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はじめまして。リニューアル部で営業担
当をしております出川です。これからお
客様が、安心してマンション経営をして
いける様々な情報を発信してまいりま
す。今回は、安定経営をしていく為の一つの対策としてリノ
ベーションや設備交換についてご紹介致します。右の写真は
和室を洋室に変更した事例です。和室から洋室にすることで
若い方へのニーズに応え、また女性に人気のシステムキッチ
ンを導入する事で、他物件との差別化を図る事が出来ました。
このように時代のニーズに応じて、手を加える事で安定した
入居者確保をご提案出来たらと思います。弊社リニューアル
部では、建物の外部修繕以外でも、このようなリフォーム、住宅
設備の交換も手掛けております。お気軽にご相談ください。

書籍ご紹介＆贈呈

［編集後記：澤井］

子
供
ら
の

両
頬
に
乗
る

春
の
色

わ
ん
わ
ん

小川組社員ペット紹介コーナー♪

小川組ホームページ

［社内報 お問い合わせ先・応募先］

行事予定

新しいスタート

小川組の取り組み 川崎市から撮影の依頼がありました

打ち合わせ風景
弊社の企業ブースの様子

Before After

AfterBefore

代表取締役社長   長澤 靖

企業の1分間スピーチの様子 撮影日は天候に恵まれました

人気のシステムキッチンに変更

襖から若い人に人気のクローゼットに変更

いつも小川組をご支
援、ご愛顧頂き、厚く
お礼申し上げます。
今年の春は、例年に
増して寒暖の差が激
しく感じられました
が、5月に入り、木々

の色が新緑へと変わりはじめ、どこか夏の
気配も感じられるようになってまいりま
した。
　当社におきましても、4月1日付、新入社
員1名および中途採用1名の計2名が新しい
仲間として加わりました。現社員の皆さん
は、新たに加わった2名を暖かく迎え、そし
て時には厳しく指導し、１日も早く当社の
生活に慣れる様、サポートをお願いしま
す。
     さて、去る3月21日、当社はおかげさま
で昭和3年の創業以来、89周年を迎えまし
た。これもひとえに、日頃からご愛顧頂い
ておりますお客様、当社の協力会社の皆

様、そして社員の皆様のご支援の賜物と
厚くお礼申し上げます。そして当社は来
年の90周年の節目に向けて歩み続けま
す。いにしえの人いわく「百里を行く者は
九十を半ばとす(何事も終わりのほうほ
ど困難であるから、九分どおりまで来て
やっと半分と心得、最後まで気をゆるめ
るな、という戒めの言葉）」の格言の通り、
90年そしてその先100年という大きな目
標に向けて、一段と気を引き締めて進ん
でいかなければなりません。この先の3
年、5年そして10年という期間は、今まで
以上に 当社を取り巻く環境が大きくそ
してスピードを上げて変化する時代であ
ると思われ、今までの何倍もの試練に対
する挑戦の連続になると思われます。  　
　いうまでもなく役職員一同、一層努力
してまいる所存でございますので、皆々
様におかれましては、引き続きのご支援
ご協力をいただけます様、よろしくお願
い申し上げます。

 4月1日付で、新入社員1名、中途採
用１名が入社致しました。これか
ら、様々な研修をこなしていくこ
とになります。   
　新入社員は、建築部配属となり
ます。本社での研修を終えたあと
は、より良い建物を皆様に提供さ
せていただくため、現地でしっか
りと実践的な仕事を学んでいくこ
とになります。中途採用は、営業部
配属となります。小川組の営業に
いち早く慣れるため、様々な知識
を学んでいきます。皆様へのご挨
拶のためお伺いすることもあるか
とは思いますが、その際はよろし
くお願い致します。　
　次ページに2名の自己紹介がご
ざいますので、ぜひご覧になって
ください。(総務部) 

小川組では新卒の採用を積極
的に行っております。去る1月

31日（火）　『川崎市新規大卒等合同企業就職説明会』3月15日（水）には
『建設・物流関連企業就職説明会　見えない業界・発見・研究！ ～ 地元企

業の魅力説明会 ～』に参加いたしました。両イベントともに川崎フロン
ティアビル２階KCCIホールで行われ就職希望者の方が多数参加されま
した。どうすれば小川組の魅力を知ってもらうことが出来るか試行錯誤
した成果が、存分に発揮することができました。これからも新戦力獲得
のために、様々なイベントに参加していきたいと思っております。

川崎市が毎年発行している「働くためのガイド
ブック」に、リニューアル部野崎さんの仕事中
の一コマが採用され表紙を飾りました。この冊
子は、これから社会で活躍される方に向けたも
のですが、機会がありましたら、川崎市役所等
公共施設で配布しておりますので、ぜひお手に
とってご覧ください。

5月9日(火)

5月11日(木)

6月6日(火)

6月17日(土)

7月4日(火)

7月5日(水)

8月1日(火)

8月中旬頃

安全衛生パトロール

安協定時総会

安全衛生パトロール

半期経営会議

安全衛生パトロール

全社員集会

安全衛生パトロール

第4号 社内報発行(予定)

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/FAX  044-245-1962
　E-mail ：sawai@ogw-net.co.jp

小川組のInstagramが開設されました。もし興味がある方
フォローしてみてください。また
川柳の投稿もお待ちしてしてお
ります。下記、お問い合わせ先ま
でお願いします。

「ショコラちゃん」はコーギーの
メスで９歳になりました。コー
ギーの中では珍しい色です。ソ
ファーの上がお気に入りです★

（写真提供：リニューアル部 小山）

リニューアル部より
『税理士が教えてくれない不

動産オーナーの相続対策』

今回はこちらの書籍を抽選で
50名様に贈呈します。ご希望の
方は本社総務部宛で官製はが
き「書籍贈呈」と記入の上、お名
前・住所を必ず明記してくださ

い。　抽選結果
の 発 表 は 商 品
の 発 送 を も っ
て 代 え さ せ て
いただきます。

（5月30日消印
有効）

「春は入学式の季節。
頬をピンクに染めな
がら、花が咲くように
笑う子供たちの姿を
思い浮かべました。」
(投稿者:総務部Ｋ)

不動産が絡む相続は、相続税対
策よりも相続対策が重要です。
税金対策だけでなく土地の価
値を高める方法や、家賃収入を
上げる方法など幅広い相続対
策の知識が掲載されています。

安全かつ衛生的に現場が
稼働するよう、毎月パト
ロールを実施しています。



新入社員紹介

中途入社紹介

Q1. 小川組に決めた理由を教えて下さい。
建築部 （25 歳）

Q2. どのような社会人になりたいですか？

Q3. 学生時代はどんなことに打ち込みましたか？

Q4. 好きな建造物を教えてください。

安藤さん

佐藤さん

趣味・スポーツ

出身地

好物

音楽

人事より紹介

人事より紹介

人事より紹介

2017 年 1 月 19 日 ( 木 ) 小川組・小川組安全衛生協力会による「新
春賀詞交歓会」が総勢 110 社、204 名の参加で盛大に開催されまし
た。また来賓として神奈川県議会議員 土井隆典先生、川崎市会議員
嶋崎嘉夫先生から激励のお言葉を頂戴しました。新春にふさわしい
料理を堪能しながらの歓談と、各社の交流が活発に行われました。
毎年恒例の「お楽しみ抽選会」は参加者が一番楽しみにしているプログラムで、当選
番号が発表されるたびに自分の番号を確認し、一喜一憂する皆様がとても印象的でし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。会は和やかに進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行し、参加者は新年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の幕開けを祝福する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とともに、互いの健
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘を誓い合い盛会の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うちに閉会しました。

㈱小川組  代表取締役社長　長澤 靖 小川組安全衛生協力会会長　関口 能長

◀1 等に当選した
幸運な㈱カワリョ
ーの川﨑さん。

▶2 等に当選した
宗睦㈱の小柳さん
( 左 ) と小川組 
長谷川さん ( 右 )

「賀詞交歓会が開催されました。」「賀詞交歓会が開催されました。」「賀詞交歓会が開催されました。」

建築部

営業部

（23 歳）

（32 歳）

井上さん
背が大きくて、心も大きく感じます。

礼儀正しく素直です。

即戦力として活躍を期待しています。

現場紹介 ( 仮称 ) 青葉区市ヶ尾町マンション新築工事作業所
佐藤作業所長

吉田係員 安藤係員

J-POP

焼  肉

神奈川県川崎市

バレーボール

趣味・スポーツ

出身地

好物

音楽

趣味・スポーツ

出身地

好物

音楽

入社 20 年目のベテラン作業所長。
優しくて、頼りがいもあり、若手社員から
は憧れの的です。その丁寧な仕事ぶり
から、お客様 ( 施主様 ) からの評判も
ピカイチです！

入社 3 年目の若手 No.1 ホープです。
学生時代は名門野球部で鍛えられ体力も
根性も同世代とは別格。そして常に考えて
行動する能力も兼ね備えており、小川組建
築部の将来は安泰だと思わせてくれます。

入社 1 年目。フライング入社で、すでに半年が経
ちました。学生時代はバレー部に所属。そのため
かとても身長が高くてスラっとしてます。宴会の
席では盛り上げ役で、頑張ってくれています。伸
びしろは無限大。

取材を終えて
取材当日は天候に恵まれて、絶好の取材日和になりました。１階は支保工解体中で立入禁止、3 階は型枠工事中で
大工さんが型枠を組み立ててました。職人さん達も気さくな方が多く気軽に話しかけてくれたりして大変スムーズ
に取材することが出来ました。また現場内も事務所もとても綺麗で、刺激を受けた私は帰社してから机周りを掃除
しました。大変お忙しいところ取材に応じていただきありがとうございました。[ 総務部 澤井 ]

東急田園都市線の江田駅と市ヶ尾駅のおよそ中間地点に位
置する場所で RC 造 7 階建てのマンションを施工しています。
当現場は国道 246 号線沿いにあり、人目につきやすく、交通
量も多くなっています。そのため仮囲いや道路から見える範
囲には特に工夫を凝らし安心・安全な現場を目指して作業員
一同、竣工に向け日々作業に励んでいます。

工程の関係で、所
長自ら作業もしま
す。またサイコロ
やドーナッツなど

（スペーサー）のズ
レなども直してい
ました。

現場内は掃除が行
き届いており、荷
物を置くルールも
しっかり守られて
ます。職人さんも
作業がしやすいと
思いました。

市ヶ尾町マンショ
ン新築工事の全景
写真です。現在 3
階まで立ち上がっ
ています。向かい
が国道で交通量が
とても多いです。

1 階では支保工解
体工事が行われて
おり、安全確保の
ため立入禁止にな
っておりました。
職人さんの無駄の
ない動きに感動。

佐藤所長と吉田さん
はクレーン (5t 未満 )
の運転業務の免許を
持っているので、自
らクレーンを操作し
荷揚げすることもあ
ります。

現場の雰囲気がとて
も良くて、居心地が
良かったです。現場
の雰囲気が良いのは
佐藤所長の人柄の良
さによるものだと思
いました。

10 月より契約社員として所属しておりました。建築部をはじめ、小川組社員のみなさんに支えられ、
無事正社員として 4 月を迎えることが出来ました。既に半年間働いていたので、フレッシュ感が欠
けているかもしれないですが、社会人としては、まだまだ未熟で不慣れな部分も多いので、たくさ
んアドバイスをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

岩手からやってきた田舎者です。10 年間建築の営業をしてきました。今までやってきた
経験を活かし、小川組でも活かして一日でも早く一人前になれるよう頑張ります。
どうぞよろしくお願いします。

4 月から入社しました井上雅徳です。最初は右も左も分からない状態かと思いますが、そのようなときこそ、自分
から分からないことを聞く姿勢が大事だと思っています。先輩方の行動をしっかり見て、様々なスキルを身に付け、
1 日でも早く資格を取り、会社の戦力になれるよう一生懸命がんばります。どうぞよろしくお願いします。

会場の様子
Q1. 小川組に決めた理由を教えて下さい。

Q2. どのような社会人になりたいですか？

Q3. 学生時代はどんなことに打ち込みましたか？

Q4. 好きな建造物を教えてください。

Q1. 一番印象に残っているお仕事はなんでしょうか？。

Q2. あなたの長所はなんですか？

Q3. ストレスの発散方法を教えてください！

Q4. 好きな建造物を教えてください。

埼玉県川越市

東日本大震災の応急仮設住宅の建設をして、子供やおじい
さんおばあさんに感謝されたこと。

誰とでも分け隔てなく話が出来て、すぐ仲良くなれること。

野球を友人とやっているので、休日にスポーツをすること。

寿司

UVERworld

スノーボード

宮城県栗原市

肉・刺身

洋楽

野球
東京スカイツリー

幅広い建築物に携わることが出来、様々な知識やスキルを
身につけられると思ったので、小川組に決めました。

お客様のどのような要望にも応えられるような現場監督と
して活躍できるようになりたいです。

卒業研究に打ち込みました。研究室の仲間と共に、助け合
いながら成長してきました。

川越市の「時の鐘」

一貫性があり、0 から多くのことを学べ、自分の成長を築き
上げることができると思い、小川組に決めました。

素直さを忘れずに、決断力と責任感を持ち、多くの方々に
信頼していただけるようになりたいです。

バレーボールやフットサルなど、とにかく体を動かすことが
好きで、日頃からスポーツに打ち込んでいました。

丸の内にある JP タワー  「KITTE」

安藤 彰彦安藤 彰彦

佐藤 拓也佐藤 拓也

Height

Age

Like

From

Hobby

建築部

営業部

Akihiko Ando

Takuya Sato

Height

Age

Like

From

Hobby

佐藤 拓也

187cm

25歳

焼肉

川崎市

バレーボール

187cm
32歳

肉・刺し身

宮城県栗原市

野球

［中途入社］

［新卒入社］

人事より紹介
背が大きくて、心も大きく感じます

人事より紹介
即戦力として活躍を期待します

OGAWAGUMI

OGAWAGUMI

Q1.小川組に決めた理由を教えて下さい。

Q2.どのような社会人になりたいですか？

Q3.学生時代はどんなことに打ち込みましたか？

Q4.好きな建造物を教えてください。

10月より契約社員として所属しておりました。建築部を
はじめ、小川組社員のみなさんに支えられ、無事正社員
として4月を迎えることが出来ました。既に半年間働い
ていたので、フレッシュ感が欠けているかもしれないで
すが、社会人としては、まだまだ未熟で不慣れな部分も
多いので、たくさんアドバイスをいただけると嬉しいで
す。よろしくお願いします。

岩手からやってきた田舎者です。10年間建築の営業
をしてきました。今までやってきた経験を活かし、小
川組でも活かして一日でも早く一人前になれるよう頑
張ります。どうぞよろしくお願いします。　

Q1.一番印象に残っているお仕事はなんでしょうか？

Q2.あなたの長所はなんですか？

Q3.ストレスの発散方法を教えてください！

Q4.好きな建造物を教えてください。

東日本大震災の応急仮設住宅の建設をして、子
供やおじいさんおばあさんに感謝されたこと。

誰とでも分け隔てなく話が出来て、すぐ仲良く
なれること。

野球を友人とやっているので、休日にスポーツ
をすること。

東京スカイツリー

一貫性があり、0から多くのことを学べ、自分
の成長を築き上げることができると思い、小川
組に決めました。

素直さを忘れずに、決断力と責任感を持ち、多
くの方々に信頼していただけるようになりたい
です。

バレーボールやフットサルなど、とにかく体を
動かすことが好きで、日頃からスポーツに打ち
込んでいました。

丸の内にあるJPタワー  「KITTE」

安藤 彰彦 質問コーナー

質問コーナー



新入社員紹介

中途入社紹介

Q1. 小川組に決めた理由を教えて下さい。
建築部 （25 歳）

Q2. どのような社会人になりたいですか？

Q3. 学生時代はどんなことに打ち込みましたか？

Q4. 好きな建造物を教えてください。

安藤さん

佐藤さん

趣味・スポーツ

出身地

好物

音楽

人事より紹介

人事より紹介

人事より紹介

2017 年 1 月 19 日 ( 木 ) 小川組・小川組安全衛生協力会による「新
春賀詞交歓会」が総勢 110 社、204 名の参加で盛大に開催されまし
た。また来賓として神奈川県議会議員 土井隆典先生、川崎市会議員
嶋崎嘉夫先生から激励のお言葉を頂戴しました。新春にふさわしい
料理を堪能しながらの歓談と、各社の交流が活発に行われました。
毎年恒例の「お楽しみ抽選会」は参加者が一番楽しみにしているプログラムで、当選
番号が発表されるたびに自分の番号を確認し、一喜一憂する皆様がとても印象的でし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。会は和やかに進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行し、参加者は新年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の幕開けを祝福する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とともに、互いの健
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闘を誓い合い盛会の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うちに閉会しました。

㈱小川組  代表取締役社長　長澤 靖 小川組安全衛生協力会会長　関口 能長

◀1 等に当選した
幸運な㈱カワリョ
ーの川﨑さん。

▶2 等に当選した
宗睦㈱の小柳さん
( 左 ) と小川組 
長谷川さん ( 右 )

「賀詞交歓会が開催されました。」「賀詞交歓会が開催されました。」「賀詞交歓会が開催されました。」

建築部

営業部

（23 歳）

（32 歳）

井上さん
背が大きくて、心も大きく感じます。

礼儀正しく素直です。

即戦力として活躍を期待しています。

現場紹介 ( 仮称 ) 青葉区市ヶ尾町マンション新築工事作業所
佐藤作業所長

吉田係員 安藤係員

J-POP

焼  肉

神奈川県川崎市

バレーボール

趣味・スポーツ

出身地

好物

音楽

趣味・スポーツ

出身地

好物

音楽

入社 20 年目のベテラン作業所長。
優しくて、頼りがいもあり、若手社員から
は憧れの的です。その丁寧な仕事ぶり
から、お客様 ( 施主様 ) からの評判も
ピカイチです！

入社 3 年目の若手 No.1 ホープです。
学生時代は名門野球部で鍛えられ体力も
根性も同世代とは別格。そして常に考えて
行動する能力も兼ね備えており、小川組建
築部の将来は安泰だと思わせてくれます。

入社 1 年目。フライング入社で、すでに半年が経
ちました。学生時代はバレー部に所属。そのため
かとても身長が高くてスラっとしてます。宴会の
席では盛り上げ役で、頑張ってくれています。伸
びしろは無限大。

取材を終えて
取材当日は天候に恵まれて、絶好の取材日和になりました。１階は支保工解体中で立入禁止、3 階は型枠工事中で
大工さんが型枠を組み立ててました。職人さん達も気さくな方が多く気軽に話しかけてくれたりして大変スムーズ
に取材することが出来ました。また現場内も事務所もとても綺麗で、刺激を受けた私は帰社してから机周りを掃除
しました。大変お忙しいところ取材に応じていただきありがとうございました。[ 総務部 澤井 ]

東急田園都市線の江田駅と市ヶ尾駅のおよそ中間地点に位
置する場所で RC 造 7 階建てのマンションを施工しています。
当現場は国道 246 号線沿いにあり、人目につきやすく、交通
量も多くなっています。そのため仮囲いや道路から見える範
囲には特に工夫を凝らし安心・安全な現場を目指して作業員
一同、竣工に向け日々作業に励んでいます。

工程の関係で、所
長自ら作業もしま
す。またサイコロ
やドーナッツなど

（スペーサー）のズ
レなども直してい
ました。

現場内は掃除が行
き届いており、荷
物を置くルールも
しっかり守られて
ます。職人さんも
作業がしやすいと
思いました。

市ヶ尾町マンショ
ン新築工事の全景
写真です。現在 3
階まで立ち上がっ
ています。向かい
が国道で交通量が
とても多いです。

1 階では支保工解
体工事が行われて
おり、安全確保の
ため立入禁止にな
っておりました。
職人さんの無駄の
ない動きに感動。

佐藤所長と吉田さん
はクレーン (5t 未満 )
の運転業務の免許を
持っているので、自
らクレーンを操作し
荷揚げすることもあ
ります。

現場の雰囲気がとて
も良くて、居心地が
良かったです。現場
の雰囲気が良いのは
佐藤所長の人柄の良
さによるものだと思
いました。

10 月より契約社員として所属しておりました。建築部をはじめ、小川組社員のみなさんに支えられ、
無事正社員として 4 月を迎えることが出来ました。既に半年間働いていたので、フレッシュ感が欠
けているかもしれないですが、社会人としては、まだまだ未熟で不慣れな部分も多いので、たくさ
んアドバイスをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。

岩手からやってきた田舎者です。10 年間建築の営業をしてきました。今までやってきた
経験を活かし、小川組でも活かして一日でも早く一人前になれるよう頑張ります。
どうぞよろしくお願いします。

4 月から入社しました井上雅徳です。最初は右も左も分からない状態かと思いますが、そのようなときこそ、自分
から分からないことを聞く姿勢が大事だと思っています。先輩方の行動をしっかり見て、様々なスキルを身に付け、
1 日でも早く資格を取り、会社の戦力になれるよう一生懸命がんばります。どうぞよろしくお願いします。

会場の様子
Q1. 小川組に決めた理由を教えて下さい。

Q2. どのような社会人になりたいですか？

Q3. 学生時代はどんなことに打ち込みましたか？

Q4. 好きな建造物を教えてください。

Q1. 一番印象に残っているお仕事はなんでしょうか？。

Q2. あなたの長所はなんですか？

Q3. ストレスの発散方法を教えてください！

Q4. 好きな建造物を教えてください。

埼玉県川越市

東日本大震災の応急仮設住宅の建設をして、子供やおじい
さんおばあさんに感謝されたこと。

誰とでも分け隔てなく話が出来て、すぐ仲良くなれること。

野球を友人とやっているので、休日にスポーツをすること。

寿司

UVERworld

スノーボード

宮城県栗原市

肉・刺身

洋楽

野球
東京スカイツリー

幅広い建築物に携わることが出来、様々な知識やスキルを
身につけられると思ったので、小川組に決めました。

お客様のどのような要望にも応えられるような現場監督と
して活躍できるようになりたいです。

卒業研究に打ち込みました。研究室の仲間と共に、助け合
いながら成長してきました。

川越市の「時の鐘」

一貫性があり、0 から多くのことを学べ、自分の成長を築き
上げることができると思い、小川組に決めました。

素直さを忘れずに、決断力と責任感を持ち、多くの方々に
信頼していただけるようになりたいです。

バレーボールやフットサルなど、とにかく体を動かすことが
好きで、日頃からスポーツに打ち込んでいました。

丸の内にある JP タワー  「KITTE」

安藤 彰彦安藤 彰彦

佐藤 拓也佐藤 拓也

Height

Age

Like

From

Hobby

建築部

営業部

Akihiko Ando

Takuya Sato

Height

Age

Like

From

Hobby

佐藤 拓也

187cm

25歳

焼肉

川崎市

バレーボール

187cm
32歳

肉・刺し身

宮城県栗原市

野球

［中途入社］

［新卒入社］

人事より紹介
背が大きくて、心も大きく感じます

人事より紹介
即戦力として活躍を期待します

OGAWAGUMI

OGAWAGUMI

Q1.小川組に決めた理由を教えて下さい。

Q2.どのような社会人になりたいですか？

Q3.学生時代はどんなことに打ち込みましたか？

Q4.好きな建造物を教えてください。

10月より契約社員として所属しておりました。建築部を
はじめ、小川組社員のみなさんに支えられ、無事正社員
として4月を迎えることが出来ました。既に半年間働い
ていたので、フレッシュ感が欠けているかもしれないで
すが、社会人としては、まだまだ未熟で不慣れな部分も
多いので、たくさんアドバイスをいただけると嬉しいで
す。よろしくお願いします。

岩手からやってきた田舎者です。10年間建築の営業
をしてきました。今までやってきた経験を活かし、小
川組でも活かして一日でも早く一人前になれるよう頑
張ります。どうぞよろしくお願いします。　

Q1.一番印象に残っているお仕事はなんでしょうか？

Q2.あなたの長所はなんですか？

Q3.ストレスの発散方法を教えてください！

Q4.好きな建造物を教えてください。

東日本大震災の応急仮設住宅の建設をして、子
供やおじいさんおばあさんに感謝されたこと。

誰とでも分け隔てなく話が出来て、すぐ仲良く
なれること。

野球を友人とやっているので、休日にスポーツ
をすること。

東京スカイツリー

一貫性があり、0から多くのことを学べ、自分
の成長を築き上げることができると思い、小川
組に決めました。

素直さを忘れずに、決断力と責任感を持ち、多
くの方々に信頼していただけるようになりたい
です。

バレーボールやフットサルなど、とにかく体を
動かすことが好きで、日頃からスポーツに打ち
込んでいました。

丸の内にあるJPタワー  「KITTE」

安藤 彰彦 質問コーナー

質問コーナー
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はじめまして。リニューアル部で営業担
当をしております出川です。これからお
客様が、安心してマンション経営をして
いける様々な情報を発信してまいりま
す。今回は、安定経営をしていく為の一つの対策としてリノ
ベーションや設備交換についてご紹介致します。右の写真は
和室を洋室に変更した事例です。和室から洋室にすることで
若い方へのニーズに応え、また女性に人気のシステムキッチ
ンを導入する事で、他物件との差別化を図る事が出来ました。
このように時代のニーズに応じて、手を加える事で安定した
入居者確保をご提案出来たらと思います。弊社リニューアル
部では、建物の外部修繕以外でも、このようなリフォーム、住宅
設備の交換も手掛けております。お気軽にご相談ください。

書籍ご紹介＆贈呈

［編集後記：澤井］

子
供
ら
の

両
頬
に
乗
る

春
の
色

わ
ん
わ
ん

小川組社員ペット紹介コーナー♪

小川組ホームページ

［社内報 お問い合わせ先・応募先］

行事予定

新しいスタート

小川組の取り組み 川崎市から撮影の依頼がありました

打ち合わせ風景
弊社の企業ブースの様子

Before After

AfterBefore

代表取締役社長   長澤 靖

企業の1分間スピーチの様子 撮影日は天候に恵まれました

人気のシステムキッチンに変更

襖から若い人に人気のクローゼットに変更

いつも小川組をご支
援、ご愛顧頂き、厚く
お礼申し上げます。
今年の春は、例年に
増して寒暖の差が激
しく感じられました
が、5月に入り、木々

の色が新緑へと変わりはじめ、どこか夏の
気配も感じられるようになってまいりま
した。
　当社におきましても、4月1日付、新入社
員1名および中途採用1名の計2名が新しい
仲間として加わりました。現社員の皆さん
は、新たに加わった2名を暖かく迎え、そし
て時には厳しく指導し、１日も早く当社の
生活に慣れる様、サポートをお願いしま
す。
     さて、去る3月21日、当社はおかげさま
で昭和3年の創業以来、89周年を迎えまし
た。これもひとえに、日頃からご愛顧頂い
ておりますお客様、当社の協力会社の皆

様、そして社員の皆様のご支援の賜物と
厚くお礼申し上げます。そして当社は来
年の90周年の節目に向けて歩み続けま
す。いにしえの人いわく「百里を行く者は
九十を半ばとす(何事も終わりのほうほ
ど困難であるから、九分どおりまで来て
やっと半分と心得、最後まで気をゆるめ
るな、という戒めの言葉）」の格言の通り、
90年そしてその先100年という大きな目
標に向けて、一段と気を引き締めて進ん
でいかなければなりません。この先の3
年、5年そして10年という期間は、今まで
以上に 当社を取り巻く環境が大きくそ
してスピードを上げて変化する時代であ
ると思われ、今までの何倍もの試練に対
する挑戦の連続になると思われます。  　
　いうまでもなく役職員一同、一層努力
してまいる所存でございますので、皆々
様におかれましては、引き続きのご支援
ご協力をいただけます様、よろしくお願
い申し上げます。

 4月1日付で、新入社員1名、中途採
用１名が入社致しました。これか
ら、様々な研修をこなしていくこ
とになります。   
　新入社員は、建築部配属となり
ます。本社での研修を終えたあと
は、より良い建物を皆様に提供さ
せていただくため、現地でしっか
りと実践的な仕事を学んでいくこ
とになります。中途採用は、営業部
配属となります。小川組の営業に
いち早く慣れるため、様々な知識
を学んでいきます。皆様へのご挨
拶のためお伺いすることもあるか
とは思いますが、その際はよろし
くお願い致します。　
　次ページに2名の自己紹介がご
ざいますので、ぜひご覧になって
ください。(総務部) 

小川組では新卒の採用を積極
的に行っております。去る1月

31日（火）　『川崎市新規大卒等合同企業就職説明会』3月15日（水）には
『建設・物流関連企業就職説明会　見えない業界・発見・研究！ ～ 地元企

業の魅力説明会 ～』に参加いたしました。両イベントともに川崎フロン
ティアビル２階KCCIホールで行われ就職希望者の方が多数参加されま
した。どうすれば小川組の魅力を知ってもらうことが出来るか試行錯誤
した成果が、存分に発揮することができました。これからも新戦力獲得
のために、様々なイベントに参加していきたいと思っております。

川崎市が毎年発行している「働くためのガイド
ブック」に、リニューアル部野崎さんの仕事中
の一コマが採用され表紙を飾りました。この冊
子は、これから社会で活躍される方に向けたも
のですが、機会がありましたら、川崎市役所等
公共施設で配布しておりますので、ぜひお手に
とってご覧ください。

5月9日(火)

5月11日(木)

6月6日(火)

6月17日(土)

7月4日(火)

7月5日(水)

8月1日(火)

8月中旬頃

安全衛生パトロール

安協定時総会

安全衛生パトロール

半期経営会議

安全衛生パトロール

全社員集会

安全衛生パトロール

第4号 社内報発行(予定)

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/FAX  044-245-1962
　E-mail ：sawai@ogw-net.co.jp

小川組のInstagramが開設されました。もし興味がある方
フォローしてみてください。また
川柳の投稿もお待ちしてしてお
ります。下記、お問い合わせ先ま
でお願いします。

「ショコラちゃん」はコーギーの
メスで９歳になりました。コー
ギーの中では珍しい色です。ソ
ファーの上がお気に入りです★

（写真提供：リニューアル部 小山）

リニューアル部より
『税理士が教えてくれない不

動産オーナーの相続対策』

今回はこちらの書籍を抽選で
50名様に贈呈します。ご希望の
方は本社総務部宛で官製はが
き「書籍贈呈」と記入の上、お名
前・住所を必ず明記してくださ

い。　抽選結果
の 発 表 は 商 品
の 発 送 を も っ
て 代 え さ せ て
いただきます。

（5月30日消印
有効）

「春は入学式の季節。
頬をピンクに染めな
がら、花が咲くように
笑う子供たちの姿を
思い浮かべました。」
(投稿者:総務部Ｋ)

不動産が絡む相続は、相続税対
策よりも相続対策が重要です。
税金対策だけでなく土地の価
値を高める方法や、家賃収入を
上げる方法など幅広い相続対
策の知識が掲載されています。

安全かつ衛生的に現場が
稼働するよう、毎月パト
ロールを実施しています。


