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2017年の振り返りと来年に向けて 

                      代表取締役 

 今年も残念ながら大手企業（日産自動車・神戸製鋼等）による不正が目立つ年でした。日本の品質 

に？の時代が到来するのでしょうか。経済の変化によるコスト競争力がより求められ厳しい時代の流 

れでしょうか？人手不足でしょうか？ 

それも事実あると思いますが、これらの不正は最近ではなく数十年前から行われています。今一度、 

品質に対する考え方を改めることが必要なのかもしれません。当社としては引き続き①安全②水質 

③品質をテーマに気を緩めることなくコンプライアンス違反をしない体制を構築していきます。 

 当社は今年「変革」をテーマに社目標を設定して邁進して参りました。変革は挑戦でもあります。 

特に間接部門の「攻め」の姿勢をテーマにして邁進してきた結果が来年以降に必ずでてくることを確 

信しています。新規顧客に対しては少し残念な結果でありますが異業種の新規案件は過去に比べ格段 

に増えています。これは営業活動を「攻め」の姿勢で実施した結果だと思います。次はその案件を受 

注に向けて進めるためにより小回りの利いた対応、そして一番重要なコスト低減を可能にするための 

製造部門の変革が求められます。 

生産性向上を来年からさらに本気で取り組む必要があると考えています。その為、当社は来年も変革 

ということで「続・変革」をテーマにして継続重視で進めていきます。 

変革とは改善ではありません。変革とは物事を変えて新しくすることです。勿論、改善（現状肯定の 

観点から改良すること）も重要であり引き続き進めて頂きますが構内のレイアウト変更、自動化等を 

来年は協議し検討して計画を立てて進めていきたいと思います。 

 そして今年は人材教育にも力を入れました。内部・外部研修に多数の方が受講しています。そこで 

得た知識を必ず復習し失敗を恐れず来年、積極的に実行に移して実績を積み上げてください。何度も 

言ってきましたが失敗してもそれを反省して糧にして成長し更に一歩と進めていくことが大事です。 

 もう一つ、来年１月には当社初の出展ＯＴＥＸ２０１８が控えています。若手社員達がチームをつ 

くり試行錯誤しながら積極的に提案を出し合い出展を成功させようと一生懸命取り組んでくれている 

ことに感謝しています。本番では、それが無駄にならないよう当社を積極的にＰＲしてきます。この 

出展についても当社になかった「攻め」という変革です。 

 今年は変革に向けて沢山のことに取り組みました。その意味で慌ただしい１年間だったと思います 

が来年も「続・変革」に向けて皆様のより一層のご協力をお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、皆様とご家族様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。 

                       

        ２０１７年 １２月 吉日 
続・変革 

会 社 方 針 

10月全体朝礼にて 
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今年一年の振り返りと来年に向けて 次長 Ｋ・Ｋ 

 「もう今年を振り返る時期がきたのか。なんでこんなに早いんだ！」正直、そんな気持ちです。いろいろな 

ことがあり過ぎて、何をどう整理して書けば良いのか。 

 昨年末と本年始に会長（当時は社長でした）と社長（当時は専務でした）が今年の目標、期待、注意事項に 

ついてお話をされておられたのが、ついこの前のように思えてなりません。当時、私は業務課の責任者でした 

ので、そのお話の中の「攻めの営業」という言葉に、特に敏感に聞き入ってきました。「攻めの営業」は、 

２０１７年度の改善計画書でも重要な課題として捉えていましたので、「新規の案件を一つでも多く受注に結 

びつけたい」と、今までにないほど強く心に思って決意を新たにしましたし、その思いは今でも変わっていま 

せん。しかしながら、どんなに強く心で思っていても、気持ちを持っていても、今までと同じようなことを繰 

り返していては何も始まりません。そこで、特に見積もりについて、今までにないほどの見直しを実施したと 

ころ、今まで以上に競争力を発揮し、重要な案件を受注に繋げることができました。新規の受注を得るという 

ことは業種に関係なく、本当に嬉しいものです。来年も各部署と連携し、一つでも多く受注したいと思います。 

 そして今年は４月に大きな社内体制の変更が実施されました。就任式では社長が会長に、専務が社長に、経 

理担当のＭ・Ｆさんが取締役にそれぞれ就任されました。新体制で臨む初年度です。厳しい新社長、取締役 

の下、従業員全員が気持ちを新たにし、一致団結して目標に向かって邁進することを誓いました。この時、会 

長も少しほっとしたご様子で座っておられたのを覚えています。しかし、それからしばらくして会長の体調が 

優れず、お休みされることが多くなり、入院されたとお聞きし、皆で心配していた最中、社長より悲しいお話 

がありました。 

１０月１１日 会長が永眠されました。 

誰に対しても優しく、人情味があり、誰からも愛されていた会長。 

こんなに早くお別れしなければならないとは夢にも思っていませんでした。悔しいです。悲しいです。今でも 

社長室に入れば、会長にお会いできるような、そんな気がしてなりません。 

でも、いつまでも悲しんでいては会長も安心できないことでしょう。 

来年も全従業員が一致団結して一生懸命頑張りますので、会長と奥様に天国から微笑みながら見守って頂きた 

いと思います。 

タイムレコーダーの変更 

取締役 Ｍ・Ｆ 

 この１０月よりタイムレコーダーを新しくして社員の皆さんにはタイムカードからＩＣカードへ 

変更していただきました。これは昨年からの経理システムの変更に伴い給与計算も自計化の一つと 

して取り組むことにした為です。 

 メリットは経費削減、事務処理の簡略化、そして今まで社労士さんにお願いしていたことが自社 

でもできるようになるのでフレキシブルな対応が可能になることです。と、少しかっこ良さ気に書 

いてみましたが、今は試験段階で来年の１月からの自社での始動を目指しています。今現在（１１ 

月）記入している年末調整関係の書類も用紙自体は変わりませんが来年からは記入が簡単になる予 

定です。監査士の方に教えていただきながらより便利な使い方を模索していきたいと思います。 

弊社 取締役会長のお別れの会に 

際しましては ご多用にも拘わりませず  

遠路わざわざご会葬を賜り 

またご丁重なるご厚志を頂きまして 

誠にありがとうございました 

深く感謝を申し上げますとともに 

今後も変わらぬご指導 ご鞭撻を賜りますよう 

よろしくお願い申し上げます 

 

        代表取締役 



チャレンジ！ 業務課 課長 Ｈ・Ｕ 

 ４月「変革」をテーマに新体制スタート、瞬く間に８ケ月が過ぎ年末となりました。皆さんは 

８ヶ月間をどのように意識し又、感じられたでしょうか？結果はどうであれ 

「自分の意思・意見をはっきり言い提案・行動する人」 

「思いはあるが踏み出し切れず提案・行動まで至らなかった人」 

「皆の目には触れるのは苦手、でも自分なりに考え行動している人」 

「あまり意識してなかった人」……その他 

色んな人が居て又、それが普通の事だと思います。 

ただ動いてみないと結果は見えない、良ければ伸ばし、そうでなければ見方、考え方を変えクリ 

アしていけばそれも自分の成長の為の積み重ねとなります。 

【前向きな事での失敗は責めも怒りもしない】…内海工業 代表談 

せっかくの言葉に甘えるわけではないけれどもっとチャレンジしてみませんか！初めての試み誰 

でも不安、失敗はつきもの、しかし結果成果につながる事なら、行動する意欲が「変革」に結び 

つく要素です。 

 ２０１７年いろんな事がありました。モチベーション高くスタートし資格取得・教育について 

もかつてないほどの充実、社内製品の立ち上げと意気揚々の中、会長逝去と大変悲しく辛い事も 

ありましたが会長は内海工業が社員一人一人が発展繁栄する事を見守ってくれてると思います。 

私は内海工業は変わってきていると思います。又、常に変革の意識は持ち続けていく事を心掛け 

たいと思います。 

 ２０１８年は今年以上に変わったなと「全社員」で思いたいです。 

２０１７年の振り返りと新年に向けて 品質管理課 課長 Ｙ・Ｎ 

 ２０１７年は変革の年ということで様々な事に挑戦してきました。品質管理課では新しい３次 

元スキャナーも導入しました。他には特に教育に注力した年でもありました。以前にも言ったこ 

とがありますが、品質管理は人質管理という言葉があります。品質を良くするにはそこで働く人 

の質を良くする、その為に教育に注力してきました。世間では２０１７年は日本のモノ作りの信 

頼を揺るがす大手メーカーによる品質問題がありました。原因は様々でしょうが、あれだけ大き 

なメーカーであれば今回のような事が起きないような決まりや仕組みがあったはずです。それで 

も起きたという事は、最後はそこに働く人であり、規模にかかわらず会社で最も貴重な財産も人 

なのだということを改めて思いました。２０１８年も社員一同力を合わせて、改革を進めていき、 

亡き会長に恥ずかしくない内海工業を造っていきましょう。 

ほんとうの宝物は 製造課 課長 岡本 秋夫 

 ２０１７年今年はいろいろとあった一年間でした。まずは、例年並みの新年を迎え気持ちも新 

たにスタートを切りました。昨年出来なかった事などを重点に取り組む１年にしよう！そして今 

年の暮れには達成感あふれる１年だったなぁと思う様に…と進めてきましたが… 

 ４月から会社も新体制となり、係長だった自分が「製造課長」という役職への昇進、これまで 

以上に責任感を持って職務にあたる様に努力し、部下を持っている事を常に忘れず誰からも慕わ 

れる様自分を目指していましたが…思いとは裏腹に、ホントみなさんどう思ってんかな？(笑) 

 仕事内容、仕事量と同様にしっかりした可愛い部下も増えより一層今後精進したいと思ってい 

ます。それに今年は何よりも自分の体調も崩してしまい入院、先行き不安なスタートになりまし 

たが来年に向けて少しずつ取り組み土台が出来ていると感じています。 

 今年は変革、決してあきらめたりせず出来る事からコツコツとそして来年も「続変革」。今年 

よりも進歩ある１年となる様、自分も含め会社全体で取り組んでいきたいと思っております。 

 皆様と一緒に、最後に「ご安全に」 
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 ＯＴＥＸ出展を承認いただいてから早一年が 

経とうとしています。自社製品開発の一つの目 

標として出展を目指すために社長にお願いして 

承認していただいたこと感謝しております。 

有難うございます。出るからには内海工業をし 

っかりＰＲして１社でも多くの新規顧客開拓に 

繋げたいとメンバー全員で奮闘しております。 

至らない点も多くなかなか思うように進まない 

こともありますが、全社員の力を借りれば必ず 

乗り越えられます。臨機応変な協力をお願いす 

ることになるかもしれませんが対応をお願いし 

ます。 

 さて残り時間も少なくなってきた中で出来る 

ことが限られてきました。しっかりと内容を詰 

めて当日上長に恥をかかせないように又自分達 

自身も後悔しないように進めたいと思います。  

業務課 主任 Ｙ・Ｎ 業務課 生産管理班 主任 Ｈ・Ｍ 

 １０月末に出展者説明会に参加し、出展準備も 

本格に開始してきました。公式ガイドブックの内 

容登録・レイアウト・各種申請等決めないといけ 

ない項目がたくさんありました。初めての事にな 

りますのでどうすればいいかわかりませんでした 

が、みんなで意見を出し合い決めていっています。 

まだまだ細部まで決めきれていない内容や準備を 

しないといけない事がたくさん残っていますが、 

全員で分担して展示会に間に合うように進めてい 

きます。 

 出展することが目的でなく、出展して内海工業 

をアピールすることが目標となります。そのため 

にできる事を精一杯頑張ろうと思います。会社の 

皆様には御協力をお願いする事があると思います 

ので、その際はよろしくお願い致します。 

 前号でもお伝えした通り、内海工業のホームページがリニューアルされました。そしてそれに併せて１０ 

月にFacebookも開設しました。ＨＰは会社の設備や商品紹介といった基本的な情報を載せ、ＦＢでは日々の 

活動の発信を目的としています。ＦＢは、全世界の人達と繋がれるツールです。内海工業広報担当として週 

に１度以上の更新を目指しています。ＦＢを更新して何か変わる訳ではありませんが、更新し続けることが 

未来を変えていくと信じて、毎日ネタを探しています。業務課の私は基本的に事務所にいるので、現場の方 

が汗をかいて作った製品や改善もあまり身近ではありません。しかしネタを探す気持ちで現場を見れば社員 

の皆様が日々頑張っている結晶があちらこちらに落ちています。私はそれを拾い、世の中へ発信していくの 

が使命だと思っています。今後も、何かネタなーい？と尋ねる事も多々あると思いますが、何卒ご協力をよ 

ろしくお願いします。それから、更新した記事には皆様ぜひイイね！を押してやってください。 

ホームページリニューアルとFacebook開設 

業務課 Ｒ・Ｙ 

開催日 2018年１月17日（水）10:00～17:00 

             １月18日（木）10:00～16:30 

会場    コンベックス岡山(岡山市北区大内田675) 

                        ぜひご来場ください！ 

内海工業 Facebook 

12月某日、超晴れの日、深山公園へ歩きに行きました。 

今まで結構運動もしてたので足腰には自信があったのですが、 

駐車場から最初の階段３段目位で太ももに違和感が… 

あれ、あれ、あれ…はぁはぁ…なんと息切れまで… 

数か月無精をするとこうも衰えるモノなのか(TдT) 

とはいえ冬の冷たい空気の中、山間の遊歩道を 

トロトロでも歩くとなんと気持ちの良いことだ！ 

すれ違う老若男女の軽快な歩行にも目を奪われながら 

景色も満喫しマイナスイオンを補給し 

日頃のストレス(無いけど)緩和にもなったと思います。 

森林浴って結構良いものだと耳にしますが 

昨今では科学的にも証明されているようですよ。 

大人気連載❤  みゆ散歩♪ 

いつもご愛読 

ありがとう 

ございます 
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 私たちが日常「鉄」と一括りに呼んでいるものは、正しくは鉄ではなく「鋼」です。今回、私が予てより 

希望していた鋼材勉強会を㈱メタルワン菱和様にお願いして開催していただきました。講師のＭ様は笑顔 

の素敵な方で、滑らかな口調で鉄(鋼)の作り方や種類、世界と日本の生産状況などを説明してくださいまし 

た。鉄・Ironはそのままでは固くて脆いので、柔らかくて伸びやすい鋼・Steelに変え、日常のあらゆる場 

面で使用されています。現在中国の粗鋼生産量が抜きんでており、それでも日本は二位の生産量を誇ってい 

ます。そして各高炉メーカーも年間何十億もかけてより良い素材の開発に励んでいるそうです。 

 １時間あっという間の勉強会でした。その道のプロの方は、やはり多弁でお話を聞くだけでおもしろいで 

す。今後もさらに深く勉強したいと思いました。このような機会を頂き、ありがとうございました。 

業務課 Ｒ・Ｙ 

製造課 １班 班長 Ｈ・Ｍ 

 日々の作業の中で、いつも何気に使用し、生産をしている製品にも、それぞれに部番や名称があります。 

それと同じくそれぞれには用途や加工方法等に応じて様々な「材質」があります。８月１１日にメタルワン 

さんが来訪され講習をして頂きました。分かりやすい資料を作成して下さっており、それを手元に講師の方 

が進めて下さいました。講習中、全く眠くなる事がありませんでした。(笑)…というのも講師をして下さっ 

た方がとても面白く内容を説明して下さる方で、笑いもある勉強会だったと思います。今回そういった機会 

で得られた知識を、これからも現場に携わる中で生かしていきたいと思います。笑いも混じえながらの勉強 

会。学んだ事を実りあるものにしたいと思っています。 

めっき技能試験合格の思い出 製造課 ６班 Ｔ・Ｒ 

 今年８月２８日めっき技能試験見事合格しました。１０期生Ｔ・Ｒと申します。この内海ニュースと 

いう場でご挨拶できることをたいへん嬉しく思います。また同時に身の引き締まる思いです。めっきに 

関しては経験が無く上司先輩方にご指導いただきながら職務に従事しております。 

 めっきという仕事は初めてで戸惑う事わからない事が多く不安な気持ちでいっぱいでしたが６班の 

方々に支えてもらいながら毎日が勉強の日です。 

 まだまだ分からない事が多々あり皆様に迷惑をかける事があると思いますが御指導の程よろしくお願 

い致します。 

スペースあまったから小ネタ！のコーナー 

もうすぐお正月♪初詣に行かれる方も多いと思います。初詣に欠かせないのがおみくじ！ 

今日はおみくじについてのちょっとした豆知識をお知らせします♪ 

 

①おみくじは結ぶ？それとも持って帰る？？ 

  調べたところ、両方正解のようです。 

  境内の木に結んでもいいし、財布にキレイにしまって持って帰ってもよいそうです。 

②おみくじの順位って…？？ 

  神社仏閣によって変わることもありますが、 

  一般的には 大吉・吉・中吉・小吉・末吉・凶 の順番だそうです。 

 

お正月はおみくじをひいて、ぜひ神様からのメッセージを身近に感じてみてくださいね☆ 

（原文ママ） 
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内海工業２０１７年 年間ニュース 

１月  新商品開発・生産会議発足（１回/月） 

    ISO9001・ISO14001定期審査適合 

３月  新商品開発実動部隊ＢＦＳＭ(Beginner's First Step Meeting)発足 

    ３Ｄスキャナ型三次元測定機（VL-300）導入 

４月  新体制発足 

５月  プレス機械勉強会実施（講師：アイダエンジニアリング様） 

    社内床面ペンキ塗り替え 

６月  サーボプレス勉強会実施（講師：アマダ様） 

７月  親睦会主催恒例ビアガーデン 

８月  鋼材勉強会実施（講師:メタルワン菱和様） 

    ＯＴＥＸ２０１８出展決定 

９月  提案制度規定制定（新商品提案・改善提案に報奨金制度） 

    内海工業ゆるキャラ誕生 

10月  タイムレコーダーＩＣカード化 

    Facebook開設 

    会長永眠 

11月  会長お別れの会 

12月  忘年会 

    ホームページリニューアル 

    中国人技能実習生２名入社（11期生） 

その他、年間を通じて… 

・１月～１２月 外部研修及び資格取得推進（実績多数） 

・製造課３班流出不良０（2016年６月～2017年10月 １１月惜しくも発生） 

 時間の経つのは早いですね。三年間の研修生活がそろそろ終わります。 

私2015年２月24日内海工業から日本に来て研修生活を始まりました。色々 

な事を勉強しました。本当に楽しかったです。最初実習や生活は右も左も 

わかりませんでした。周りの友だち、生産技術の皆さんから色々関心をし 

ていただきました。皆さんのおかげで日本での日々が充実していきました。 

たくさんの思い出ができました。皆さんと一緒に食事をしたりカラオケを 

したりしてとても楽しかったです。 

 ３年の日本研修生活を体験した私は最も幸せです。日本の研修時間は３ 

年だけですけど私の一生に役に立ちます。長い間本当にお世話になりまし 

た。どうもありがとうございました。 

皆さんお元気に。 

８期生帰国 ３年間を振り返って… 

製造課 ６班 Ｔ・Ｋ 

製造課 ６班 Ｋ・Ｔ 

 私はＫ・Ｔです。私は平成２７年１月のとき日本へ来ました。 

もうすぐ３年近く過ぎるのですね。日本へ来る前には日本はどん 

な国かわかりませんでした。中国で日本語の勉強をするとき、先生に聞 

いた。先生は日本は静かな国です。来る前は楽しみにしていました。私 

は静かな地方が好きですから。日本へ来たら日本語の勉強をするとき先 

生の言う事は本当でした。日本は本当に静かな国です。日本へ来たら日 

本の生活習慣にはすぐ慣れました。工場には私と同じ地方の人がいるで 

す。わからない事があるとき私は先輩に聞いて、先輩は全部教えてくれ 

ました。親切な先輩でした。この３年間は色々な事があった。同じ社員 

と上司と社長はみなさん全部親切なひとです。この３年間は色々お世話 

になりました。ありがとうございました。 

（原文ママ） 

（原文ママ） 
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 初めまして。７月から製造課６班に入社いたしましたＭ・Ｋ 

と申します。研修期間も長いようであっという間に終わり、内 

海工業の社員の一員になれた事にホッとしています。しかし、 

まだスタートラインに立ったばかりです。 

 仕事に関しましては皆さんに一から教えて頂くことばかりで 

す。まだまだわからないことばかりで何かとご迷惑をおかけす 

るかと思いますが、とにかく一日でも早く仕事を覚えられるよ 

うがんばりますので、ご指導のほど宜しくお願いします。 

製造課 ６班 Ｍ・Ｋ 

業務課 生産技術班 Ｔ・Ｓ 

業務課 出荷班 Ｓ・Ｙ 

 早いもので入社して３ヶ月となりました。 

毎日が新しい出来事との遭遇なので、やりがいも有り、あっと 

いう間でした。 

全体朝礼で挨拶はさせて頂きましたが、簡単に自己紹介をさせ 

て頂きたいと思います。 

 私は、高梁市で生まれ育ちました。職歴は製造業で約１１年、 

円筒鋳鉄やラップ工程、自動車バルブ製造、プラスチック射出 

成型等経験しております。その後は電気工事業ですが、皆様が 

想像されている一般家庭の電気工事ではなく、プラント内の防 

爆電気工事を経験しました。 

 趣味は昔モータースポーツをやっていましたが、今は観戦の 

みです。野球も観ます。昔からの広島ファンです。格闘技も好 

きです。昔は空手をやっておりました。最近では自転車にはま 

っています。年に何回かレースにも参加します。 

 簡単ではありますが、自己紹介をさせて頂きました。日々精 

進して当社の戦力に一日でも早くなれるよう頑張りますので宜 

しくお願い致します。 

 このたび１０月１６日から入社させていただきました、 

Ｓ・Ｙです。年齢は２２歳です。前職は運送業をしており工業 

系の仕事は初めてとなります。ですので分からない事だらけで 

すが一日でも早く内海工業の力となれるようにがんばりますの 

でよろしくお願いします。趣味はフットサルやバンドのライブ 

に行く事や古着屋を巡ったりです。他にもスポーツ観戦やゲー 

ムをしたりマンガを読んだりと会話の種は多く持っている方だ 

と思いますので機会があれば、プライベートの話などもできた 

ら嬉しく思います。以前先輩達に誘われフットサルにも参加さ 

せていただきました。これからもこのように関われる機会があ 

ればできるだけ参加しみなさんに覚えてもらえたらと思います。 

よろしくお願いします。 
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 皆様忘年会お疲れ様でした。お忙しい中、忘年会 

を企画・進行してくださった生産技術班の皆様本当 

にありがとうございました。鷲羽ハイランドホテル 

のお料理もとても美味しく、普段話したことのない 

皆様ともゆっくり話せてとても楽しかったです。こ 

ういった場は他部署の方などと仕事とは関係のない 

話を聞いたり、しゃべったりするいわば、社内の方 

達とのコミュニケーションをする場面でとても大切 

なんじゃないかと思います。この素晴らしい会で来 

年の鋭気を養うことができましたので、来年からま 

た新たな気持ちで、日々の業務にあたっていきます。 

 来年もどうか皆様宜しくお願い致します。 

品質管理課 Ｙ・Ｋ 

製造課 １班 Ｔ・Ｏ 

 今年の３月に内海工業に入社してから二度目の親睦会、初めての 

忘年会でした。夏のビアガーデンにも参加させていただき、前回同 

様、日頃はなかなか関わる事の少ない他の班の皆さんと楽しい時間 

を過ごせました。また、社長の貴重なサンタクロース姿も見れて最 

後まで楽しい会でした。幹事を務めてくださった生技班の皆さん、 

ありがとうございました。 

 今年も残すところあと少しです。しっかりとルービックキューブ 

で頭の回転を速くして効率を良くし、良い新年を迎えられるよう今 

年も最後まで全力で頑張ります！ 

 １２月２日に、2017年内海工業親睦会の忘年会が、 

鷲羽ハイランドホテルで開かれました。今年は生技班 

が幹事を担当して、夏ごろから会場を何処にするかを 

考えて、料理・会場を選び決定しました。９月末に予 

約を入れると、ギリギリで予約ができ、１０月に予約 

を入れると会場を取れなかったと思いました。良かっ 

たです。 

 今回は余興はなにも、考えてはいませんでしたが、 

サプライズで、社長がサンタクロースの格好で登場し 

てビックリでした。みんなにプレゼントをくださって 

ありがとうございました。皆さん有意義な時間を過ご 

せたと思います。たくさんの人が参加してくださって 

ありがとうございました。 

業務課 生産技術班 班長 Ｍ・Ｉ 

忘れられる人だけが、前に進める説。 

社長サンタさんがくれた 

ルービックキューブ♪ 

 編集後記 

激動の一年が終わろうとしてい 

ます。今年は「変革」を合言葉 

に様々な事に挑戦した一年でし 

た。来年は更なる飛躍を求め、 

全社を挙げて挑戦し続ける一年 

にしたいですね。 

寒い日が続きますので、ご自愛 

ください。そしてよいお年をお 

迎えください。 

美声が聴こえる～♪ 


