
2020年を振り返るとやはりコロナの印象が強く残る一年
でした。私はその中で密を避けながら父親と二人でゴルフ
をしていました。早朝スタートに加え、途中でご飯を食べ
ないスループレーと対策も万全でした！また今年の目標
にしていた70台を達成しました。個人的にも達成できると
思っていなかったので驚いています。独学で94→86→78
と一年毎にベストスコアを更新しているので、2021年以
降は72を目標に冬は家の中で練習したいと思います。小
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得意先からの見積や注文書の処
理､商品チラシの英訳をしていま
す。ピンゲージやリングゲージは
規格サイズとは違う長さ･公差を
指定でき､そういった特殊の見積
は価格の出し方が変わるので覚
えるのに苦労しています。
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A.１A.１
受注処理と電話応対がメインです｡
1日3回のオンライン受注と随時
FAXでの受注処理を行っています｡
毎日時間に追われながらも､間違わ
ないようにと真剣です。いつもPT
事業部の皆様に助けられています｡
ありがとうございます｡
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A.２A.２
木村主任です。教育係という
こともあり、書類の出し方や
メールの確認といった業務関
係のことはもちろん、それ以
外の日常にある細かい部分の
疑問についても教えていただ
き助けてもらっています｡
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主な仕事内容は半製品の検査
と、クレーム品の検証です｡
検査や検証では、製品の使用
方法や構造がわからないとで
きない作業が多いので、たく
さんの種類の製品の知識をつ
けるのに苦労しています｡
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A.４A.４
現在の業務内容は検査や検証な
どの実際に手を動かすものが多
く､その後のメーカーや他部署
とのやり取りといったデスク
ワークが少ないです。なので、デ
スクワークのほうも早く覚えら
れるようになりたいです。
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スクワークのほうも早く覚えら
れるようになりたいです。

忘れっぽくなった私のフォローをしてい
ただき、いつもありがとうございます。見
た目どおりのしっかり者なので､安心して
業務を任せられます。学生時代に培った
知識、今後もいろいろと教えてください｡
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A.２A.２
齋藤さんの優しくてかっこよさも感じる
雰囲気が好きです。わからないことがある
といつも丁寧に教えてくださいます。齋藤
さんには就職活動時の説明会で仕事につ
いてお話を聞かせていただいたことがあ
るのですが、それを聞いて私もこんな風に
働きたいと思ったことを覚えています。
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A.２A.２
大竹係長です！なにもかも尊
敬できるところばかりです｡
大竹係長に教えていただけて
いる私は幸せ者だと噛みしめ
ています。私が仕事に追われ
ている時、気がついたら仕事
が２つも３つも終わっている
ことがあります。忙しいにも
関わらず、こっそりと仕事を
手伝ってくれている、そんな
かっこいい先輩です。
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A.３A.３
石田さんは落ち着いていてやわらかい雰
囲気があり、海外営業課が和やかになった
気がします。普段の仕事ぶりは丁寧でしっ
かりしていますし、これからの活躍がとて
も楽しみです｡一緒にがんばりましょう！

石田さんは落ち着いていてやわらかい雰
囲気があり、海外営業課が和やかになった
気がします。普段の仕事ぶりは丁寧でしっ
かりしていますし、これからの活躍がとて
も楽しみです｡一緒にがんばりましょう！

とにかく【 元気！】です。若さとあい
まって私には眩しい限りです。羨まし
いです。毎日イキイキ仕事をしている
姿はこちらも見習わなければ、と思い
ます。これからもPT事業部の仲間･先
輩達と一緒に頑張っていきましょう。
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入社してからわからないことを教
えていただいたり、困っているとき
には助けていただいたりと周りの
方に沢山お世話になったので、学ん
だことを早く自分のものにして周
りの先輩方に協力しサポートでき
るような存在になりたいです。
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A.４A.４
社内をもっと明るくすること
です！元気な挨拶はこれからも
続けます！PT全体で元気良く
仕事できたらなあと思います｡
そして仕事面では､いつか大竹
係長のように皆に頼られる存
在になりたいと思っています｡
これからも宜しくお願いします！
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早いもので新入社員が入社して半年以上が過ぎました。
3ヶ月間の研修を終え、各配属先で頑張る新入社員に
リポートしてきました。
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×ラーメン刑事
デカ 我輩はラーメン刑事である！

ステイホーム実施中のため、
自宅で食べられる美味しいラーメンを

紹介していくぞ！

我輩はラーメン刑事である！
ステイホーム実施中のため、

自宅で食べられる美味しいラーメンを
紹介していくぞ！

今回は、セブンイレブンで発売されているコラボ麺を通して「とみ田」を紹介するぞ！
我輩が腹を空かせてコンビニに寄ったところ目に飛び込んできたのがこのラーメン
だ！ガッツリ系の見た目に惹かれ思わず手にとってしまったぞ。濃厚な豚骨スープに
極太麺、分厚いチャーシューと非常に食べ応えがあったぞ！我輩も満足だ。
本家では濃厚豚骨スープのつけ麺が人気のようだ！機会があればぜひ本家も味わって
みたいものだ！

今回検挙した
一杯は

こいつだ！
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「中華蕎麦とみ田」

ステイホーム
！

一年間の振り返り

宮嶋宮嶋

　こんにちは！私のコラムも今回が最終回となりました｡
　今年もあっという間に過ぎ去ろうとしています｡今回は一年間を振り返ってみよう
と思います｡
　私にとっては内容の濃い一年間で仕事面も生活面も毎日バタバタと忙しかった
のですが、学ぶべきことがたくさんあり、おかげで成長できました。
　初めて「シジミ採り」もしました！子供のミニバスチームのレクリエーションで､
みんなで川に入り､川底を鋤簾で引っ掻くと沢山のシジミが採れて､最終的には子
供よりも大人の方が夢中になっていました｡シジミの味噌汁は､濃厚でとてもおい
しかったです。
　やり残したことといえば…掃除とアルバム整理です！
子供の用事でゆっくり休日を過ごす日がほとんどありませんでした｡いつもチャ
チャッと掃除機をかけ､すぐに子供の用事に出かけることが多かったです｡掃除道具
はあれこれ揃えるのですが､使う頻度が少なすぎました｡年末はその分を取り返せ
るように隅々掃除をして、新しい年を気持ちよく迎えたいと考えています。
　写真は数年前から整理ができていません｡（苦笑）溜まりに溜まっていて、整理を
する時は思い出に浸ってしまい、また作業が進まなくなりそうな気がします。
　世間は「新しい生活様式」ということで、「変化」が求められる年となりました｡
今でもリモートワークやweb会議などを多くの方がされているのではないでしょうか。
また、この生活様式は続き、もっと便利なモノも出てくるでしょう。2021年こそ期
待の年ではないかと楽しみにしています。
　一年間コラムをお読みいただき、ありがとうございました！
　2021年もよい年でありますように！

じょれん
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生産部

　好評の部長紹介♪7人目は生産部の高野部長です！

高野 康治 Takano Kouji

PT事業部吉田部長代理を紹介します。幅広い知
識を持った、心優しい逸材であり、誰もが理想と
する方です。ユーモアもあり、どんな場面でも楽
しませてくれます。

部
長

Q. 休日の楽しみ方を教えてください。
UFOキャッチャーと競馬

O型。常に笑顔かな。整理がつかず、何事もやりっぱなし。そのため、色々な
案件を溜め込んでしまいます。正さなければなりません…

Q. 血液型＋自分の性格を教えてください。

Q.自慢話をお願いします。
UFOキャッチャーに行った際は、そんなに投資せずほぼ何かしらGETしてま
すね。

加茂市八幡という所に住んでいます。加茂と言えば、近隣に比べ花火が上が
る日数が多く(一回に上がる数は少ないですが…)年に何日も楽しめます。

Q.出身地自慢をしてください。

Q. 夢はありますか？
ちょっと引かれるかもしれませんが、ワンルームをぬいぐるみで埋め尽く
したいですね。

各社が出している、９%の缶チューハイ。ほぼ毎晩飲んでしまっています｡
アルコール分が高いので、かなり満足できます。そもそも酒も控えないと
ならんのですが…

Q.オススメしたいもの、ありますか？

各工程で発生する問題について改善策が見つかり、量産と品質が改善される
ことです。主で管理している工場では液体管理が鍵を握るため、簡単には改
善に繋がりませんが課員で協議し、生産性向上により利益を残せた時は嬉し
いです｡何とか毎月維持できる様、改善意識は常に持っています。

Q. 仕事の魅力・やりがいを教えてください。

Q. 最近感動した話を教えてください。
ドラマ･バラエティ、何でも感動し涙を流しています。
中でも兄妹愛を感じると、ウルッと来てしまいますね。
Q. 社会人として最も大切だと思うことはなんですか？
一度言われたことは必ず守る。実践する。
Q. 始めてみたいことはありますか？
釣りを真剣にやりたいです。今は誘われた時にしか行っていませんので。

UFOキャッチャー！ほぼ毎週どこかしらのゲームセンターに出向いていま
す。狙うのは主にぬいぐるみです。子供達に喜ばれるのが目的ですね。

Q. 今、はまっているものを教えてください。

高校時代、休みの日の部活時は、海が近かったのでひと泳ぎしてから部活
に行っていました。不真面目だったと言うことです…

Q. 学生時代の部活の思い出を教えてください。

●動画で学べる！

QRコードは
コチラ♪

www.sokutei-gijyutu.comURL

●技術資料が手に入る！
●用途から直感的に検索できる！
●無料デモ機が簡単に依頼できる！

この他にも有益な情報が満載

測定・計測に関する課題を解決します

新潟精機 測定・計測技術
測定機器情報が
盛りだくさん!!

測定･計測技術サイトのご案内

��������

オンライン技術相談
承ります

新カタログのご用命は・・・
https://www.niigataseiki.co.jp/https://www.niigataseiki.co.jp/

お問い合わせ　 よりお申し込みいただけます。
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詳細は是非お問い合わせください!
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製品情報が充実し、カタログがリニューアル!
お探しの測定工具が見つかります！
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