
皆様、毎号お読みくださりありがとうございます。この度、年4回発行している『Yoshitake通信』

が3年目を迎えました。当初は、お客様との繋がりを大切にしていこうとの思いで、定期的に社外

報を送ることを決めYoshitake通信を発行することになりました。今では「吉武さん、こんなこと

してるんですね！」「〇〇行ってましたよね！」と感想を頂いたり、「毎号楽しみに拝読させて

もらっています！」とおハガキを頂いたり、とても嬉しく思っております。編集長のくぼちゃん

が、より良いものをお届けしたい！と毎号改良を重ねながら編集に励んでくれています。

今後も、「繋がりを大切に」お届けしていきたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致

します。（総務部　吉田）
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おかげさまで32期が9月よりスタートしました。一泊二日の経営方針作成合宿で、全社員が決めた32期スロ

ーガン「感謝を忘れず、共に成長」～本気（マジ）で挑戦（ヤル）～この言葉を、社員の32期スローガン

にして一年間頑張っていこうと決めました。そして先日、吉武工務店の長年の夢であった『Yoshitake村』

が完成しました。これからはここを第二の拠点として、保養所を活用して、企業活性化を狙っていきたいと

考えています。働き方を変えていき、休み方も充実したものにしていく、そのような思いを持った

『Yoshitake村』です。ぜひ一度皆様にも、遠い所ですが見に来て頂けたら嬉しく思います。

32期、「マジでヤル」吉武を温かく見守って頂けたらと思います。これからも、「繋がりを

大切に」の思いでお届けしていきますので、今後とも宜しくお願い致します。

32期スローガン
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ついに淡路島古民家の改修工事が大詰めとなって参りました。８月末には内部がほとんど仕上がり、残すは外構工事となっております。メイン

である集いの間はストーブ、テレビ、囲炉裏、火棚等の設置、塗り壁も完了し良い仕上がりとなっています。露天風呂は陶器風呂も据え付け、

ウッドデッキも張り終わり段々と完成が見えてきております。その他桜の木を植えたり、グランピングやシラス壁等見どころが沢山ありますが

やはり玄関を入ってすぐ見えるたんす階段と手摺の組み合わせが非常にお気に入りです。このたんす階段は私が図面を描かせて頂き、手摺と屋

根裏の棚は社長と棟梁の共同作品です。

露天風呂ウッドデッキの設置

棚造作

棚造作

面格子塗装

床板施工

火棚設置

シラス壁左官施工工事

グランピングウッドデッキの設置

‐安息の間‐

‐団居【まどい】の間‐

‐瞑想の間‐



坊主の時に触って以来の土壁を塗る等

普段の仕事では触ることのない材料を

使うことができ職人としての

自分の成長に繋がった。

工事部　潮田　
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みんなの声を聞いてみた！

Q1. 工事をしていて大変だったことは？

Q2. 今後どういう場所になってもらいたい？

　社員とその家族、友達が

わいわい楽しめる

憩いの場にしていきたい！

工事部　前田

大自然の中で存分に楽しみ

家族や友達との絆が

深まる空間になってほしい！

営業部　久保

みんなで囲炉裏を囲んで、

人生や夢について語り合いたい！

この場所に来ると、なぜか素直になれる

自分と向き合ってえる場所になってほしい！

代表取締役　吉田　

非日常的な空間でリフレッシュ☆彡

思い思いの提案（計画）で

楽しく賑やかに過ごしてもらいたいです！

総務部　吉田

工事部　青木　

屋根裏の垂木や野地板の吹き付け塗装

をした時のことですが、足場が悪く無理な

体勢で広い面積を吹き付けていました。

あまり使っていない筋肉を使って大変でした。

　

床柱の取付や床張りなどやったことがない

事が経験できて良かった。大変だったことは

どこまで残せばいいか基準がなくて

そこが大変だった。

工事部　田中

古民家改修は、初めてのことで

着工してからもやることが山積み全てが

大変でした。社員との共同生活においての

ルール決め実際にやっていると苦労ばかりでした。

工事部　東山

工事部　櫃本

材料を買うお店が現場の近くにはない為、

次の日使う材用をしっかり把握しての

前日準備が大変だった。

工事部　山嵜

吉武初のリゾート施設！！

連休のたびにお世話になります。

身も心もリフレッシュ！！

「Yoshitake 村」 オープンセレモニー開催！

10月の初旬には、メディア向け、企業向けとそれぞれ日程を組み内覧会を、そしてオープンセレモニーを行

うことも決まり、それに向けて具体的に動き出しております！オープンセレモニーでは、古民家プロジェク

トを始めることになったきっかけや、「Yoshitake村」の完成にあたっての思いを皆様に聞いて頂きたいと思

っております。大自然に囲まれ、太平洋を一望できる「Yoshitake村」にぜひ足をお運びくださいませ！！

4月から古民家プロジェクトを始動させて半年。

古民家に対しての思いや、工事中大変だったことを現場監督や職人を含めた社員全員にインタビューしました！

気温が高い中での作業は大変だったが

造作工事に関しては楽しみながら

作業をすることができました。

工事部　専務

古民家に行ってビックリ！

中津川は海や山といった自然が溢れ、

田舎を思い出しました。みんな

古民家へいらっしゃい！！

工事部　酒井
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工事進捗状況 -竣工現場 -

K株式会社工場オフィス改修工事

04

大阪に本社があるK社から、愛知県瀬戸市にある工場のオフィス改修をしてほしいと依頼があり、7月2日に着工、8月初旬に無事竣工しました

。以前にも別の工場の改修やオフィス改修を施工させていただいたのですが、今回は遠方の工場にも関わらず弊社に声をかけてくださり、感謝

です！

施工前はどこにでもあるアルミパーテーションで間仕切られた事務所でした。事務所を社員の為に綺麗でかっこいい空間にするという社長様の

想いで、工事はスタートしました。まずは、現状のパーテーションや壁を撤去し、スケルトンにします。今まで継ぎ足しで引っ張ってた電気配

線も全て壁や天井に入れました。

遠方での工事なので職人たちとビジネスホテルに泊まり、およそ3週間施工しました。段取りや工程等しっかり事前準備を意識することができ

、良い経験になりました。遠い場所でも信用して頼んでいただきありがとうございました！（工事部　前田）

竣工写真を少し紹介します。元は和式だったトイレは広々としたカウンターのある空間に。会議室は少し広くし、濃い色のクロスをワンポイン

トに。女子更衣室は女性社員に選んでいただいた、ピンク色のクロスで可愛く仕上がってます！ここだけはピンクのクロスと合わせる為、窓枠

などを白く塗装しています。食堂は全体的に白いクロスで前よりも明るい空間となりました！ワンポイントの赤色も良い味を出しています。事

務所スペースは2つに分割し、どちらも赤色をワンポイントに使用。電気配線等がスッキリし綺麗になりました。

新たに壁を造作し、天井にはボードを貼りました。照明もこの際にと、全てLED照明に替えました。食堂と会議室は塩ビシートの床ではなく、

フロアを施工しかっこよく仕上げました！社長も現場に来た際は、少し手伝ってくれてます。造作工事も終わり、各仕上げを経て8月初旬竣工

お引き渡しとなりました。



▲竣工記念内覧会時の様子 ▲今年は古民家で７周年の誕生日会をします！

吉武工務店では、社内をオフィスリフォームした、2011年10月17日を第二の創立記念日としています。「社員が快適に仕事を

することができるように」と、吉武工務店が生まれ変わった日でもあります。昨年は創立記念日の前日と2日前を利用し、一泊

二日で岐阜県の飛騨・高山へ慰安旅行に行きました。社内の委員会の中では、慰安旅行の計画は二年に一度と定めていますが、今年も何か企画

をしたいという案が出ました。その為、今年は2ページ目でも紹介しております淡路島の古民家保養所「Yoshitake村」に社員全員で一泊二日の

プチ旅行に行く計画を立てています。創立のお祝いとしてBBQをしたり、サーフィンや釣りなど自身の趣味を楽しんだりと、思う存分に淡路島

でリフレッシュしてもらいたいです。来月の創立記念日に向けて、レクリエーション委員会での企画を進めていきたいと思います。また、この

様子は次回合（1月号）にて紹介させて頂きますので、皆さん楽しみにしていてください！！（営業部　久保）
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次回の第 10 号 (1 月号 ) もお楽しみに！！

第 9 号発行！Yoshitake 通信

皆様、 こんにちは。 朝晩も涼しくなり過ごしやすい季節になってきました。 さて、 今回でこの 『Yoshitake 通信』 も第 9 号となりました！そして、 2016 年

10 月の創刊から、 ちょうど 2 年という月日が経ちました！そこで今回は、 『創刊 2 周年記念号』 としまして、 いつもよりちょっとパワーアップした 6 ページ構

成の 『Yoshitake 通信』 になっておりますので、 いつも以上に吉武工務店について知って頂けるのではないかと思っております。 これから先も、 このご縁

を大切にしていきたいと思っておりますので、 皆様今後とも宜しくお願い致します。 （営業部　久保）

創刊 2 周年記念号！

10 月号の掲載記事

01
おかげさまで9月より32期がスタートしました。一泊二日の経営方針作成合宿で、社員全員で話し合い決めた32期スローガン「感謝を忘れず、

共に成長」～本気（マジ）で挑戦（ヤル）～この言葉を、吉武工務店の合言葉にして、9月からの一年間頑張っていこうと決めました。

そして先日、吉武工務店の長年の夢であった『Yoshitake村』が完成しました。これからはここを第二の拠点として、保養所としての、企業活

性化を狙っていきたいと考えています。働き方を変えていき、休み方でさえ充実したものにしていく、そのような思いを持った『Yoshitake村

』です。遠い所ですが、皆様にもぜひ一度足をお運び頂けたら、大変嬉しいです。

32期、マジでヤル吉武を温かく見守って頂けたらと思います。

〒579-8064　

大阪府東大阪市池島町 1-6-52
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皆さん、こんにちは。「Yoshitake通信」を編集しております営業部

の久保です。創刊号を発行してから、早くも2年という月日が経ちま

した。弊社で工事をして頂いたお客様や、様々なご縁で繋がりを持つ

ことができた企業様に、現在おこなっている工事や、社内について少

しでも知ってもらい、繋がりを広げるために「Yoshitake通信」の発

行を始めました。編集に関してはまだまだ未熟な部分ばかりですが、

新たな社外報を出す度に改善していきたいと思っておりますので、そ

の変化も見て頂けると嬉しいです！

今後も、工事のことや社内のことを積極的に記事にしていきますので

次回社外報も、楽しみにしていてください！！（営業部　久保）

皆様、ご購読ありがとうございます。この度、年4回発行している『Yoshitake通信』が3年目を迎

えました。当初は、お客様との繋がりを大切にしていこうとの思いで、定期的に社外報を送るこ

とを決めYoshitake通信を発行することになりました。今では、「吉武さん、こんな事してるんで

すね！」「〇〇行ってましたよね！」と感想を頂いたり、「毎号楽しみに拝読させてもらってい

ます！」とおハガキを頂いたり、とても嬉しく思っております。編集長のくぼちゃんが、より良

いものをお届けしたい！と毎号改良を重ねながら編集に励んでくれています。今後も「繋がりを

大切に」の思いでお届けいきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

（総務部　吉田）

8月26日に13年程前から毎年参加している、地域の老人ホームで開催されました、夏祭りに参

加しました。吉武工務店は、工事で出た端材を使って、自由に作ってもらえるように木工コー

ナーを出しました。この時期なので、夏休みの工作の宿題として作る子どもたちも多く、60人

近くの子どもたちが、椅子や箱など思い思いのものを作り楽しんでくれました。木材を自由に

組み合わせ、創造力を働かせながら作品を作っていました。大変暑い中でしたが、子どもたち

の体力には底がなく、とても元気でしたが私自身は暑さにやられて、ふらふらでした（笑）完

成した作品を笑顔で持って帰る子どもたちを見ると嬉しい気持ちになります！今年の反省を交

えながら、来年はどういうイベントブースにするのか、少しずつ案を貯めていき、来年の準備

をしていきたいと思います！（営業部　久保）　

弊社は８月末が期末である為、今期の反省と来期の目標設定をする為にも、毎年７月後半に社員全

員で経営方針作成合宿を行っています。

思い起こせば私が入社した時の経営方針作成は合宿ではなく、一日研修のような形で行っていまし

た。経営のことや社内改善、会社の方向性など色々教えてくれるのですが、社長中心のほぼ決まっ

た経営方針を教えてもらうという感じでした。しばらくはこのような形で経営方針作成を行ってい

たのですが、徐々に社員も増え始め、経営方針作成も合宿でおこなうようになりました。社員一人

一人の夢や希望、願いを書き出し、それが現実のものになるように自分自身で目標を立て、計画し

途中経過を3ヶ月ごとに社長と個人面談をし、軌道修正を行い行動していくというＰＤＣＡサイク

ルができるようになりました。その結果、社長中心の経営方針作成ではなく、社員一人一人が前向

きの意見を出す、活き活きと充実した合宿に変化しています。建築という特殊な業界で、今では劇

的に社内環境が変化しています。こんな会社になるなんて私自身、思ってもいなかったです。まだ

まだ変化し続けることが吉武工務店だと私は思っています。（工事部　山嵜）

昨年出展しましたテクノメッセ東大阪に、今年も出展することが決定

致しました！昨年は『オフィスリフォーム』をテーマに出展しました

。今年は4月から新プロジェクトとして動き始めた『古民家プロジェ

クト』もテーマの一つに加えての出展を考えてい

ます。社内を快適な空間にすることが、どれだけ

大切なことなのか、実際にプレゼンテーションさ

せて頂きますので、お時間ある方はぜひ一度、足

をお運びくださいませ。

日程等は後日、招待状を送付させて頂きますので

皆様、ご確認の方宜しくお願い致します！！

（営業部　久保）

テクノメッセ東大阪 2018 出展決定！09

▲昨年の展示会ポスター

▲「Yoshitake通信」創刊号




