリートブロックの
コンクリート・アスファルト下地への接着
　※１本で約６本のブロック
　　（120mm×600mm）が施工可能

　手絞り施工ができるので作業性良好
　衝撃に強い
　工具を使ってはがしたい時にはがせる

▪合板、メラミン化粧板などの木工・造作用
▪合成ゴム、皮革、金属板などの接着
▪内装工事、巾木の接着

　スプレー性良好
　耐熱性に優れる
　ロングタックで作業性良好
　※貼り合わせ可能時間が長く
　　広い面積に使用できる
　  （20℃）：5～30分

容量：760ml　入数：12本 容量：430ml　入数：6本×5箱

部屋の仕切りや収納の目隠し、出入りの扉に
住宅にも各種施設にも使えるパネル間仕切りです。

用途に合わせて選べる
「格納方式」と「出入りの方法」をご用意しています。

安全表示テープ  TT06YB 耐久ラインテープ
仮止めと安全対策・危険表示を同時に

屋内外を問わず、建設現場や
イベント会場などマルチに活躍します。

TL-15-WHホワイト
TL-15-YE  イエロー

耐久性、耐摩耗性、隠蔽性良好
PEクロス基材が丈夫で伸びにくい
刃物を使わずに手で簡単に切れる

使用例

使用例

置き場表示に！ 工場・倉庫内のライン用に！

NEWNEW

NEWNEW

NEWNEW

50mm幅×25m巻　30巻/ケース 50mm幅×50m巻　10巻/ケース
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埋め込み式支柱用化粧カバー
後付けが付属しています。

ベースプレート式支柱用化粧カバー
後付けが付属しています。

■6パターンのカラーバリエーションからお選びいただけます。
■高さ調整機能付で設置後に高さ調整が可能です。
■支柱は埋め込み式とベースプレート式の2種類。
■支柱用化粧カバー後付けが付属しています。

独特なフォルムのコンパクト１本支柱式手すり！

狭いスペースも
１本支柱タイプ
ならOK！

型スタンドｇ型スタンドｇ

ステンカラー色
＋

木目ダーク

ステンカラー色
＋

木目ナチュラル

ステンカラー色
＋

チョコレート

ダークブロンズ
＋

木目ダーク

ダークブロンズ
＋

木目ナチュラル

ダークブロンズ
＋

チョコレート

カラーは ６パターン

（単位：mm）（単位：mm）

埋め込み式 ベースプレート式

g型スタンドについて
詳しくは
バリアフリー建材カタログ
Vol.17 p.304 をご覧ください。

Before

After
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■天井高2100～2800mmまで対応。
　（1600ショートタイプは1600～2300mm、
　　1800ショートタイプは1800～2500mmまで対応）

■縦手すりはφ35の樹脂被膜で握りやすい
　ダブルディンプル付。
■フローリング・クッションフロアに対応。
■R型は部屋の隅や壁際の設置専用。

I型・R型と組みあわせて
連続手すりに！

わたレールNH

わたレールEH

遮断機式
手すりで
利便性UP！

わたレールSH

I型/R型
シリーズ

たよレールhigh
I型 R型

たよレールhigh I型/R型について
詳しくは
バリアフリー建材カタログ
Vol.17 p.415 をご覧ください。

国際福祉機器展
H.C.R.2019出展します。

9.25㈬～9.27㈮
10：00～17：30（27日は16：00まで）

2019.

東京ビッグサイト　西・南展示ホール

皆様のお越しをお待ちしております。

南４ホール　小間番号  Ｓ４-０１４
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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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住宅資材部　西日本営業部署
主幹　大畠　正裕（平成２３年入社、平成３１年より現職）

この度は７月度の月間ＭＶＰに選出頂き
ありがとうございます。
お得意先様をはじめ仕入先様、関係部署の
皆様、住宅資材部の皆様、この場をお借り
しまして厚く御礼申し上げます。
これに満足せず、今期も引き続き
頑張って参ります。

夏太りで付いた体の脂肪を落とすための方法として、

食生活のおける「○○だけ食べる」といった極端な

ダイエットはNGです。たんぱく源として魚や大豆製品を

増やしたり、野菜・海藻類・キノコ類で食物繊維を

摂ったりと、バランスが良く、無理なく続けられる

食生活を心掛けることで、健康的な体を目指しましょう。

梅雨が明け猛暑が続く中、今年２月に裏庭へ植えた

甘夏柑の水やりが最近の日課です。粘土質の

地質改良から始め、今は葉っぱの虫食いや病気対策を

試行錯誤中。春先に親指の爪程の小さな緑の実が

10個程できましたが、何故か現在は1個を残すのみ…。

それでもゴルフボール大へと成長中です。

つくる喜びに触れつつ2021年冬には収穫を目指します。

デュポン 株式会社

数量限定

植物性
石けん素地使用
（主原料の100%が

植物生まれ）

ライオン 株式会社ＶＩＰ
開運干支®石けん（子）
年末年始のご挨拶は
日本の情緒豊かに、開運干支石けん

個装サイズ
65×95×47mm
重量102g・容量78g
のし紙100枚添付/１ケース100個入り

フタを開けるとおみくじが
プリントされています。

サッシの
開け閉めが
重い…

※お取替えの際は、２個同時の
　お取替えをおすすめします。

アミ戸から玄関引戸まで幅広くサイズを品揃えしています。
アルミサッシ用取替用戸車

サッシの溝幅と深さを測り、
はめ込むだけ

12S平（10個入り）　12S丸（10個入り）
12D丸（10個入り）

他サイズお問合せください

はめ込戸車

●用途：テラス戸袋（中・重量用）
●高さの調整：6mmまで可能
●耐荷重（2個）：12S 平、12S 丸 40 ㎏
 　　  ：12D 丸 20 ㎏

材質　●本体はすべてステンレス製です

例：１２Ｄ丸
（車の材質）Ｄ＝樹脂
　　　　　Ｓ＝ステンレス

ザバーン ®防草シート

ザバーン ®240 グリーン
　強力タイプ　　２m幅×３０m巻
ザバーン ®240 グリーン
　強力タイプ　　１m幅×３０m巻

ザバーン ®の 240 強力タイプは、強い雑草でも抑制し、
シートの上に砕石を敷けば駐車場にも使用できます。


