
 これまでＩＳＯの品質と環境は、マニュアルが別れていましたが、今年の２月の審査で統合して受審し、合格 

となりました。品質と環境のシステムは記録の保管や教育など共通するところがあり、２０１５年版から統合で 

できるように番号も統一されていました。これは、ＩＳＯが実益を優先させて会社の改善に役立つようにという 

目的の為の変更でした。この主旨に従って当社でも品質と環境のマニュアルの統合を進めていき、統合すること 

で、マニュアルが１つになり審査の工数が減り、管理の工数も減らせるようになりました。一方で大変だった事 

もありました。まず前任者が退職されたので環境について勉強不足で意味を理解するのに時間がかかり、さらに 

品質と環境で形式がまったく違っていたのでそれを整合させるのに苦労しました。 

 今回品質と環境をまとめる事で社内規定全体を理解することができ非常に良い機会であったと考えています。 

というのも今後三菱自動車様との取引を続けていく上で必要なＡＳＥＳという審査があるのですが、この審査に 

合格するためには、社内規定を充実させていく必要があるからです。 

 今後は、ＡＳＥＳ合格に向けて規定の作成をしていきますので、全社員での協力もお願いします。 

『信頼と協調 自然を愛し、人を愛し、仕事を愛する』 

２０１９年 

８月９日発行 

【1】 

会 社 方 針 

２号機レベラーフィーダー新設    製造課 課長 Ａ・Ｏ 

 ２号機に以前設備されていたレベラーフィーダーは㈱オリイメック製１９９５年８月、２４年経過していました。 

（導入時、感慨深げに見入っていました。まだ新人でした。）年数が経つにつれ操作時に次第と異常発生すること 

が多々あり（基盤交換しましたが）、安全・品質・生産性に支障をきたす様になり、社長に相談（数回）今回は即 

決断してもらいました。２０１９年３月１６日、新規導入。以前のレベラーフィーダーとは異なり、主操作は全て 

タッチパネル方式で、設定・段取り・運転・保守を選択してスムーズに操作が出来るようになりました。省エネリ 

リース機能も備え付き（ECO/POWER選択）となっております。ここで説明をひとつ。レベラーとは知っている方も 

おられますが、アンコイラーから出てきた材料にはコイルの巻き癖などのひずみがあり、プレス加工に影響する事 

があり、このひずみ取りに使われる装置の事です。今後も操作方法（機能）を把握して安全・品質・生産性を重視 

していきます。 

 購入の際には社長にご無理なお願いをしてまいりました。誠にありがとうございました。 

ＩＳＯ品質と環境の統合について 

品質管理課 課長 Ｙ・Ｎ 

この機械が 

レベラーフィーダーと 

アンコイラーです。 
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この度生産技術課を復活させ、課長という大役を任せていただけることになり、プ 

レッシャーを感じているところです。生産技術課として会社の増益を目標に精進し 

てまいります。生産技術とはを簡潔に言うと新規受注部品を量産へスムーズに立上 

げるための技術とされています。しかしあくまで一般的な表現で各企業によりその 

業務内容は大きく変わります。言うまでもなく会社の軸となる部署であり、生産技 

術が「こんな仕事はできない」と諦めた時点で会社としてはいろんな意味でチャン 

スを失ってしまうことになります。つまりお客様の考え方を否定することしかでき 

ないようなネガティブ思考の方は生産技術には向いていません。 

常にどうやったらできるのか？という思考が必須条件です。又、社内だけのものの 

見方だけでは井の中の蛙となってしまいます。いろんなものに興味を持ち、いろん 

な会社へ行って見聞きし、知識を吸収していけるように班とともに成長していきます。 

生産技術課発足及び課長就任 生産技術課 課長 Ｙ・Ｎ 

 ２０１９年４月より業務課係長に昇進となりました。 

 係長に昇進しましたが、大きく仕事内容が変更する訳ではありません。今までやって 

きた仕事の継続となります。それに加えて人材育成も大切な仕事となります。人を育て 

る事はとても難しい仕事となりますが、人材育成ができなければ会社は発展しません。 

自分も成長していかなければいけませんし、業務課の方達の成長の手助けが出来るよう 

にサポートを全力でやっていきます。改善内容によっては無理難題をお願いするケース 

もあるかもしれません。その時はお互いに協力して改善活動に取り組んでいきましょう。 

よろしくお願いいたします。 

2019年４月より社内体制を大きく変更し 

更に発展するための基礎づくりを目指します。 

係長昇進 業務課 係長 Ｈ・Ｍ 

 この度は班長に任命いただき大変有難く感じております。昨年９月に入社した時は、 

めっきの事について何も分からず試行錯誤の毎日でした。あっという間に半年が過ぎ、 

４月から班長として仕事に取り組んでいます。 

 前職では、品質管理、営業をしておりましたが、お客様との橋渡しが重要な業務でし 

た。今は製造課になり作り手としてお客様に良い物を作る事に注力していく事にやりが 

いを感じています。しかし私の仕事は一人では成立しません。縦のつながり、横のつな 

がりを大切にし、協力して課題を一つ一つ解決していきたいと思っています。皆様これ 

からも宜しくお願いします。 

 至らないところもありますが、常に前向きに取り組む姿勢を忘れずに日々業務に取り 

組んでまいります。 

６班班長就任 製造課 ６班 班長 Ｆ・Ｙ 

大塚国際美術館 業務課 Ｍ・Ｏ 

 エスカレータを上がって行くと、なぜかＢ３(地下３階)の表示。インフォメーションやカフェ＆レストラン、ミュージアム 

ショップ、ワイワイガヤガヤ沢山の人が行きかうホールに入りまず目に飛び込んできたのがシスティナ・ホールの壁画！礼拝 

堂をイメージしたホール内に入ると、一変皆言葉を失い天井・壁一面に描かれた宗教画に釘づけ!!梅雨の晴れ間の日曜日どこ 

か行こうと娘と二人瀬戸大橋を渡り高松自動車道経由で約２時間。隣の席の同僚から「見る価値ありますよ」って聞いていた 

徳島『大塚国際美術館』へ！チケット購入しエスカレータで上がったのに地下３階、それもそのはずこの美術館どの様な構造 

かはわかりませんが山の中に建設されていて山の上が地上になっています。これにも吃驚しました。本物の（油絵）絵画では 

ありませんが陶板（タイル）に特殊技術によって、オリジナル作品と同じ大きさで複製されているので本物じゃないけどすご 

く心を揺さぶられました。展示方法もユニークで古代遺跡や教会等の壁画をそのまま再現した立体展示、古代・中世・ルネサ 

ンス・バロック・近代・現代に至るまでの西洋美術の展示、古今の画家達の描いた代表的な作品をテーマごとに展示しそれぞ 

れの表現方法の違いを比喩することが出来る様に工夫されています。 

ダ・ヴィンチのモナ・リザ、フェルメールの真珠の耳飾りの女、アニメ「フランダースの犬」でネロが最後に見た絵、最後の 

審判とかとにかく美術の本に載ってある全てであろう作品が展示されています。ひとつひとつ釘付けになり娘に遅い！と叱ら 

れながらぐるり見て回りましたが足りない！今度は１人でゆっくり見に行こうと思っています。  

今回も余白コラムレギュラー・みゆきさんに余白を埋めてもらいました❤ 

ひとやすみしていってください♪ 
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 ５月１４日より１班から順に現場実習をさせていた 

だき、多くの事を学ぶ事が出来ました。今回各班で実 

際に作業を行うことで、製品がどのように加工され出 

来上がっているのか、どういった作業中に不良等が発 

生しやすいのか？といった品質管理業務を行う上で重 

要な部分を知ることができ、非常に有意義な時間を過 

ごすことが出来ました。どの班も作業標準書や手順書 

が写真付きで整備されていて、作業者が容易に確認出 

来るようにしていたり、過去に不良が発生した製品に 

ついては再発防止のための対策が設けられていたりと、 

不良を出さないための様々な取り組みが印象に残って 

います。こちらに詳しい内容を書ききれないのは非常 

に残念ですが、今回の実習で学んだ事を今後の業務に 

活かしていきます。 

 また、どの班も優しい方ばかりで、１週間楽しく実 

習をする事が出来ました。お忙しい中、実習の対応を 

してくださった社員の皆様、本当に有難うございま 

した。 

 ５月の半ばごろから各班にて現場実習をさせていた 

だいております。まず、お忙しい中ご対応いただいて 

いる各班の方々、このような機会を設けていただいた 

上長の方々、本当にありがとうございます。ほとんど 

が同じ作業の繰り返しになるため、集中力が必要であ 

ると感じました。１班では金型へのセットミスによる 

不良品を一つ、３班ではナット溶接時、ボタンを押す 

力がブレてしまい、ナットの落下をかなり起こしてし 

まいました。申し訳ございません。 

 どの班も大きな機械を使用し、危険と隣り合わせの 

現場であるので、集中力を切らさない、作業者が安心 

安全に作業ができる作業環境構築が大切だと思いまし 

た。この実習を通じて、新しい提案ができるよう頑張 

ります。 

 これを書いている６月末時点で、１班、３班、生産 

技術班が終了しております。残り６班と、出荷班の研 

修が残っていますので、引き続きよろしくお願いいた 

します。 

品質管理課 Ａ・Ｋ 品質管理課 Ｋ・Ｔ 

 昨年、出荷班は多くの不良を計上してしまい各課班の方々に迷惑を 

かけてしまいました。その反省を踏まえ班員全員が不良件数削減に取 

り組んだ結果が少しずつ形となっていき特別賞として３件も評価して 

いただきました。 

 出荷班としての改善内容は、荷姿や収容数の変更であったりスペー 

スの有効利用だったりと様々であり、中でもレイアウトの変更や移動 

といった事に関しては特に力を入れ現在も進行中の提案もあります。 

 同じ作業場、同じ作業手順を繰り返していると作業が当たり前とな 

ってしまい、工夫する事を忘れてしまいがちになります。本当にこの 

作業環境がベストなのか？と自問自答する事から改善案は生まれてく 

るものだと思っているので、今後も現状に満足するのではなく少ない 

負担で高い品質を保てる環境作りを班員の協力を得て提案し実施して 

いきたいと思います。 

 日々の作業で、やりにくい作業、ここがこうだともっと作業効率が上 

がるのになと考えてもなかなか良い案は出てこず、会話の中で言ってい 

た事が改善提案の特別賞を頂ける事になりました。出荷の引き取り時に 

完成品を置く棚の変更とその高さの調節だったので私はほぼ何もしてな 

いです。Ｈ班長と生技班の方々に感謝しかありません。ありがとうご 

ざいました。 

 少し前に初めて外部研修に行かせて頂きまして、「５Ｓによるムダ取 

り改善の進め方」と非常にタイムリーな内容でした。今後の改善活動へ 

の取り組みに役立てていければと思います。 

業務課 出荷班 班長 Ｔ・Ｈ 

業務課 出荷班 Ｓ・Ｔ 
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 去る平成３１年３月２２日(金)、貴社の工場見学を実施させて頂きました。関係者の皆様方には大変丁寧に対応 

頂き、誠にありがとうございました。この工場見学は、昨年秋頃から計画し、年末頃に社長様に企画を打診させて 

頂きました。社長様からは弊金庫の取組みに格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。弊金庫として、お客様 

により質の高い金融サービスを提供させていただくには、お客様の状況を把握し、深化していく事が必要であると 

考えております。その第一歩として永年の取引先である貴社にお願いさせて頂いた次第です。 

 今回、毎週訪問させて頂いている本店営業部の担当者以外に本部、営業店の職員を見学させて頂きました。初め 

て製造業の工場見学をする者もいれば、何度か工場見学をした事がある者もいました。今までは、工場見学を経験 

した事があったとしても、全く知識が無いまま見学する事がほとんどで、「へぇ～、大きな機械があって凄いなぁ」 

程度の感想に留まる事もありました。そこで、今般の工場見学では、貴社のＨＰを拝見したり、業界動向を分析す 

る等、事前準備をして工場見学に臨みました。各職員に工場見学で見るポイントを役割分担しておりましたが、皆 

初めてということもあり、機械や作業、それに対する説明等に夢中になってしまい、各人が役割を十分に果たす事 

が出来ませんでした。私個人的な感想としては、従業員の皆様がとても暖かく迎えて下さったこと、特に女性の方 

が作業場に多くいらっしゃったことが印象的でした。 

 工場見学の終盤においては、社長様との意見交換で、当方職員全員が質問をさせて頂き、丁寧にお答えください 

ました。熱い会話が出来、参加職員一同大変満足しており、当初の目的であった職員のレベルアップにも繋がりま 

した。これを機に一層貴社と弊金庫の相互理解が深まったものと確信しております。今後とも水島信用金庫を何卒 

よろしくお願い申し上げます。 

 昨年の１１月に雑誌「経済リポート」に掲載されたのを皮切りに、同月のラジオ生出演や年明け２月の山陽新聞 

掲載、３月にＲＳＫテレビ出演、４月には鉄鋼新聞掲載とメディア出演が相次いでいます。新聞や雑誌は社内回覧 

していますが、ラジオやＴＶは回覧できません。皆さん視聴してくださいましたか？ 

 地上波ローカル放送、ローカルラジオに出演した今、次なる目標はＢＳ全国放送、地上波全国放送と夢は膨らみ 

ます。各取材時に同席して確信したことがあります。これらのメディア出演は全て、社長を筆頭に内海工業の皆さ 

んがやる気を持って仕事に取組み、尚且つその成果が形になっているからこそなのだと。取材を受けるのは社長や 

私ですが取材内容の中心は従業員の皆さんです。 

 今後も広報担当として内海工業の素晴らしさ・技術の高さを世界へ発信し続けます。同じ仕事をするのなら、外 

部に知ってもらえた方がいいですよね？知ってもらえないと何も始まりません。いろんな企業に知ってもらえたら、 

そこからさらに良い仕事に繋がっていきます。未来は明るいです。 

内海工業様 工場見学 水島信用金庫 審査管理部 経営支援室 Ｓ様 

メディア出演 業務課 広報担当 Ｒ・Ｙ 
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 私は中国から日本の内海工業へ来て、７月１日でちょう 

ど１年になります。１年迎える少し前の４月１１日に６班 

めっき試験がありました。試験２日前、実技試験の練習を 

しました。薬品を使用したり手順が難しかったですが、班 

長や先輩に教えてもらって勉強しました。練習できる時間 

をありがとうございました。試験当日は、とても緊張しま 

した。実技試験が終わり学科試験がありましたが問題用紙 

が日本語だったので難しかったです。先輩に教えてもらい 

ながら勉強した成果もあり、「合格」する事が出来てい 

て、とても嬉しかったし安心しました。中国の家族にも連 

絡をしました。「良かったね、合格おめでとう」と言って 

くれました。これからも一生懸命頑張ります。宜しくお願 

いします。 

６班めっき試験合格！！  製造課１班 Ｋ・Ｓ 

 みなさんこんにちは。私はＩ・Ｍです。中国から 

来る実習生です。もうすぐ１年になります。皆にい 

ろいろお世話になりました。どうもありがとうござ 

いました。この１年で日本のたくさんのことを勉強 

しました。今回のめっきのテストは少し難しかった 

気がします。試験中とても緊張しました。しかも非 

常に厳しいと言います。でも合格しました。よかっ 

たです。もし合格しないと中国へ帰ります。今回の 

試験で一番難しいのは日本語に関する問題です。１ 

年来ても日本語がまだまだだめです。社員と話す時 

は手ぶりをしながら言葉を話したらやっと少しわか 

ります。これからの２年間は日本語の勉強も頑張ら 

なければなりません。どうぞよろしくお願いしま 

す。ありがとうございます。 

めっき技能試験   製造課６班 Ｉ・Ｍ 

 長い間お世話になりました。１１期生Ｃ・Ｒと申します。３年間の研修生活が 

そろそろ終わります。まずはこの３年間に皆様のおかげで生活の助けと仕事のお世 

話になり心から感謝致します。 

 入社日は緊張していましたが勉強した日本語はちゃんと通じるだろうかなぁ色々 

な思いがありました。一緒に作業する仕事があたって少しずつ皆と距離が縮まりす 

ぐに仕事に慣れました。最初中々通じなかった日本語も皆が優しく教えてくれたり 

ちゃんと聞いてくれたりしたことで日本語のテストを合格する事ができました。 

 生活にも仕事にも分からない事は皆がフォローしてくれたり手伝ったくれたり３ 

年間日本の研修生活を体験した私は最も幸せです。将来これは私の人生の中でいい 

思い出になります。それと会社の皆様の優しさが忘れずに元気に頑張ります。最後 

に３年間本当に有難うございました。  

３年間の実習の思い出 製造課 ６班 Ｃ・Ｒ 

第一子誕生 生産技術課 生産技術班 Ｄ・Ｔ 

 ３月２１日に第一子となる娘が誕生しました。両親学級や本で知ってはいたの 

ですが、男性は本当に実感が薄く。妻のお腹が大きくなっていくのを見て 

「あぁ、赤ちゃん育ってんだな」とか、いざ出産に立ち会った時も辛そうな妻の 

姿を見てオロオロし、産まれた瞬間も「おぉ、産まれた」ぐらいしか思わず、そ 

んな調子で親になるとはどうするものなのか分からないまま親になり、約１週間 

の入院が終わって妻と娘が家に帰ってきました。そこからは今までの生活とは一 

変し、娘が中心の生活となりました。その生活は思っていた何倍も大変でした。 

しかし、少し前までは泣いてばかりいた娘も最近では発声の種類も増え、笑顔も 

できる様になり、日々成長していく姿を見ると、とても嬉しいきもちになります。 

このまま健康第一に育って、様々な方向から物事を見れる大人になってくれる事 

を願います。 

 最後に、お祝いをして下さった方々、また相談にのっていただきアドバイスを 

くれた方々、ありがとうございました。 

原文ママ 
原文ママ 

原文ママ 

めっき技能試験 

❤合格❤ 

元気でね！ 

ばぶ❤ 
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 定年退職だなんて、他人事の様に考えてました。でも今年の６月で、 

私も定年の歳になりました。早いですね。内海工業に再入社して１８年 

近くなります。１８年。長かったようで早かったです。その間、不良も 

沢山出しました。社長をはじめ班の皆にも迷惑を掛けたと思います。そ 

れにもかかわらず優しく接して頂き有難うございます。 

 ここ２～３年、不良を出さなくなった頃には定年…でも、７月から 

パート社員として働かせて貰える事になりました。これからも、どうぞ 

宜しくお願いします。 

定年退職 製造課 ３班 Ｍ・Ｋ 

 昨年の11月に品質管理課へ配属となりました、Ｔです。前職は不動産関係の 

事務職、高校は商業高校と、工業とはまったく関係のないことをしてきましたが、 

縁あってこの内海工業へ入社させていただきました。ほとんどが初めてのことで毎 

日戸惑っていますが、皆さんにご指導いただき少しずつですが慣れてきたかなと思 

います。品質管理課としてはまだまだこれからですので、今後ともご指導ご鞭撻の 

程よろしくお願いいたします。 

 苗字の由来ですが、祖父が鹿児島県出身で、一部の町でよくある名前だそうです。 

ＦＦ14やってます。マイブームは豆腐です。一番好きな豆腐料理は麻婆豆腐です。 

いろいろとよろしくお願いします！！ 

入社して半年が経ちました 品質管理課 Ｋ・Ｔ 

 １２月より６班の現場事務として入社致しました。前職では品質管理部で部品検 

査等に従事しておりましたが、この度ご縁がありまして内海工業に入社させて頂く 

事になりました。 

 私の趣味は年に数回、夢の国へ現実逃避をしに行く事です。二足歩行する鼠や犬、 

家鴨やぬいぐるみなのに生きているテイの熊。尻尾で絵を描く猫やダンサーになり 

たい兎。まさに夢の国です。家に帰ればダックスの愛犬と今年２１年目になる愛猫 

が居ます。長生きして欲しいです。 

 前職と異なる職種でご迷惑をお掛けする事があるかと思いますが、ご指導ご鞭撻 

のほど、よろしくお願い致します。 

自己紹介 製造課 ６班 Ｓ・Ｈ 

長年のお勤めお疲れ様でした。 

異業種から転職し、右も左も分からない私達に品質管理業務について 

丁寧に指導してくださったこと、深く感謝しています。 

私達が品質管理課の職員として一人前となるにはまだまだですが、 

Ｋさんから教わったことを忘れずに日々精進していきたいと思います。 

これからもお体に気をつけて、これまで以上に元気で充実した日々を 

お過ごしください。 

今まで本当にありがとうございました。 

Ｋさんへ 

   品質管理課 有志より 

 １月に入社しましたＨです。愛犬のトイプードルと早朝の散歩に行くのが日課 

であり趣味のひとつでもあります。 

 それ以外の趣味嗜好について少し紹介させてください。若い頃はオフロードバイ 

クに乗りレースやツーリングを楽しんだりソフトバレーボールのチームを作り週１ 

回の練習と年数回の試合に参加して汗を流していました。現在ではレザークラフト 

でスマホカバーなど小物作りや７２色の色鉛筆を駆使して人物画を描いたりＤＩＹ 

での工作、そのたＤＶＤでの映画鑑賞で好きなジャンルはホラーです。 

 いずれかに共通点が興味がありましたら気軽に話しかけていただけると光栄です。 

よろしくお願いします。 

コミュニケーションツールとして   業務課 出荷班 Ｔ・Ｈ 
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 今年の２月で内海のお仕事を始めて３年、同じ２月から 

新しく正社員としてスタートを切ることになりました。製 

造課６班のＹ・Ｉです。過去に様々なお仕事（スーパー 

での試食販売、お墓の営業、亡くなった方をおくる、おく 

りびとからスーパー戦隊等の着ぐるみまで）多種多様の経 

験（役に立ちそうもない笑）を活かし？明るさだけがとり 

えの３６５日お仕事しても大丈夫なバイタリティを持って 

仕事をがんばります。おっちょこちょいで多々迷惑をかけ 

ることもあると思いますがどうぞ見捨てないでよろしくお 

願いいたします。 

製造課 ６班 Ｙ・Ｉ 

皆様こんにちは。今年の２月より品質管理課にて 

勤務させていただいているＫと申します。以前 

は病院で事務系のお仕事をしていましたが、今回 

縁あって内海工業に入社することとなりました。 

工場で働くことも、品質管理のお仕事も、何もか 

もが初めてなので大変ではありますが、優しくフ 

レンドリーな方が多いので日々楽しく働いていま 

す。会社に貢献できるよう、品質管理について 

日々学び成長していきますのでご指導のほどよろ 

しくお願い致します。 

余談ではありますがシンガーソングライターの 

秦 基博に顔が似てる！と言われたことがあるので 

すが・・どうですか？似てると思った方はいいね 

ボタンをポチっとお願いします！ 

このご縁に感謝 品質管理課 Ａ・Ｋ 

 Ｋ・Ｔと申します。今年の３月に正社員になりまし 

た。これまでは派遣社員として事務・品質管理・接客な 

どの仕事をやってきましたが工場内での作業は初めてで 

す。最初は不安ばかりでしたが班長や３班の皆様のご丁 

寧な指導のおかげですこしずつ慣れてきました。（未だ 

に火が出たらまだまだこわいですが…(^_^;)） 

 慣れるまでご迷惑をおかけするかもしれませんが、少 

しでも早く皆様のお役に立てるように頑張りますので宜 

しくお願い致します。 

頑張れば 出来る！ 製造課 ３班 Ｋ・Ｔ 

 初めまして。４月から製造課３班に入社いたしまし 

たＮ・Ｏと申します。前職は３交替勤務体制でやっ 

ていましたが、常昼勤務となり心と体にゆとりができ 

普通に夜寝て朝起きる事がとても幸せだとしみじみと 

感じています。スポット溶接は初めてでしたが完璧で 

はないですがすぐに慣れました。ですが火花には慣れ 

ません。 

 趣味は釣りが好きでルアーフィッシングを主にして 

います。釣りは魚を釣るだけでなく人との関係を広げ 

ていくことが出来るところも良い事だと思っています。 

日々精進して当社の戦力になれるように頑張りますの 

で宜しくお願いします。 

精一杯頑張ります 製造課 ３班 Ｎ・Ｏ 

    ❤❤なんてったってアイドル❤❤      よしかわるみ 

「幸せになる準備はできてるかぁ～！！」東京ドームに詰めかけた５５,０００人の観客がそれに悲鳴でこたえる。 

これはアイドルグループ嵐の松本潤さんのコンサートの挨拶で、ファンにはお馴染みのフレーズ。 

わたし、実はジャニーズが大好きなんです。ステージ上でキラキラ輝いている彼ら。歌って踊れてなんてったって顔が☆顔がかっこいい❤ 

２０年以上ジャニーズ事務所のアイドルを応援し続けてきた、そんな私がオススメするジャニーズのグループとメンバーを紹介するので、 

これを機会に名前だけでも覚えて帰ってくださいね。 

まずは国民的アイドルグループ嵐！説明不要。絶対的王者。アイドルOFアイドル。年間の経済効果が約３２８億円！５人全員大好きですが、１番の推しは 

相葉雅紀さん。ちなみにジャニーズ用語で好きなメンバーのことをなぜか「担当」と呼びます。超不思議。 

ベストアルバムが発売中です。２０２０年大晦日のその日まで、嵐についていきたいと思います！ 

続きましてグループ名にドキドキしちゃう…Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅ！ｘｙだけは赤字表記が正式です。デビュー当時平均年齢14.2歳の彼らもデビューして8年、オトナに 

なりました。オススメは顔も中身も振る舞いも全てが王子様のような中島健人くん。ケンティーって呼んであげてください。ゴチになりますのメンバーで、 

自腹をかけて戦っています。健人くんのかっこよさについて語り出したら一晩かかるかも❤ 

そしてHey! Say! JUMPから山田涼介くん。とにかく顔がキレイ。ジャニーズ事務所でも１番じゃない？ってくらい顔がキレイ。彼は鋼の錬金術師とか暗殺教室 

とか俳優としても活躍しています。この夏もセミ役としてドラマ出演していますのでぜひご覧ください。 

最後にジャニーズJr.からSixTONES（読み方ストーンズ）京本正樹さんの息子・京本大我くんも所属しています。次にデビューするのは彼らか？と噂されている 

ほど、デビュー前なのにスッゴイ人気です。おうちで「SixTONESってさぁ…」と話題にすれば最近喋ってくれなくなった娘さんとも会話が弾むかも？ 

いかがでしょうか。ジャニーズに少しは興味がわいてきました？キラキラした世界に連れてってくれる彼ら。人生に彩りをあたえてくれる彼ら。 

私は基本的にキラキラしているジャニーズが好きなのですがジャニーズの中でもちょっと不良っぽいグループとか面白い方に長けたグループとか偏差値の高い 

メンバーとか、本当に個性がバラバラで知れば知るほど奥が深いんです❤もっと聞きたい！という方は個人的に私のとこまでおいでください❤ 

とにかくデビュー組からもJr.からも目が離せない！今後も彼らの活躍に期待してくださいね❤ 

余白コラムその２ 
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 昨年１０月に業務課に派遣として配属され、今年５月より正社員となりましたＳで 

す。前職は自動車部品メーカーで英語の翻訳の仕事をしておりました。翻訳で一番力が 

必要だったのは日本語の原文を十分に理解することでした。文章を作成した本人に確認 

してみると、思っていたのと違うことがよくありました。また、日本語は英語に比べて 

曖昧なので、それを補完する必要もあります。例えば、「宿題を忘れた」という表現は 

「やるのを忘れたのか？」「やったけど家に忘れたのか？」が不明瞭です。ただ、自身 

の翻訳を振り返ると？？？なものも多く、その間違った作業標準で労災が起きていない 

か心配しております。今後、Ｎ自動車の仕事で英語を使う機会に備えて、改善したいと 

思います。 

新入社員自己紹介 業務課 Ｔ・Ｓ 

自己紹介 品質管理課 Ｋ・Ｋ 

 ６月に入社致しました品質管理課のＫ・Ｋです。以前は飲食店などに訪問し、皆様 

の嫌いなＧを駆除する仕事などもしていました。その後は短い期間ですが金属加工の仕 

事をしたり、１０ヶ月ほど品質管理の仕事も経験しました。プレス・めっき・溶接には 

携わった事がない為、分からない事ばかりですが分からない事を少しずつ教えて頂きな 

がら、色々な事に取り組んでいきたいと思っています。細かい事を気にしてしまう性格 

なので、面倒な事をお尋ねするかもしれませんが、もしお尋ねした場合には教えて頂け 

ると嬉しいです。 

色々とご迷惑をおかけするかもしれませんが、ご指導よろしくお願いいたします。 

       ♪編集後記♪ 

今回の２２号より編集長に任命されました、よしかわです。（実は立候補しました） 

思い返せば１０年前の第４号より作成を手掛けて参りました。内海ニュースは私のライフワークと言っても過言ではないです。 

２２号を発行するにあたり、自分の中で目標を２つ決めました。 

「見やすい、読みやすい、親しみやすい新聞作り！」 

「編集長として責任感をもって取り組む！」 

一見小学生のような簡単な目標ですが、部署や立場が様々な人が読む新聞ですので、なかなか難しい目標だと思います。 

そして私の目標は達成されているでしょうか。これは読んでくださる皆様に判定をお願いしたいと思います。 

今回編集長就任を承諾してくださった代表、ありがとうございました。 

そしてご多忙の折にもかかわらず寄稿してくださった社員の皆さま、そして水島信用金庫のＳ様、どうもありがとうございました。 

暑い日が続きますがご自愛ください。 

 まずはＯＴＥＸ２０１９に営業の１人として参加させていただけたことを嬉しく思います。ありがとうございまし 

た。私にとっては初めての展示会営業でしたので、非常に緊張しました。まだ、私の中に知識が少ない状態で来てい 

ただいた人からの質問に戸惑うこともあり、何度も業務課の皆様に助けてもらう場面がありました。本当にありがと 

うございます。 

 当日は様々な方とお会いしたのですが、普段は電話やメールのみのやり取りとなっている方と実際にお会いし、名 

刺交換出来たのは私の中では一つの成果だと思っています。また、時間をいただいて他の出展ブースを見て回らせて 

いただいて内海工業のお客様がどういった会社なのかを見ることができて非常に勉強になりました。 

 来年のＯＴＥＸ２０２０についてはまだ未定ですが、可能であるならば参加させていただき更に多くの受注に繋げ 

ていきたいと思います。 

業務課 Ｓ・Ｈ 


