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あけましておめでとうございます。本年も編集部一同、読者の皆様に楽しい情報をお届けできる
よう頑張って参ります！本年も新潟精機・SKコミュニケーションをよろしくお願い致します。

SK新入社員 2017年振り返りと
2018年抱負
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指導してくださった皆様
に感謝すると共に、ご期
待に添えるよう誠心誠意
努力してまいります！！
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2018年は、社内だけで
なく社外の仕事も増えて
くると思うので、1日1日
を大切に精進したいと
思います。

業務課
　坂田 妃
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来年は後輩ができます。
先輩や後輩を支え、かつ
自分の成長も実感できる
ような1年にしたいです。

1つでも多く仕事を任せて
頂けるよう、一層業務に責
任を持ち取り組んで行きた
いと思います。

趣味で自転車に乗っている
のですが、今年は渋峠(国道
最高地点)の踏破を１つの目
標に楽しく走りたいです！

この1年は一言では言い表せ
ないほど波乱万丈でした。
家にあるビールの空き缶が
それを物語っています。

学生から社会人となり、
環境が大きく変化しまし
た。たくさんの方と関わら
せて頂いた1年でした。

2017年は、入社してから毎
日が新しいことばかりで、会
社・商品・仕事について毎日
が勉強の日々でした。

学生から社会人になるとい
う変化の1年でした。沢山ミ
スしましたが、その分スキル
アップできたと思います。

社会人デビュー。あっという間
の１年でした。頂いた恩に応え
られるよう、感謝の気持ちを
忘れず頑張ります。

お正月前から家族でお餅
ブームが続いています。私
はつぶあん派です。お正
月には義母が作ってくれ
たお雑煮にも入れて美味
しくいただきました。

我が家では年末に恒例の餅つきを
行います。両親、兄家族総出でかま
どでもち米を蒸して臼と杵で行いま
す。近所でも我が家位ですが正月に
食べるお餅の為に頑張りました。

あまり美味しそうに撮れま
せんでしたが、お正月は松
前漬けを常にポリポリして
いました。お正月番組を見
ながら、お酒を飲んで、食べ
て、こたつで寝る、という幸
せな時間を過ごせました。

今年はお正月休みを使っ
て台湾旅行に行ってきまし
た。毎日台湾のおいしい食
べ物を食べながら過ごせ
ました。写真は「火鍋」と
いって日本のしゃぶしゃぶ
のようなものです。辛くて
とてもおいしかったです。
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吉田
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これからもよろしくお願いします！！

お正月休み中は満腹中枢が壊れたかのよ
うに朝から晩までひたすら食べ続けていま
した。写真は元旦に家族で集まって食事を
した際に食べたおせち料理です。色とりど
りの食材に込められた意味を考えつつ、に
ぎやかで楽しいひと時を過ごしました。
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　明けましておめでとうございます。
今年１年、巻頭コラムを担当させて頂きますＰＴ事業部の矢島です。
皆様に楽しみにしていただけるよう頑張りますので、1年間よろしくお願い致します。

　あっと言う間に、平成も３０年ですね。今年は、平昌オリンピック・パラリンピックや、ワー
ルドカップなど大きなイベントがあり、今から楽しみな1年になりそうです。
　そして、私の１月の楽しみといえば、塞ノ神（さいのかみ）があります。
　馴染みのない方も多いと思いますが、塞ノ神とは新潟県や、富山県で小正月（1月１５日）
に行われる、国の重要無形文化財にもなっている火祭りです。地域によっては、「どんど焼
き」と言った方が親しみがある方も多いかと思います。
　塞ノ神とは竹と藁で組んだ、高さ５～１０mほどのやぐらのようなものを燃やし、無病息
災や、五穀豊穣を祈願するお祭りです。由来は諸説あり、境の神（道祖神）が語源と言わ
れ、地域に悪疫や悪神の侵入を防ぐため道祖神を奉ることから広まったそうです。私の住
んでいる地域でも毎年塞ノ神が行われており、夏祭りよりも人が集まるちょっとしたイベン
トになっています。
　ここ数年は参加できなかったのですが、今年は厄年ということもあるので久しぶりに参加
しようと思っていて今から楽しみです。
　
　皆さんの楽しみなイベントは何かありますか？
ＳＫコミュニケーションが皆様にとっての楽しみの1つになれたら幸いです。
　それではまた次号で。

矢島矢島

楽しみにしている1月のイベント

No.123
10周年目に突入！

10
th

　あけましておめでとうございます。
　昨年の国内景気に関しては良い話を聞く機
会が多くありました。とても忙しく動かれた
方々も多かったのではないかと思います。ア
ナログからデジタルへの変化が至るところで
見られ、それにより情報伝達スピードの速さ、
商流の変化など様々な環境において " 変化 " と
いうものが感じられました。私自身、過去こ
れほど１年のスピードが速く感じられたこと
はありません。便利な時代になっております
ので、人々にとっては良いことだと思います
が、それでも基本は“人と人”人間関係が重
要ということは忘れてはならないと思います。
　今年も社員一同、人と人の関係を重視しな
がら全力で邁進いたしますので、よろしくお
願い申し上げます。

　あけましておめでとうございます。
　2017 年は IoT や AI といった技術
の活用がどんどん進められ変革期と
いった意味合いが強い年でしたが、
今年は更に進められ、この第４次産
業革命といわれる波が押し寄せてき
て、そして従来の我々の働き方を変
えていくという現実が見えてく
るような気がしています。
　今年はこれまで以上に「時間」と
いうものをしっかりとらえ、何事に
もスピードを十二分に意識し進めて
いきたいと思っています。
　本年も宜しくお願い申し上げます。

　あけましておめでとうございます。
　昨年度から景気の持ち直しが続
き今年は人手不足が問題となりま
す。人件費の高騰に対し人材確保
が景気対策の手段となりそうです。
現状の体制で更に効率アップを完
成する事で目標値クリアーが確実
となります。社員一同気持を引き
締め効率アップに取り組んで行き
たいと思っています。
　本年もよろしくお願い申し上げ
ます。

　あけましておめでとうございます。
　昨年は国内においても活況を迎え
た業界もあり、過去にない程業界間
の温度差を感じた年でありました。
2018 年も好景気が予測される業界と
厳しい環境の中更なる競争激化が予
想される業界の二極化が加速的に進
むと思われます。
　我々新潟精機グループは、ユーザー
様に求められる商品の提供と時代に
合ったサービスの提供に努め、時代
の波に取り残されぬよう努力して参
ります。
　本年もよろしくお願い申し上げます。

編集部メンバーの
お正月 こんなもの食べました



SKコミュニケーションが発刊した2007年から、1年ごとの五十
嵐社長の顔写真です。
おやおや、顔写真が無い年代があるぞ～。下の4枚の顔写真はど
の年代の写真になるか当ててください！
回答をご応募いただいた方の中から、大人気の新潟産の新ブラン
ド米「新之助（しんのすけ）2kg』を抽選で20名様にプレゼント！

《応募方法》
顔写真の回答（2009年、2011年、2013年、2015年の顔写真が
A,B,C,Dのどの写真になるか）、お名前、ご住所、性別、年齢、お電
話番号、職業、ＳＫコニュニケーションへの感想、ご意見を沿えて、
下記アドレスまたはハガキにてご応募ください。
＜メールアドレス＞skkun@niigataseiki.co.jp
＜ハガキ送付先＞
〒955-0061　
新潟県三条市林町1丁目22-17
新潟精機株式会社　企画課ＳＫコミュニケーション編集部

社長の顔　当てクイズ！！
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SKコミュニケーション
　10周年突入！

2007年10月に発刊してから10年が経過しました。
ここまで長い間続けることができましたのも、皆様
のお陰です！！これからも楽しい情報を提供できる
ようSKコミュニケーション編集部一同頑張ります♪

祝

　加茂市出身です。自慢は加茂山公園です。リス園もあり、小さな子供から年
配の方まで、多くの人達でにぎわっています。

Q. 出身地自慢をしてください。

　車に乗ることが好きなので、どこかに出掛けています。遠出するときは、前
夜からワクワクします。

Q. 休日の楽しみ方を教えてください。

　次回私が紹介するのは、品質管理課の廣瀬さん
です。背が高く、羨ましい限りです。また、入荷検査
いつもありがとうございます！今後も無茶なことを
言うことがあると思いますが、どうぞよろしくお願
いします。

  　誕生日に家族がお祝いをしてくれたこと。やっぱり、嬉しいです。

Q. 最近感動した話を教えてください。

　国内、海外仕入先との交渉等ができること。

Q. 仕事の魅力・やりがいを教えてください。

　体を動かす機会があまりないので、ウォーキングでも始めてみようかなあ
と思っています。

Q. 始めてみたいことはありますか？

　挨拶です。仕事上だけでなく生活する上でとても大切なことだと思います。
どんなときも、気持ちのよい挨拶を心掛けたいと思います。

Q. 社会人として最も大切だと思うことは何ですか？
リス園

では

リスに
エサを

あげる
ことが

できま
す♪

　みんなから頼りにされているアニキ的存在の田村さんを
ご紹介。仕事中は黙々と仕事をしていて大人しそうに見えま
すが、とても面白い方でお話をすると楽しいです。また武勇
伝聞かせてくださいね！

田村 伸一郎仕入課

　中学校時代のことになりますが、バスケットボール部に所属していました。
弱小チームでしたが、みんな仲良しで楽しく活動していました。

Q. 学生時代の部活の思い出を教えてください。

新潟産
新ブランド米
「新之介２㎏」
抽選で２０名様
プレゼント！

《応募締め切り》2月28日（水）※ハガキでの応募は2月28日（水）消印有効
《抽選、当選発表》ご応募いただいた方の中から厳正なる抽選を行い、商品の
　　　　　　　　　発送をもってかえさせていただきます。


