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1985年入社　勤続：30年

社のきっかけを教えてください。入

人時代のエピソードを教えてください。新

輩たちに伝えたいことはありますか？後

　

　学校を卒業後、浜松の大手企業へ就職しました。そ
こで十数年修行（？）を重ね、女房も三条出身という
こともあり、Ｕターンを決意しました。
　Ｕターンありきが先行し、勤務先は全然アテがな
い状態で、実家が三条であったこともあり、履歴書を
何通も作り、実家の母親に履歴書配りをやって貰い
ました。
　たまたま新潟精機が目に止まり、現在の会長に面
接して頂き、お世話になる展開となりました。

　入社当時は、高度成長期、ドルショック、オイル
ショックなどの余韻がまだまだ残る時代でした。
　新潟精機では、ピンゲージが軌道に乗り始め、リン
グゲージが開発段階を終了しつつ、ＤＩＹ業界へは参
入したばかり、コンピュータは導入したばかり、こん
な時代でした。
　現会長が日本全国・海外から色々な商品見本を購
入し、新商品意欲が旺盛だったことが記憶に残ります。
　当時の新潟精機は７０～８０人の規模で、これを
１２０人体制に拡大しようと、まさに新潟精機の高
度成長期だったと思います。そんな社風や企業姿勢
に凄く感動したことを覚えています。
　私は何万人もいる大手企業からの転職者ですので、
勝手の違いを痛感しました。組織張っていないのです。
モノ作りにおいては、企画、設計、製造、購買、など等、
一通りやってきました。
　個人個人の特性があからさまに出ますので、商品

仕様や仕組み、プロセスなどに、○○さんらしさが明確に
出ます。会社の歴史を一頁、一頁、刻んでいるように思え、
やりがい、生きがいを感じました。
　その反面、上手く行かない時は孤独感、挫折感も感じま
したがね。（笑）
　当時の商品というと、単発的なものが多かったですね。
ピンゲージの色々な種類・シリーズ、レベルニックにし
かり、コンプレッサにしかり、こんなに系統立った商品群
ではありませんでした。それだけ新潟精機が成長して来
たものと思います。

　色々なことを進んで経験して頂きたいと思います。製造、
販売、開発、購買、受注、出荷、経理、人事など等、色々な
仕事があります。
　これらが総合して会社が成り立っています。これが“商
売”だと思います。色々なことを経験し、商売ができる人
間に成って頂きたいと思います。

新潟精機の成長期の真っ只中の時
代に入社し、数々の定番商品に携
わってきた小林さん

測定アプリ for Android

SK水平器
[SK Spirit Level] 

https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.niigataseiki.skspirit

SK快段目盛定規
[SK Kaidan Ziggurat Scale] 

https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.niigataseiki.skruler

SK水平器
[SK Spirit Level] 

https://itunes.apple.com/jp/app/sk-shui-
ping-qi/id961478802?l=ja&ls=1&mt=8

SK快段目盛定規
[SK Kaidan Ziggurat Scale] 

https://itunes.apple.com/jp/app/sk-kuai-duan-mu
-sheng-ding-gui/id960556293?l=ja&ls=1&mt=8

測定アプリ for iPhone
SK水平器

測定アプリ
がリリースされました！

SK快段目盛定規

無料
いつで

も　

お手元
に測定

器を！ 新潟県菊花展覧会・弥彦神社菊まつり 富岡惣一郎 白の情景～四季のうつろい～柏崎さけ豊漁まつり
開催中～11月30日●月 11月21日 ●土  ～11月22日●日 　

所  柏崎さけのふるさと公園
問  柏崎市役所農林水産課
　  TEL：0257-43-9131

所  新潟県弥彦村弥彦 2887-2
問  弥彦観光協会
URL  http://www.e-yahiko.com/old/kiku.htm

所  南魚沼市トミオカホワイト美術館
問  南魚沼市トミオカホワイト美術館
URL  http://www.6bun.jp/white/

　さけの遡上が最も観察しやすい河川の一つで、河
口付近で海から川へのぼって来るさけを観察できま
す。また、さけの人工授精の体験やさけ汁・加工品の
販売も行っています。この「さけのふるさと公園」では、
さけの一生を学習することができます。

　雪の白の美に魅了され独創的な描画方法を生み出し、雄
大な自然美を追いかけ、日本各地からニューヨーク・カナダ・
中国などを取材し「白の世界」を描き続けた富岡の作品から、
日本の四季を展示しています。美しき白の情景をぜひご覧くだ
さい。

11月1日●日 ～11月24日●火 

　新潟県内の菊愛好家が技術の粋を凝らし、丹精込
めて育てた数多くの菊花が出展され、審査も行われま
す。毎年テーマを変えて作られた3万本の挿芽小菊に
よる「大風景花壇」は圧巻です。

昭和35年から始まっ
た

全国随一の規模を誇る
菊花大展覧会 さけのつかみ捕りを

　体験できます！
富岡惣一郎が見た
 日本の四季を堪能で

きます♪

斉

　朝晩の”涼しさ”が”寒さ”に変わり、日に日に秋の深ま
りを感じるようになってきました。
　私の家では毎年この時期になると金木犀の花が咲き、
その香りを嗅ぐと秋の訪れをしみじみと実感します。
　食欲の秋、スポーツの秋、芸術の秋、行楽の秋、秋の
楽しみ方はいろいろとありますが、季節の変わり目によ
る体調の変化に気をつけながら、短い秋をどうかお楽
しみください。

11月のご当地情報11月のご当地情報

【比較したもの】
「新潟産の新米」と「古米」

77 味覚

　新潟と言ったら「お米！」
新潟県民の誇りにかけても是
非ここは正解してくださいね、
社長。
今が旬の新米と古米の食べ
比べの結果はいかに･･･。
　

目隠しをして、
ひと口パクリ！

見事正解！！！
食べながら・・

新米は臭みがない
ね！塩をかけて食べ
たらガーッといけそ
う！
おいしいお米はお弁
当とかにして冷えた
ときにおいしさがわ
かるって言うよね。

　皆さん、こんにちは。秋晴れの心地よい季節となりましたね。秋とい
えば「食欲の秋」「芸術の秋」「スポーツの秋」などと良く言われます
が、皆さんはどんな秋を満喫していますか。
　私はやっぱり「食欲の秋」です。涼しくなったせいか、秋の食材がお
いしいのか、ついつい食べ過ぎてしまう日々です。
　どうして秋になると食欲が増すのでしょう？今月はその要因と食べ
過ぎを抑えるコツをご紹介します。
１．日照時間減少・照度低下との関係（セロトニン分泌低下）
　夏から秋に変わると、日照時間が減り明るさが低下します。精神の
安定化を保つ物質で食欲にも深い関係があるセロトニンは、日光の当
たった時間によって、分泌量が変わることがわかってきました。日光に当たる以外にセロトニン分
泌量を増やすには、糖質・乳製品・肉類を摂取し睡眠をとることだそうです。秋になると食欲が増す
のは、たくさん食べたり眠ったりすることでセロトニンを増やし、精神の安定を保とうとするのでは
ないかと言われています。
２．気温変化に対するからだの反応
　気温が下がると、体温保持のためからだの熱産生が高まり、基礎代謝が上がることは良く知ら

れています。基礎代謝が上がれば、エネルギーを多く使ってしまうため、補給しようとお腹が空くことも頷けます。
　食べ過ぎを抑えるコツは、①最初に野菜や海草から食べる、②噛む回数を増やしゆっくり食べる、③会話を楽しみながら食べる、と
意外と簡単ですので思う存分、食欲の秋を楽しんでみてはいかがでしょうか。それではまた次号でお会いしましょう。

迷いも無く見事正解です！さすが新潟っ子ですね。
三連敗も免れましたので、この調子で頑張って
ください！

モグモグモグモグ
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“食欲の秋”の不思議
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んー・・・

米!!!（笑）



ベベルボックス BB-180L
BEVEL BOX BB-180L

品 番
測 定 範 囲
最小読 取値
読 取 精 度
繰り返し精度
使用温度範囲
表 示 単 位
測 定モ ード
外 径 寸 法
電 源
電 池 寿 命
本 体 質 量
セット 内 容
標準小売価格
J A N コ ード

BB-180L
±180°
0.1°
±0.2°
0.1°
約 5 ～ 45℃
°（度）
絶対測定（キャリブレーション機能付）・比較測定
L59 × W28 × H59mm
単 4 形乾電池× 1
アルカリ乾電池　約40時間   ※測定条件により多少異なります。
約 70g （電池未装着時）
本体・収納ケース
10,000 円
4975846  010697

大好評ベベルボックスシリーズに
　　  バックライトタイプが登場！！
   水平器として使える校正機能付。

自動電源OFF 
約5分

底面マグネット付

■仕様

詳しくは、チラシまたは弊社Webサイトをご覧ください 
www.niigataseiki.co.jpグランプリ

賞金５万円
準グランプリ
賞金3万円

期待のホープ、満を持して登場!!珍しい苗字とその20代ピ
ッチピチの笑顔で一度会ったら忘れない方もいらっしゃるは
ず!?中国映画にはあまり馴染みがありませんが、今度お勧
めを教えてください♪

Akashi Iwameji

　新潟市の亀田出身です。おいしいコシヒカリ米や梅・桃・梨などの果物が豊富
な所です。小さい頃からおいしいコシヒカリ米を食べて育ちました。また、サッ
カーと野球スタジアムがあり、いまや新潟市のベッドタウンとして年々発展して
います。

Q.出身地自慢をしてください。

　ラーメンが大好きで、ほぼ毎週末にラーメンを食べています♪
オススメのお店がありましたら、教えてください！！

Q.今、はまっているもの。

　A型です。綺麗好きで几帳面なのに、面倒臭がり屋。周りに左右されることな
くいつもマイペースで、自由奔放。そのため、よくB型と言われます。

Q.血液型＋自分の性格。

Q.最近感動した話。
　先日出張から帰ってきたら、３歳の双子の甥っ子達が「おかえりぃ～。飛行機
乗った？乗った？どこ行ったの？何食べたの」などといっぱい質問され、とても
癒されました。子供って少し見ない間にどんどんいろんなものを吸収して成長し
ているんだなと思い、今後の成長がとても楽しみです。

Q.始めてみたいことはありますか？
　数年ぶりに運動を始めてみたいです。社会人になってからなかなか身体を動か
す機会がなく、健康診断で体重が増えていてショックでした。。。まずは散歩した
り走ったりして徐々に身体を動かしていきたいです。

Q.夢はありますか？
　２０代の内に一年かけて世界一周することです。働いているとなかなか時間が
なく、学生の時に世界一周すればよかったと後悔してます。

　次回ご紹介するのは、同期で同じ大学出身の藤島
さんです。世代関係なく誰とでもすぐ打ち解けられ
るコミュニケーション力の持ち主で、とても尊敬して
います。お酒の飲みすぎには注意してくださいね！

双子ちゃん
に

癒されてる
～♪

　休日は友達とご飯食べたり、飲んだり、ショッピングに行ったりしています。
中国映画を観るのが好きで、一日中映画に没頭している時もあります。

Q.休日の楽しみ方を教えてください。

応募者
全員に

参加賞！
！

岩目地 明志海外営業課

ディープブルー
レニー・ハーリン
サフロン・バロウズ

1999.10.9(U.S.A)

                                  皆さんお久しぶりです。お元気ですか？今年の夏も暑かったですね。
                                   夏といえば海ですが、今年はサメが世間を騒がせました。
                                   そこで今回はサメものを1本。やはりジョーズが一番メジャーで私もお盆休みに
                                    DVDで見てしまいました。たださすがにベタ過ぎなので今回は「ディープ・ブルー」
　　　　　　　　 をご紹介します。

ストーリー
太平洋上に建設された海洋医学研究施設「アクアティカ」ではサメの脳組織から
新薬の研究が進められていました。
研究資金を打ち切られそうになり研究を急いだスーザン博士はＤＮＡを操作。そ
の結果サメが高度の知能を持ってしまいます。やがて太平洋に猛烈な嵐が発生、
トラブルが重なり施設内にサメが侵入してしまい・・・

見どころは①誰が食われるのか、誰が助かるのか？②サメをどうやって退治するの
か？やはりこの２点に尽きます。
主役は「ミスト」のトーマス・ジェーンですが、サブキャラのコックがやたらと
活躍？します。そのコックこそラップ界の大御所ＬＬ・クール・Ｊなのです。
ジョーズには無かったスピードでサメが襲って来るのも見どころです、
血が苦手な方以外はそこそこ楽しめる作品かと思います。


