
『信頼と協調 自然を愛し、人を愛し、仕事を愛する』 

２０１８年１２月２６日発行 
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会 社 方 針 

 ２０１８年も振り返ってみると残念ながら製造業だけに限りませんが大手企業等の不正が多発。 

勿論、明るい話題もたくさんありましたが責任者である私は、この不正が一番に浮かんできます。 

昨年も言いましたが当社は法令違反をしない体制を引き続き構築して「社員」「お客様」そして 

「協力会社様」に信頼して頂ける企業を目指します。 

 今年は災害も多い年で、温暖化の影響でしょうか？猛暑が続き豪雨に台風、そして地震大国では 

ありますが震度５強クラス以上の地震が４件、道府県に起こり大きな被害となりました。結果的に 

は想定外の状況が発生して被害が大きくなっているようです。ＢＣＰ（事業継続計画）の策定等、 

当社としても防災対策について改めて考えさせられた１年でした。 

 当社としては２０１８年、改善テーマ「続・変革」で社目標を策定し進めてきました。攻めの営 

業でＯＴＥＸ初出展、カードクリップを商品化してクラウドファンディングに挑戦し見事、大幅に 

目標額を達成！等、順調に進んでいる事業もありますが、他事業についての進捗は微妙な状況だっ 

たと感じます。そこで来年は一歩踏み出す勇気を持って取り組んでもらいたい思いで改善テーマを 

「実行」としました。失敗の反対は成功ですが、成功の反対は失敗ではなく「実行しないこと」だ 

ということを意識してください。何度でも繰返し言い続けますが実行して初めて失敗するのです。 

「成功は失敗の積み重ね」「失敗から学べ」実行する人は必ず成長するものと私は確信しています。 

実行力のある人は必ず、失敗の原因をさぐり次に活かし、成功への第一歩を進みます。チャレンジ 

することに抵抗感が少なからずあるとは思いますが皆さんが大小問わずミッションを一つ一つクリ 

アして成長することを今後も期待しています。 

 当社は２０１７年から変革をテーマにして２年間、事業を進めてきました。先程も述べたように 

進捗が微妙なところもありますが全体的には２年前と比べればよい方向に変化していると感じてい 

ます。営業面では特に変化してきて当社の認知度も向上し、攻めの営業が形となって表れてきてい 

ます。その影響でしょうか？岡山県産業振興財団からラジオ出演の依頼があり、他５社のすばらし 

い企業様と出演するとのことで恐縮しましたが「変革」「攻め」と言っている本人が断るわけにも 

いくまいとの思いでお受けし１１月２５日、ＲＳＫラジオの中四国ライブネット「あっ晴れ！おか 

やまのものづくり企業」に出演させていただきました。岡山県の製造業は素晴らしい企業が多く存 

在します。製造業はコスト競争力を向上させることが重要なのは言うまでもありません。しかし、 

製造業に限りませんが、来年以降も後継者不足による廃業、解散及び人手不足で技術の継承等、課 

題が山積みです。その中で当社として何ができるのか。それは今以上に協力することだと考えてい 

ます。協力会社様もすばらしい技術を持っています。お互いのシナジー効果を高めていき社員の幸 

福と岡山そして水島の発展に微力ながら貢献していきたいと思いますので来年も引き続き、金型設 

計製作・プレス加工からめっきまでの一貫生産を強みとして邁進していきましょう。 

 最後になりますが２０１９年５月に新天皇のご即位が予定され、平成も残り４ヶ月となります。 

平成最後の年末とお正月です。良いお年をお迎えください。 

皆様とご家族様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。 

                      ２０１８年１２月吉日 



      ❤似合う色をまとって、さらに輝く私になりたい❤      

パーソナルカラー診断って、ご存知ですか？ファッションや美容に敏感な女性なら一度は聞いたことがあるかも。要は、肌の色や 

瞳の色などで人を４つのグループに分類して、似合う色似合わない色を判定してくれる、というものです。これが今とても流行っ 

ているんです。お洋服にしろお化粧品にしろ、自分に似合うものを選びたいですよね。私は昔からベージュが苦手で、トレンチ 

コートを何回試着しても似合ったためしがなく、持っていませんでした。またオレンジの口紅は顔色が悪くなるので１８歳の時に 

買わないと決めてました。結果的に、私はブルーベースのウインタータイプなので、ベージュもオレンジも似合う色ではなかった 

のです！自分でなんとなくわかっていたんですね～。反対に私の勝負服は真っ赤なお洋服なのですが、赤は得意なカラーと診断さ 

れました。診断を受けてからは、似合わないカラーのお洋服やコスメは断舎利して、似合うものを選べるようになりました❤テレ 

ビや雑誌を見て「この女優さんこの色似合ってないな」なーんて勝手に診断しちゃったりすることも！身につけるものだけでな 

く、車やお部屋の内装も診断結果に応じたカラー選びをすると、いつもどんな時でも自分が映えるんですよ❤ 

パーソナルカラー診断、オススメですっ！ 
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２０１８年を振り返って 次長 Ｋ・Ｋ 

ＯＴＥＸ２０１９出展決定(^^)v 業務課 Ｍ・Ｏ 

 またまた年末がやってまいりました。本当に早いものですね。何がなんだかよく分からない間に 

時間だけはあっという間に過ぎていきます。子供の頃、こんなに早くは決して感じていなかったは 

ずなのですが、不思議です。皆さんはどう感じておられますでしょうか。 

 今年もいろんな出来事がありました。まず忘れてはならないのが真備地区を襲った大雨による大 

災害です。堤防が決壊するという、あってはならないことが起きてしまい、ニュース映像を見なが 

ら「これが本当に現実に起きていることなのか」と目を疑いました。この大災害によりたくさんの 

方々が亡くなられ、たくさんの方々が被災されました。９月になり、初めて現地を目の当たりにし 

た時、あまりの変わり果てた街並みに言葉が出ませんでした。 

「いったいどれ程の恐怖が襲ったのだろうか」と。 

心よりご冥福をお祈り申し上げますとともに、一日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。 

 さて、社内のことを思い起こしてみますと、ＯＴＥＸの初出展が大きく影響していることが分か 

ります。今まで思ってもみなかった業種のお客様から案件を頂き、営業の幅が広がったこと。出展 

したことで度胸がつき、次回出展に向けての意欲が湧いてきたこと。自社開発商品の販売に向け 

て、大きなステップとなったこと。来年も出展が決まり、現在準備中ですが、今年みたいに何とか 

良い感触を得たいと思っています。（二鶴堂さん、よろしくお願いしま～す！） 

 次に私が最近「いい感じに変わってきたな」と思うこと。それは改善提案が各課班から頻繁に提 

出されるようになったこと。どこにどんな改善ネタが有るのか。毎日繰り返される作業や見慣れた 

風景が“当たり前”だと思っていては、なかなか気付かないものです。あとほんの少し、改善意識 

を高めることで、隠れた改善ネタに気付くことが出来るかもしれません。どんな小さな改善提案で 

も構いません。もしかしたらその小さなネタがとてつもなく大きな改善効果を生み出すかも分かり 

ません。改善効果にもよりますが、皆さんも【社長賞】を狙ってみませんか。 

 今年は平成最後の年となることが決まっています。来年はどのような年号になるのでしょうか。 

どうか、平和で穏やかに過ごせる良い年になることを祈らずにはいられません。 

 ご存じの通り、ＯＴＥＸ２０１８では初出展と言うこともあり、あれも・これも・こんな事もと 

四苦八苦しながらも出来ることは何でもしてみました。その甲斐あり主催者側への関心も引き寄 

せ、新規顧客も少数ですが獲得に繋がりある意味大成功を収めたと言っても過言では無いように思 

います。そして２度目の出展決定！！出来ることなら前回を凌げるもの少しでも内海工業をアピー 

ルしたい・・これが展示会へ出展する意義だと私は思います。志は常に高く❢思いを一つにメン 

バーで会議を重ね本番に向け邁進しております。とはいえ前回とは違い主催者側からの期待やプ 

レッシャー・・全ては会社を思う私たちの思いをどう表現していくか！！前回が成功しているだけ 

に、なかなか思い廻らないのが現状です。しかし前回同様明るさと団結力で楽しいブースに出来る 

よう頑張ります。私たちだけではとても叶えられる事ではありません。是非皆さんの知恵とパワー 

を授けて頂き皆さんもＯＴＥＸ２０１９へ参加して内海工業を盛り上げて行きましょう。 

隙間を埋めるコーナー 



１月   ＯＴＥＸ２０１８初出展 

     ＩＳＯ9001：2015・ＩＳＯ14001：2015審査適合 

     中国人実習生８期生 帰国 

３月   生産性改善スタート（コンサルタント依頼） 

４月   新卒社員入社 

５月   駐輪場テント張り替え 

７月   第一駐車場ブロック塀設置 

     ＭＭＣ溶接認定承認 

     ＯＴＥＸ２０１９出展決定 

     中国人実習生９期生 帰国 

８月   中国人実習生１２期生 入社 

     内海ニュース２０号記念号発刊 

     恒例ビアガーデン開催 

９月   カードホルダー クラウドファンディングに挑戦 

     事務所レイアウト変更 

１０月  フォークリフト新車納入 

１１月  社長、ＲＳＫラジオに生出演 

１２月  業務課 Ｎ主任が係長に昇進 

 

１月～１２月     外部研修及び資格取得推進（実績多数） 
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２０１９年も継続で！！ 業務課 課長 Ｈ・Ｕ 

 ２０１８年個人的に思うのは１月の展示会から始まり現在に至ってもまだお客様からの 

案件に関われていること、また他出展企業と接点ができ情報交換、現在協力しあえる関係 

が生まれたこと、微力ではあるが社内開発品に関われたことなど個人的には２０１８年は 

充実した良い年であったと思えます。（あくまで自己判断ですが） 

 会社全体は続変革の年、良くも悪くも色々あります。それは変える為に動いた結果であ 

り今後に活かせる為の経験であり 資料 であると考えます。 

 経験・資料の実績は積み重ね、そしてその数が多い分だけ何かにぶつかった時の対処・ 

対策・手法も同様であり、また繰り返してはならない事の防壁にもなり得ます。 

 現在は結果を考えずと言っては語弊がありますがやってみなければ・動いてみなければ 

の精神でやるしかない。内海工業全体で！！ 

 今年一年動いた結果が全て出ているわけでもなくこの先どう出るかも分かりません。 

 空回りし、失敗して「でも今後の為になれば…」の結果が多くなったとしても２０１９ 

年この時期何もなかったなじゃなく、２０１８年同様、色んな事に携われたなと思い返せ 

るよう２０１９年も継続で！！ 

内海工業 ２０１８年 年間ニュース 

     年末豆知識 

年末が近づくとあちこちで流れるクラシックと言えば…そう、ベートーヴェンの交響曲第9番です。 

日本では親しみを込めて「第九」と呼ばれたりもします。なぜ日本で年末によく演奏されるようになっ 

たかと言うと、諸説あるのですが戦後の苦しい時代に楽団員の所謂モチ代を稼ぐため、出費がかさむ年 

末に演奏会をひらくようになったからと言われています。 

有名な合唱の部分は第四楽章です。歓喜の歌とも呼ばれています。この交響曲第9番を作曲した時、 

すでにベートーヴェンは耳が聴こえなくなっていたというから驚きです。 
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暮れもわずか 製造課 課長 Ａ・Ｏ 

 今年も早いもので暮れとなる。つい先日新年を迎えたように感じるが１年は本当に早いも 

のだと思うのは歳のせいもあるのだろうか？それぐらい忙しく日々を過ごせていることをま 

ず幸せ？に思う。まだまだ自分にはするべきこと、たくさんあるのだが未熟なところ勉強し 

ていかなければならないところ今後も少しずつ改善し信頼される自分を目指したいと思う。 

セクハラ、パワハラ、モラハラなどといった言葉も耳にするが自身も囁かれない様気を付け 

たいものである。私の管轄部署である製造課１班では今年の４月から生産性改善活動に取り 

組んでいるが、日々の生産もしながら初めての試みでもあり当初は苦悩もあったが日を追う 

ごとに、現場が少しずつ変化し班員全員の意識も高まってきている様に感じ、今後その中に 

自身も更なる飛躍をすると同時に製造課順送、３班への足掛かりとなる様に進める。まだ自 

分自身、見直していかなければならないところもたくさんありますが、日々「努力」、 

「進化」していける様、頑張ります。まずは今年もあとわずかとなったが良い締めくくりが 

出来る様、みなさまの健康・安全に気を付けていきます。 

 今年は生産数も徐々に増えてきて昨年に比べて忙しい１年でしたが、今年は、一昨年から 

始めた外部講習や内部講習を使った教育の成果が少しずつ出てきたと感じました。各部署で 

品質意識だけでなく様々な改善への取り組みが少しずつですが自発的に動きだしています。 

残念ながら社外、社内での不良発生数は、増えてしまいましたが、以前より全社での品質意 

識は高まっていると感じます。その成果の表れか、今年から始まった三菱日産共同での品質 

評価で当社は、最高評価を頂きました。当初受けた説明では最高評価は、なかなかならない 

との事でしたので、誇りを持っていいいと思います。ただ本当の実力が試されるのは、三菱 

自動車と日産自動車が提携した車が本格量産となる２０１９年からです。今まで以上により 

高品質でより低価格が求められます。 

品質意識と改善意識を持って、これからも少しずつでも前向きに取り組んでいきましょう。 

２０１８年の振り返りと新年に向けて 品質管理課 課長 Ｙ・Ｎ 

 この度は係長という大役を任せていただいたこと大変有難く感じております。同時にＦ社長や 

Ｋ次長、Ｕ課長からの期待を感じ、今まで以上のプレッシャーの中で質の高い仕事をしていか 

なければいけないと身の引き締まる思いです。 

 以前も内海ニュースで書いたかもしれませんが、私がやっている仕事は私一人の力では絶対に成 

立しません。すばらしい技術をもっている協力メーカーさんや製造課、生産技術班等の関係各位と 

協力して問題を一つ一つ解決することで今までやってこれました。これからも変わらないご協力を 

お願いいたします。至らないところばかりですが、常に勉強する気持ちを忘れずに自分の責任から 

逃げないように日々取り組んで参ります。  

係長昇進 業務課 生産技術係 係長 Ｙ・Ｎ 
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 今年はいろんな事にチャレンジさせていただいた１年だったと思います。中でも短期間で一番 

力を入れて集中したのが、ＭＡＫＵＡＫＥでした。そもそもＭＡＫＵＡＫＥに挑戦することにな 

ったきっかけは、自社開発したカードホルダーの販路開拓という問題を解決するために岡山県よ 

ろず支援拠点という中小企業を支援してくださっている県の事業を活用したところからでした。 

それまでは存在すら知らなかったＭＡＫＵＡＫＥを約２週間という短い時間で立ち上げることに 

なり、その時の正直な気持ちとしては無理かもしれないと思っていました。しかし、岡山県産業 

振興財団のコーディネーターの方々の力をお借りしたり、そこから繋がった皆さんの力を借りる 

ことにより、無事に予定通りプロジェクトを立ち上げることができました。それと目標としてい 

た金額をクリアすることができたのはＢＦＳメンバーの協力により事前にプロジェクト達成のた 

めの段取りができていたことです。これからもメンバー一同いろんなことへ挑戦することにより 

チャンスを得て一つ一つの問題に対して逃げずに真剣に向き合って売れる商品を継続してつくれ 

るような仕組みを作っていきたいと思います。  

ＭＡＫＵＡＫＥプロジェクト 業務課 生産技術係 係長 Ｙ・Ｎ 

広報活動 業務課 Ｒ・Ｙ 

 １０月より広報担当として正式に任命されました。これまでもFacebook担当やＭＡＫＵＡＫＥ 

のプロモーション活動などを積極的に行ってきましたが、頑張りを認めてくださったのだと思う 

と感慨深いものがあります。 

 広報担当として今日までに２社から取材申し込みがあり同席しましたが、まだまだ自分の知識 

不足を痛感しています。何を尋ねられても最適な回答ができるように、また工場見学時も的確に 

さらに私らしくお客様をご案内できるようになっていきたいと思います。 

 最近のＰＲとしてはこれまでは丸型のみだったパレット足金具・頭金具に角型Ver.が登場して 

います。これはお客様からの熱いご要望もあり商品化となりました。毎日受注は無いですが受注 

時はわりと大量ですので、たくさんのお客様の目に留まるようＰＲをしっかりと行いたいです。 

ご支援いただきました皆様 

本当に本当に 

感謝申し上げます。 

    ボヘミアン・ラプソディ♪     

休日とか、大型連休前に某レンタル会社で【ＤＶＤ】を借りてトイレ休憩いつでもＯＫ・飲食自由、自分の好きな 

スタイルで映画を楽しむ！！こんな人多いですよね。かくいう私もズーットこのスタイルでした。ふとテレビを見 

てて最初はクイーンの映画（ボーカルのフレディ・マーキュリーを描いた作品）が出るんだ～ふーん・・ってな感 

じで見てましたが観てきました！！大型スクリーン・大音量で観て聴くのは臨場感もあり圧巻でした。クイーン世 

代では私も少しだけズレているのですが(笑)CDレンタルしてナビへ収録もしてますので曲はほとんど知っていま 

す。フレディ・マーキュリーがエイズで亡くなった人っていうことも知っていましたが彼には愛する女性が亡くな 

るまでいた事や仲間との信頼や裏切り、憎愛模様、心の葛藤。でも素晴らしい曲を表現できる才能。 

メンバーへの愛情・・フレディは本名じゃない事・・・等々 

華やかなスターの知られざるストリーを描き出している作品でした。 

なによりフレディ役・メンバー役のひとが激似でした。 

（顔だけじゃなく雰囲気が） 

まぁ久々に物語ではない映画で感動しました！ 

「ウィ ウィル ロック ユー」知ってます？  

隙間を埋めるコーナー 
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マシニングセンタ実践技術研修 業務課 生産技術班 Ｄ・Ｔ 

 ９月、１０月と２カ月連続で計８日間マシニングセンタ実践技術の研修に行かせていた 

だきました。普段受けに行く研修は、ある程度の知識や経験があるものばかりだったので 

すが、マシニングセンタに関してはそれらが全く無く、かなり大きな不安を抱いての参加 

でした。結果的にはプログラムを上手に組めないまま終わってしまったのがとても残念で 

した。ですが、幸いにも社内で練習ができる環境なので作業の間に時間を見つけて練習し 

ていきたいです。このような時間やお金のかかる研修を積極的に受けさせてもらえる事を 

とてもありがたく思います。今後も新しい知識や技術を習得できる様に頑張っていきたい 

です。 

勉強となった研修参加 製造課 １班 班長 Ｈ・Ｍ 

 「ものづくり現場改善塾～５Ｓ活動の進め方を実践的に学ぶ～」の外部研修に１０月の２日間にわ 

たり、参加させて頂きました。現在、自身の現場では、全員参加の生産性改善活動に４月から取り組 

んでおり、今回の研修では今後も活動に取り組むにあたり、とても勉強になる貴重な外部研修と思っ 

ています。５Ｓとは何か？まずは、そこをしっかりと理解し、そして全員参加での推進計画を立て取 

り組んでいきます。２日目では実際に現場改善５Ｓに取り組んできた企業様に伺っての現場研修で、 

実際に活動してきた内容や進め方を紹介して頂き、工場全体を見学しました。プレゼンだけでなく実 

際に工場全体を公開するという点に私は素晴らしいという気持ちで一杯でした。「まだまだ改善の余 

地は沢山ある。今後も進めて更なる進化に努めます。」という言葉もあり私も楽しみにしています。 

自身の現場でも取り組んでいる活動に、今回得た内容を実践し、仲間としっかりコミュニケーション 

をとり、全員で楽しみながら進めていきたいと思っています。 

社内の 

マシニングセンタ 

現場研修 

め っ き 技 能 試 験 基 礎 ２ 級 合 格 

 尊敬するみなさん、こんにちは。私はＫ・Ｏです。 

２０１７年１１月１４日に日本へ来ました。もう１年になります。 

８月に会社でめっき技能試験をしました。このめっき技能試験に 

ついては大切だと思います。試験の内容は手動操作と筆記試験で 

す。手動操作は厳しいですけどインターンシップを向上させるこ 

とができると思います。 

筆記の内容は仕事の時にの注意事項と安全です。試験は順調です 

ね。皆様のご指導にありがとうございました。 

 みなさん、こんにちは。私はＳ・Ｃです。ことし１９歳です。 

中国の山東省済寧市からきました。もう１年も日本に来ていま 

した。今年８月にめっき技能試験をしました。私たちの技能試験のた 

めに先生に感謝しています。技能試験は重要なのは私たちの日本に来 

るこの数か月この知識を習得しましたか？私たちがこの仕事に適応し 

ないかどうかを検出できますか？私たちのために同じ仕事をして助け 

ていただきました。筆記試験の部分の安全な試験も私たちに安全な環 

境でどのように働いているかを学びました。日本では３年の間にもっ 

と多くの知識と技能を学び続けと思います。 

製造課 ６班 Ｋ・Ｏ 

製造課 ６班 Ｓ・Ｃ 

原文ママ 
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自己紹介 業務課 Ｓ・Ｈ 

 今年の８月より入社となりましたＳ・Ｈと申します。前職は建設 

業で働いておりました。今回は縁あって内海工業に入社することとな 

りましたが、右も左もわからず悪戦苦闘の日々を送っています。 

 趣味としてはたまに友人と登山に行くことがあります。登るのは体 

力不足のせいもあって辛いことが多いですが友人とワイワイ登るのが 

楽しいです。また、最近はやっていないのですが麻雀も好きで人数が 

揃えばやりたいなぁなどと時々思います。好きな役は混一色です。 

 こんな自分ですが、これから仕事を頑張っていき、一日でも早く会 

社に貢献することのできる人間になっていきたいと思います。よろし 

くお願いします。 

今日も明日も 製造課 ６班 Ｙ・Ｋ 

 皆様こんにちは、ワタクシ製造課６班所属のＫでございます。 

９月の全体朝礼でもご挨拶させて頂きましたが担当はリフト（段取 

り）です。リフトマンなのです。 

 初出社の６班での紹介でＯ課長が「リフトマン」として入っても 

らったと言ったのです。私の頭の中は、？がいくつか出ました。マ 

ンて？は？一応女性ですが？まぁいっか近年では区切らない表現も 

多いし何より私自身も半分以上おっさん成分入ってるし、ん。ん。 

まぁヨイ。リフトマンよ。とまぁ何はともあれ段ドラーとして他の 

班の方達との関わり等もございます。ご迷惑を多々かけてますが宜 

しくお願い致します。 

  リフトマンＫは今日も行く行く明日も行く！！ 

     嗚呼、専用マントが欲しい。 

製造課 ６班 Ｆ・Ｙ 

 このたび９月から製造課６班にお世話になる事になりました、 

Ｆ・Ｙと申します。前職では、品質管理・営業・購買・生産管理等 

の仕事をやってきました。この度は縁あって内海工業の社員として 

働くことになりました。前職での経験を活かし、精いっぱい前向き 

に頑張っていきますので、皆様よろしくお願いします。 

 ６班のメンバーは入社３年以内の人が多いのですが、皆様と一緒 

に力を合わせて仕事が出来る事を嬉しく思っております。今後とも 

宜しくお願い致します。 
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 冷た～いビールが超美味しい季節到来！今年は私たち、品質管理課が幹事でした。例年より台風 

が多く天候の心配等あり、倉敷ステーションホテルビアホールで開催となりました。「瀬戸内海鮮 

料理 白壁」の板前さん提供の料理が盛りだくさんと並べられていました。中でも、揚げたての天 

婦羅や握り寿司等が人気でした。私も何度も並びました❤（揚げるのが遅いかも…笑） 

 普段、話す機会がないであろう方々が盛り上がり話されているのも見受けられ、あ～良かった！ 

（満足感）いくつか反省点もありますが…皆さん、楽しんで頂けたでしょうか？暑い中ご参加下さ 

り、ありがとうございました！ 

品質管理課 Ｃ・Ｎ 

業務課 出荷班 Ｋ・Ｋ 

 今回はいつもの屋上ではなく室内での開催となりました。屋上ではないの 

で夜景などを楽しむことができませんでしたが、いつものように楽しめたの 

ではないかと思います。 

 忘年会のように、イベントの物のようなものがないのであまり多くのこと 

は語れませんが、来年もまたみんなで楽しく集まっていきましょう。あと個 

人的には開催場所が毎回違う方が思い出として強く残ると思うのですが、み 

なさんはどうですかね。 

初心にかえり全力で！ 製造課 １班 Ｙ・Ｍ 

 ９月に入社致しましたＹ・Ｍです。出身は島根県雲南市です。 

ＤＡＩＧＯのお祖父さんの故郷でもあります。倉敷市に来て４０年 

余り、数社を経験しましたが、全て製造業で仕事をしてきました。 

 若い時は、野球・スキーなど上手ではないけど色々としていまし 

た。今は観戦だけです。 

 唯一の癒しは愛犬（チワワ・８才・オス）との生活です。 

 ６０歳を過ぎていますが、初心にかえり全力で仕事をしていきた 

いと思いますので、御指導の程よろしくお願いします。 

感謝 製造課 ６班 Ｒ・Ｔ 

 ９月に入社致しましたＴです。今年の６月まで派遣社員として 

在職してましたが、ご縁があってまたお世話になる事になりました。 

派遣社員時に身につけた仕事に管理業務が加わり、分からない事で 

頭がいっぱいですが、６班の方々に支えてもらいながら、きちんと 

技術を身につけていきますので、御指導の方をお願いします。 

 会社のため、ＧＬＡＹのため、スピッツのために頑張っていきま 

すので、どうぞよろしくお願い致します。 


