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通信コンパス
2017年　新装・新築・移転・拡張 案件

設計・施工 担当

設計・施工 担当 設計・施工 担当 設計・施工 担当 設計・施工 担当 設計・施工 担当

設計・施工 担当 設計・施工 担当 設計・施工 担当 設計・施工 担当 設計・施工 担当

設計・施工 担当 設計・施工 担当 設計・施工 担当 設計・施工 担当 設計・施工 担当

拡張

大阪府豊中市 2017年1月拡張
園田桃代ARTクリニック

設計 担当新装 新装 新装 新装

広島県広島市 2017年2月OPEN
広島野村眼科

新装 新装

大阪府吹田市 2017年3月OPEN
いとうレディースクリニック

新築

大阪府高槻市 2017年4月OPEN

高槻病院前事務所ビル
同仁薬局高槻店

新装

兵庫県宝塚市 2017年4月OPEN
宝塚 こうだ整形外科 スポーツ・関節クリニック

新装

愛知県名古屋市 2017年4月OPEN
はまうづクリニック

新装

大阪府大阪狭山市 2017年5月OPEN
松田皮膚科クリニック

設計・施工 担当移転

大阪府八尾市 2017年9月移転
小川歯科医院

設計・施工 担当新装

兵庫県尼崎市 2017年10月OPEN
いとせクリニック

設計・施工 担当新装

大阪府豊中市 2017年11月OPEN
千里中央 花ふさ皮ふ科

設計・施工 担当新装

兵庫県西宮市 2017年11月OPEN
いろどりみやしたこどもクリニック

設計・施工 担当新装

大阪府八尾市 2017年9月OPEN
小川内科・糖尿病内科クリニック

設計・施工 担当新装

大阪府八尾市 2018年1月OPEN
（仮称）かおり皮フ科クリニック

設計・施工 担当新装

大阪府豊中市 2017年9月OPEN
Shiny Kids ピッコロ病児保育所

設計・施工 担当新装

大阪府豊中市 2017年9月OPEN
Shiny Kids グランデ病児保育所

設計・施工 担当

大阪府大阪市 2017年8月移転
かわぐちクリニック

新装

奈良県奈良市 2017年7月OPEN
ひまわりクリニック

設計・施工 担当新装

大阪府堺市 2017年8月OPEN 2017年8月OPEN
だんホームクリニック

設計・施工 担当新装

大阪府大阪市 2017年9月OPEN
りかこレディースクリニック

設計・施工 担当新装

大阪府大阪市 2017年9月OPEN
中尾こころのクリニック第二

移転

移転

移転

兵庫県姫路市 2017年7月移転
いながき眼科

新装

大阪府大阪市 2017年7月OPEN
糖尿病・代謝内科 宮田クリニック

兵庫県伊丹市 2017年8月移転

医療法人社団 温新会
クリニック内藤

新装

愛知県名古屋市 2017年4月OPEN
サエラ薬局砂田橋店

新装

大阪府和泉市 2017年5月OPEN
泌尿器科 むかいクリニック

新装

新装

大阪府大阪市 2017年5月OPEN
くさかメンタルクリニック

大阪府大阪市 2017年5月OPEN

扇町公園皮膚科クリニック
拡張

大阪府吹田市 2017年6月拡張

田坂皮フ科クリニック

新装

兵庫県姫路市 2017年4月OPEN
ひろ心ともの忘れクリニック

新装

大阪府大阪市 2017年4月OPEN
にのみやこどもクリニック

大阪府大阪市 2017年3月OPEN
あまねクリニック

設計・施工 担当

設計・施工 担当

新装

大阪府茨木市 2017年11月OPEN

ひだまりホームクリニック
設計・施工 担当 新装

大阪府堺市 2017年12月OPEN

小池眼科
設計・施工 担当

設計・施工 担当

移転

大阪府茨木市 2017年8月移転

ひだまり整骨院
設計・施工 担当 拡張

大阪府堺市 2017年9月拡張

やすふく歯科クリニック
設計・施工 担当

京都府京都市 2017年3月OPEN
まつやま眼科

設計・施工 担当

大阪府大阪市 2017年4月OPEN
ザ・ナチュラルビューティークリニック四ツ橋

設計・施工 担当

兵庫県神崎郡 2017年3月OPEN
むらかみ泌尿器科クリニック

設計と施工の枠組みをこえて
トータルな知識と熱い想いで、これからも。

発行日 ： 2017年12月　　発行元 ： 株式会社コンパス

設計・施工 担当新築

大阪府門真市
益田診療所

［大阪オフィス］ 大阪府豊中市蛍池南町１-１９-２０   TEL ０６-６８４５-０３０６  FAX ０６-６８５４-９４０１
［東京オフィス］ 東京都千代田区内神田2-11-8-4F   TEL 03-5296-0306  FAX 03-5296-0307
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2017年も大変お世話になりました。

長 渡  和 久
株式会社コンパス 代表取締役

石 井  展 子
課長

　早いもので2017年も終わりに近づき、今年も『コンパス通信』をお届けする時期となりました。
今年もたくさんの皆さまに支えて頂き、ありがとうございました。

　さて、今年、コンパスの親会社である近畿総合装飾が創業50年を迎えさせて頂きました。近畿総合
装飾は、父が宮崎県から単身で上阪して修行し、インテリア販売店として創業、その後、工務店の
下請内装仕上げ業者へと変化した会社です。
　コンパスは、その一般小売部門として創業されますが、私が建築士免許をとった際に、医療分野
に特化した建築会社に業態変更をさせて頂きました。電子カルテも一般的ではなかった当時、コン
パスは、時代の変化を踏まえつつ、“奇をてらわず、使いやすくて、無駄がない”にテーマを置くこと
で、お客さまに受け入れられ、現在の基礎を創りました。
　当時は新しかったコンパスも、この分野に舵を切って、来年で20年となり、医療業界では知られた
存在となりました。そして、これからは、業界や社会の未来をよき方向に導く存在に変わらないといけ
ないと、日々 、感じるようになってきております。

　スタッフ一同、今後も創業者が夢と希望をもって上阪してきた時の気持ちや、イノベーションの
必要性を感じて業態変更をした時の気持ちを忘れず、皆さまに喜ばれ、支えて頂ける会社づくりに
励んでいきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

　こんにちは。今年も恒例の年末のご挨拶をさせて頂く時期となりました。
この1年のコンパストピックは東京オフィス設立です。ようやく関東のお客さまにもお伺いしやすくなる
拠点が出来ました。

　おかげさまで変わらず多くのご相談を頂く中で、社内では新しく東京勤務になるスタッフ、リフォームや
新規事業に向けてのスタッフなど、新しい風をたくさん取り入れました。
　この冊子を読んで下さっている皆さまにも、いずれご挨拶をさせて頂く機会があると思います。
　今、彼らと共に、コンパスのノウハウをあらためて見直していく機会を設けています。
　先生方、得意先の皆さまからのご意見、これまでの経験で培ってきたクリニック設計の考え方、
プロジェクトの進め方の方針は持っていましたが、まずはそれを新しいスタッフに早く身につけて
もらうこと。と同時に、ベテランスタッフも改めて原点に立ち返り、業務の進め方や考え方、ポイントの
まとめ直しをしています。

　新規のクリニック、クリニックのリニューアルとともに、これからコンパスがご縁を頂く先生方に
ご期待を持って頂けるものを提案していけるように、引き続きイノベーションを進めていきますので、
今後ともよろしくお願い致します。

　本年もたくさんのご相談を
頂きありがとうございました。
昨年までは施工管理をする
ことも多かったのですが、本年
は年間通して営業のお仕事に
専念することができました。

　キャリア的にはベテランに
差し掛かっておりますが、関わ
る立場が変わるとまた違った
新しい視点からプロジェクトを
見ることができるようになり、
より良いご提案ができるように

なったと実感が沸いております。来年もさらに幅広い視野を持って
皆さまのご期待に応えられるようがんばります。よろしくお願い致します。

長 渡  武 史
専務取締役

　2017年も残りあとわずかとなりました。本年も多くのお客さまと新しいご縁を頂きましたこと、また弊社を
見守って下さっている長いお付き合いのお客さま方から、多くのご相談を賜りましたことを心よりお礼を
申し上げます。

　弊社が“医療専門の設計施工会社”に特化して、早20年の歳月が経ちました。これまでにご縁を
頂いたお客さまが、700件を超えようとしている中、本年、弊社は新たなステージにチャレンジをする
ための節目の年となりました。
●多くのお客さま方からのご相談を賜れるよう、クリニックはもちろん住宅までを包括したリフォーム専任
部門を設立すること。
●これまでご指導を頂き培ってきた力をより昇華させるため、東京支店を設立すること。

　それぞれは、この夏秋にようやく歩みを始めたばかりではございますが、多くのお客さま方のさら
なる安心を構築し、新たなる変革を力に変えることが出来るよう、スタッフ一同、これまで以上に現在
までの基幹業務への取り組みを大切にしながら、さらに一所懸命に頑張っていく所存です。

　来年も弊社の業務品質をしっかりと維持しつつ、お客さまからの“ありがとう”を大切にできる会社で
あるよう頑張ってまいりますので、引き続き本年と変わらぬご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。

　本年も、皆さまにお引き立て頂き、ありがとうございました。
　おかげさまで本年、弊社の母体であるキンソウグループは50周年を迎えることが出来ました。
　改めて過去を振り返り、ご相談を頂いた本当に多くのお客さま、礎を築いて下さった諸先輩方、
社員、協力会社の皆さまに深く御礼申し上げます。引き続き、皆さまのサポートを頂き、次の節目へ
向け、更に邁進してまいります。

　皆さまからご要望頂いておりました東京でのオフィスも10月に開設することが出来ました。
　関東方面でのご相談にも迅速に対応できる体制を整えてまいりますので、ぜひ、何かの機会には
お声掛けください。

　また、新入社員も3名増員し、リフォーム部門も強化してまいります。軽微なリフォームは勿論、節目や
経年に伴う建築設備の大規模なリフォームもお気軽にご相談ください。
　昨年、出産で一時休業に入っていた2名を含め、先に出産をした1名の計3名の方も復帰に向かって
くれています。更に、パート社員さん達にもお手伝い頂き、“お母さん”のパワーに助けて頂いて
おります。
　本年4月より1年間、月に1度、東京へ勉強に伺っております。個人を見つめ直すとともに、今後の業務
改善にも活かしてまいります。来年も、変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

前 薗  浩 幸
部長

鈴 坂  知 己
係長

　今年の４月より、コンパスに
入社させて頂きました。
　前職は電子カルテ販売を
しておりましたが、業界は同じ
でも取り扱わせて頂く商品が
違うので、日々 勉強の毎日で、
お客さま方から教えて頂く事
も多々あり、大変感謝しており
ます。誠にありがとうございま
した。

　先の10月より東京オフィスの
開設に伴い、専任者として

関東エリアでも多くのお客さま方に信頼を頂けるよう頑張ってまいります。
大阪で得た経験やネットワークを活かし、積極的に業務にあたります
ので、今後ともよろしくお願い致します。

林  　陽
主任［東京専任］

　はじめまして。リフォーム部
門の玉﨑と申します。
　当部門では、壁紙の貼替や
設備の入替えなどの単純な
『物』のリニューアルだけでは
なく、改装をご検討される経緯
や目的を理解し、使い勝手や
より良い快適さをつくるお手
伝いもさせて頂きたいと思っ
ております。

　またマンション・戸建等の
住宅や、その他事務所・施設

などについてもご対応させて頂いております。まずは何かございまし
たらご相談頂けましたら幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

玉 﨑  裕 也 　今年も早いもので残すとこ
ろわずかとなりました。本年も
コンパスをご愛顧頂き、ありが
とうございました。

　私はアシスタント業務として、
院内什器のご提案をさせて
頂いております。
　ご開院後、5年、10年と経た
れる中で、“待合室のイスを
新しくしたい（増やしたい）”、
“収納をもっと増やしたい”など
のご要望をお客さまから頂く

ことも多くございます。もし何か気になられる点等がございましたら、
今後とも弊社までご相談を頂ければ幸いです。来年も何卒よろしくお願
い致します。

小 谷   茜
主任

営業スタッフ
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　本年も多くの新装・
移転・改修のプロジェクト
を担当させて頂き、あっ
という間に年末の挨拶
となりました。携わらせて
頂いたクリニックさまと
の新しい出会いに感謝
しております。大変お世
話になりました。

　私は今年で入社18年
になります。今年も過去に
設計や施工を担当させ
て頂いたお客さまから、
改修や拡張・メンテナンス

のご相談を頂くことや、開院10周年パーティーのお招きも頂きました。
こうした中でご開院当時、一緒に打ち合わせさせて頂いた事を思い
出す事も多くあり、18年という長い月日の中、お客さまから変わらず
ご連絡を頂ける事をありがたく感じております。

　弊社が設計させて頂いたクリニックが長く発展し、地域の大切な
場所として根ざしていかれる姿を励みに、これからも先生方の満足と
信頼にお応えし、地域の方々にも喜んで頂けるクリニックづくりができる
よう頑張りたいと思います。
　今後とも末永くよろしくお願い致します。

五百藏  雅子
係長

　本年も弊社をお引き
立て頂き、ありがとうござ
いました。今年は、先輩に
フォローをして頂きなが
ら、自分自身が設計担当
者としてクリニックの完
成までを任せて頂くこと
のできた、とても充実感
の高い一年でした。

　最初はたった一枚の
平面図だったものが、先
生方の想いを聞き、多く
の人の手で完成された
クリニックになっていくのは

とても感動的でしたし、まだ不馴れでありながらも、お客さまに「素敵に
デザインしてくれてありがとう」と言って頂けたことが何よりも嬉しかったです。

　また私は、イメージパースの担当をさせて頂くことも多く、今のトレンド
の事なども含め、個人的にも楽しく学ばせて頂いております。
　日々 、仕事の中で充実を感じると共に、反省点やまだまだ学ばなけれ
ばならない点がたくさんあることも実感した2年目。只々楽しかった1年目
に比べると、見えてきた部分がある分、焦りや戸惑いもありますが、ひとつ
ひとつ丁寧に学んでいきたいと思っています。
　来年の今頃は今よりもさらに胸を張っていられるように、今後も精一杯
努めて参りますので、よろしくお願い申し上げます。

烏 野   舞

　今年6月から設計部
のアシスタントとして勤務
させて頂いております。

　以前、出産前には住宅
メーカーに勤務させて
頂いており、その後、主に
住宅のカーテンなどの
インテリアプランナーの
仕事をしておりましたが、
ご縁があり、コンパスに
入社させて頂くことにな
りました。

　子育て期間のブランク
もあり、入社時はクリニッ

クのプランについては、診療科目ごとの考え方の違いや、動線や医療機
器の事など専門性が高く分からない事ばかりでしたが、社内の先輩方
に指導を頂きながら、少しずつ理解を深め、楽しく仕事をしております。

　今は、主に社内で内装などのインテリアコーディネートの提案資料や、
着工図面の作成などを中心に業務をさせて頂いておりますが、表装
替えのご相談などがあれば、直接お伺いしてお話を聞かせて頂ける
ように、今後さらに成長していきたいと思っております。
　これからも日々 勉強し、より良い仕事ができるよう頑張ってまいります。
今後ともよろしくお願い致します。

早野  由美子

設計スタッフ

いおろい からすの かわとこ
　今年も早いもので、年
末のご挨拶をさせて頂く
時期となりました。
　私は、ご相談初期に担
当者がお客さまと打ち合
わせた内容をもとに、空
間をゾーニングし、打合
せ内容の詳細をイメージ
しながらご提案図面案
を作成させて頂いており
ます。

　相談初期では、建物
構造や、インフラ環境など
定まらない条件もあり、

“仮定する難しさ”もありますが、先生方のファーストインプレッションとなる
図面ですので、充実感を持って、携わらせて頂いております。“ご要望を
ゾーニングする”“仮定する”“イメージする”成果物（設計図）をご覧頂き、
先生方の想いに合致して、喜んで頂けた時の嬉しさはひとしおです。

　また私は、これからご開業を考えておられる先生方の図面をセカ
ンドオピニオンとして、アドバイスやご提案をさせて頂く業務もさせて頂
いております。もしお知り合いの先生方で、遠方、指定業者さんなどの
ご事情で、図面の添削のご依頼があれば、ご相談ください。
　来年も何卒よろしくお願い致します。

小 川  高 志 　昨年の春に入社させて
頂き、１年半が過ぎました。
今年は、上司のアドバイ
スを受けながら、設計担
当者として、お打合せを
進めさせて頂き、ご開院
のお手伝いをさせて頂い
たクリニックもいくつかで
きました。

　いつも先生方のご開業
への想い、クリニックへの
想いに押されるように、エネ
ルギーを頂きながら、設計
をさせて頂いております。

　打合せの初期段階にご希望を伺いながら計画させて頂いたプラン
に、さらに追加の要望を頂きながら、プランがより具体的に先生方の
想いのカタチに近づいていく経過の段階をワクワクしながら、一方で、
もっと自分自身がクリニックのことを知り、先生方の想いを知り、120%
の想いを受け取ることができるようになれば、もっともっと素敵なクリ
ニックができるかも…という向上心も生まれてきます。

　これからもたくさんのご希望を叶えられるよう技術を磨き、アイデア
が出せるよう努力していきたいと思います。

川 床  亮 子

　はじめまして、10月より
設計担当として入社させ
て頂いた安原と申します。
　前職までは建築士とし
てかれこれ10年以上に
わたり、新築や改修工事
のプロジェクトに携わらせ
て頂いておりました。

　公共施設やマンション
等とともに、医療施設
（クリニック）の設計をさせ
て頂く機会もあり、施設
に関わる人（先生・スタッ
フさま、患者さま）の多さ、

診療科目ごとの専門性や各々の医療機器の特徴等…それらをふまえた
上での動線効率や設備計画という技術的な面での難しさと、来院さ
れる方々に、安心してお使い頂けるように、心身共に健康になって頂け
るようにという先生方の“想い”に触れることができました。

　そんな医療分野の“難しさと面白さ”を感じ、これを専門にやってみた
いと思っていたところ、良縁に恵まれ入社することになりました。
　ただの高性能でお洒落な“箱”ではなく、ホスピタリティーに溢れる
想いの詰まった、そんな“うつわ”づくりを、皆さまとご一緒させて頂け
ればと思っております。よろしくお願い申し上げます。

安 原  大 輔
主任

　本年も大変にお世話
になりました。いろいろな
方 と々ご縁を頂けました
ことを心よりお礼を申し上
げます。今年も大切な人
と出会えた一年だったと
感じております。

　私は戸建部門を担当
させて頂いておりますの
で、お客さま方とのお打
合せの期間も長く、先生
方やスタッフの方々から
様々なお話を伺い、医療
への想い、地域への想い

をお聞かせ頂くことができます。我々が計画をさせて頂く建物・クリニック
には、その“大切にする何か”が込められているのだ。ということを、案件
を重ねるたびに強く実感致します。

　そこで、私のすべき事は、建物の設計をさせて頂く中で、自分自身
の自己研鑽する事はもとより、設計～施工～完成に至るまでに関わっ
て頂ける人 を々大切にし、先生方の想いを伝えることだと感じておりま
す。設計図書のみでは表現できない物は必ずあると思います。それら
を関わる人々に伝えられるようこれからも努力していきたいと考えており
ます。来年もどうぞよろしくお願い致します。

北村 オサユキ

弊社では、これまでに直接設計施工のお仕事をご依頼頂いた
ドクターの他にも下記のようなドクターにもご相談を頂いて
おります。

●開業地域（地方）に医療専門の設計施工業者がいらっしゃ
らないドクター

●他社の設計で打ち合わせを進めているが、レイアウト等に
行き詰っているドクター

●建物に指定業者があるため、設計コンペなどで競合比較
ができないドクター

このようなご相談にお応えする
ために、他社図面の添削診断を
行うセカンドオピニオンを通じた
アドバイス業務も有料で行って
います。

もしお知り合いのドクターがいら
っしゃったら、お声掛けください。

クリニック設計の
セカンドオピニオンのご案内

http://compass-con.com
詳しくはこちらから

クリニック設計のセカンドオピニオン 検索
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建築スタッフ

建物を使っていくと汚れや経年劣化も生じてくることがあります。
また状況の変化によって改善したいことも考えられます。
そんな時はコンパスがすぐに駆けつけ対応しますので、些細なことでもご連絡ください。
いつまでも患者さまとスタッフさまにとって使い易く清潔なクリニックをサポートさせていただきます。 

アフターメンテナンスもお気軽にご相談ください!

その他、目的に応じたリフォームもお任せください！ 

リフォーム部もできました 

メンテナンスサポートの一例 メンテナンスサポートの一例 
●各室の表装材貼替え（壁紙・床材・塗替）
●各室の床汚れの剥離及びコーティング
●排水管の高圧洗浄
●待合ソファの表生地貼替え・クリーニング
●空調室内機の洗浄
●建具金物の交換
●消防設備（誘導灯、非常照明）のバッテリー交換
●看板、サインの色あせ（シート替）、灯見交換（LED）
　etc 

●収納棚の取付
●掲示板やマグネット鋼板の取付
●ネットワークカメラの取付
●間仕切りカーテン取替や追加及びレール工事
●耐水パネル貼り
●LED照明器具の取替
●電気温水器の取付け
●サイン工事(表記変更など)
●医療機器増設に伴うLAN増設　etc

改善改良サポートの一例 

酒 井  繁 兼
課長

　今年も1年間様々な先生のご開業のお手伝いをさせて頂き、ありがとうございました。　

　今年は年始から名古屋の物件に関わらせて頂きました。東京での仕事は昔させて頂いたことが
あるのですが、私自身、名古屋でのお仕事は初めてでした。建築工事・設備工事とも弊社の協力業者
さんの関係先である名古屋の業者にお願いすることができました。ともに現場をつくった業者さんに
も恵まれ、すばらしいクリニックと薬局の開業のお手伝いをさせて頂きました。今年はコンパスが東京
オフィスを開設したので、来年は関西以外のクリニックのお仕事を、新旧の協力業者と共に頑張って
いきたいと思っています。

　また、私がコンパスに入社してから10年以上経ったので、開業をお手伝いさせて頂いた先生
から、クリニックのメンテナンスやリニューアルのご相談が増えてきました。特にエアコンのような設備
機器は、１０年を目安に内部洗浄や不具合による修理等が増えていきます。床の汚れも、ワックスの
剥離まで行うしっかりとした清掃をおすすめしています。私自身、１０年以上先生方とご関係が続け
られている事を、非常に嬉しく思っています。いつまでもきれいに使って頂いてもらえるよう、ご相談を
承った際には色 と々ご提案させて頂きますので、これからもお付き合いの程よろしくお願い致します。

三 林  王 明
係長

　今年も数多くの物件に携わらせて頂きありがとうございました。

　本年度は弊社の母体であります近畿総合装飾の創業50年の節目の年でした。
　5月に弊社を新旧の長きにわたり支えてきて頂いた方々約270名を招いて周年パーティーを開催
させて頂きました。日常業務でお世話になっております協力業者さま、メーカーさま、職人の方々以外
にも会社の草創期を支えて頂いたOB、社員ご家族の方にもご出席頂きとても華やかな雰囲気の
中、パーティーを進める事が出来ました。

　式典を通じ、改めて今ある会社の姿は私達だけで築き上げたものではなく、多くの諸先輩方や関係
各位につくって頂いた信頼関係や実績の基に成り立っている事を気づかせて頂く良い機会になり
ました。

　新しいメンバーも増える中、来年以降も弊社の強みや良さは継続して活かしつつ、改善すべき
点は修正を図り、お客さまに選んで頂ける会社を目指してスタッフ全員で良い方向に進んでいければ
と思います。
　本年もありがとうございました。来年も引き続きよろしくお願い致します。

　昨年建築の世界に飛びこみ、今年で入社2年目を迎えることができました。

　今年は、少しずつですが先輩にフォローをして頂きながら、自分自身が前に立って、お客さま、協力
業者さまとの打ち合わせや新装・改装を工事に携わらせて頂く機会が増えてきて、毎日新しい経験が
でき、とても充実した1年間になりました。

　昨年までは、上司の後ろについて行っていたのが、一人で現場に立ち判断をしてく上で、壁に
ぶつかることもありましたが、周囲の方々に教えて頂きながら、成長することができました。ありがとう
ございました。

　来年は今年よりも、お客さま、協力業者さまと関わることができるよう、その「繋がり」を大切にして、
この人に依頼して、一緒に仕事をして良かったと言って頂けるような人財に成長するという気持ちを
忘れずに、日々 勉強、経験を積み重ねて参ります。
　本年もありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願い致します。

石 井  武 志

　本年は例年にも増し
て、先生方、スタッフの
方々、各協力業者さん
から学ばせて頂く事が
多い一年となりました。

　私自身が建築業界に
携わり26年、改めて、お
客さまにご説明し、お伝
えすることの大切さ、また
協力業者さんに伝えて
いくことの大切さ、図面は
もちろんですがコミュニ
ケーションの一つひとつが
本当に大切であり、私の

施工管理という立場でのコミュニケーションがその発信、受け入れ先と
して、本当に重要なポジションであることを実感させて頂くことができた、
学びも多く反省も多い1年になりました。
　これからも、先生方、スタッフの方々、各協力業者さんとの関係性・
コミュニケーションを今まで以上に大切にし、お客さまの想いがカタチと
なる現場づくりを目指して、精進してまいります。

　私事ではありますが、今年42歳にして初めて女の子を授かりました。
名前を陽（はる）と言います。妻（旧姓:小原典子）も産休を頂いている
中でありますので、この場をお借りしご報告させて頂きます。来年も何卒
よろしくお願い致します。

中 村  義 輝 　今年も新築戸建工
事、テナント工事と多くの
物件に、施工担当者とし
て携わらせて頂き、あり
がとうございました。

　1年を振り返り、お客
さまをはじめ、プロジェクト
に関係する方々のご協
力はもとより、工事に携
わって頂いた協力会社
さん、職人さんのご協力
のお陰で、お客さま方に
喜んで頂くことのできる
品質の高い施工が出来

たと感謝しております。私は主に新築戸建案件の施工管理させて
頂いておりますが、安全第一はもとより、何年経ってもお客さまや、
地域の人々に喜んで頂ける建物・クリニックづくりを、これからも協力
業者さん、職方さんと一丸となって来年も変わらず邁進していきたい
と思っておりますので、よろしくお願い致します。

松 岡  秀 治
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