
『信頼と協調 

 自然を愛し、人を愛し、仕事を愛する』 
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発行年月日 

社長就任ご挨拶 
内海工業の創立５５年にあたる平成２９年４月より代表取締役に就任いたしました。 

早いもので就任して５ヶ月経過しましたが社員の皆さんを始め、関係者の方々のご支 

援に深く感謝いたします。あらためて御礼申し上げます。 

私は昨年、５か年経営改善計画を策定し、今年の年頭朝礼で「変革」を皆さんにお伝 

えし社目標を設定しました。当社は昨年まで、どちらかと言えば受け身「待ち」傾向 

でありました。その受け身体制を脱皮して何事にも積極的「攻め」にチャレンジでき 

る体制にする為、４月に職制も見直し新規顧客開拓、新商品開発等、チャレンジしや 

すい体制にしました。社員の皆さんは明確な目的があれば失敗を恐れずに沢山チャレ 

ンジしてください。サポートもしますし失敗してもそれを糧に成長し、また一歩進ん 

でくれることが一番の収穫だと私は思っています。 

とにかく私は皆さんにモチベーションを上げて業務を進めて頂きたいのでどんな事で 

も相談してください。皆さんの意見や提案が私自身のモチベーションＵＰにもなりま 

す。前向きな意見が出れば積極的にできる方法を考えて進めます。 

また、企業はチームワーク「和」が大切です。チャレンジは一人ではなく私を含め皆 

さんで共有し協力して進めていきましょう。 

「変革なくして永続・発展なし」です。誰しも変革に抵抗感があると思います。しか 

しお客様のニーズはもちろん、業界の競争状態の変化等、企業を取り巻く環境は変化 

し続けます。常にこうした変化に対応した適切な手を打たなければ企業として存続す 

ることができませんので社員の皆さんも勇気をもって一歩踏み出し前向きに考え、前 

へ進んでください。 

そして、私は代表としての義務である 

「企業存続・発展 ＝ 社員と家族の幸福 ＝ 社会貢献」に全力で取り組みますので今 

後もより一層のご協力をお願い致します。 

最後になりますが、崇高な企業を創造し、太平洋のように広い心で社員の皆さんを支 

えていけるよう一路邁進していきます。 

 

御 礼 

この度は、私の代表取締役就任に際しまして、ご丁重なるお祝い状と贈り物を賜り、 

御礼申し上げます。 

一意専心、社業の発展に全力をつくし、社会に貢献できる企業に邁進して参ります。 

今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

一応、代表 



【2】 

 今年の４月で取締役に就任し、早や５カ月が経ちました。就任時には社員の皆さんからシャー 

ボ（私の大好きな猫(=^・^=)のマーク入り）を戴き感激しました。その節はありがとうございま 

した。大事に使いまくっております。 

 ５月には工場見学を次長にお願いして金型からプレス・めっき・出荷などの現場や、文字でし 

か見る事がなかった物件を実際に見ることができて、自分の中で仕事が繋がった実感がしました。 

その実感から自分の今までの仕事のやり方を振り返り、現状に合わせて資金繰りがうまくできる 

ようもっと勉強しよう、必要な物件の購入やリースがスムーズにできるよう貢献したいと思いま 

した。 

 これからも会長・社長を支え、これまで以上に皆さんを頼り、また自分自身も頼られるよう精 

進していきます。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

取締役に就任して  取締役 Ｍ・Ｆ 

新体制にあたり 次長 Ｋ・Ｋ 

 ４月より、社内の体制が大きく変わりました。社長が会長へ、専務が社長へ、経理担当の 

Ｍ・Ｆさんが取締役へそれぞれ就任されました。本当におめでとうございます。その事だけで 

も大変大きな出来事でありますが、それに伴い、職制も大きく変わりました。その中の一つと 

して私が次長職を仰せ付かることとなりました。これまで業務課長として、社内外問わず、た 

くさんの方々に支えて頂きましたことに心より感謝申し上げます。と同時に新体制の重要な一 

翼を担うことに身が引き締まる思いです。 

 また私にはもう一つ大事な役割があります。今年の目標の一つでもあります「攻めの営業」 

です。業務課のＵ課長と二人で営業を担い、結果を出すこと。大変な重責ですが、一つでも多 

くの案件が受注できる様、精一杯努力していきたいと思います。 

 今後も皆様方の変わらぬご支援、ご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。 

ご丁重なるお祝い状と贈り物を賜り、御礼申し上げます 
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 ３月に４月新体制で業務課長の任命を受けました。新体制での進路・改革・変化等説明、 

要望を聞き、正直その時点、頭の中は不安半分・動かなければの思いで占領されていた様 

に思います。 

「さて、今あるこの不安どうするものか？」 

・ほっとくか、無視するか ⇒ 最悪の結果に値する 

・現状維持で出来る事を  ⇒ 今までと同じ、成長なし 

「じゃあ どうする？」 

    行動する事！！ 
 今までと同じ事をするなら現状維持も困難な時代、経験無く初めての試みであろうと 

 動け ⇒ 壁にぶつかる ⇒ 苦悩 ⇒ 対策 ⇒ 結果 ⇒ 繁栄 

上記、単純な私の頭の中のシミュレーション。 

ただ不安は持ってるだけでは解決ならず肥大していくのみ、なら動いてみよう。そうすれ 

ば不安の原因も見えてくるはず、時間かかっても対策も出来るはず。結果出るまでの過程 

での失敗はつきもの、その時に班・課・会社全体で対処していきましょう。 

自らの身体使うのも行動、自分の想いを意見として発言するのも行動、色んな形がありま 

す。皆さん、得意な形で動き、皆さん自身の為にも改革・変化に協力お願いします。 

行動する事！！ 業務課 課長 Ｈ・Ｕ 

決意を新たに 製造課 課長 Ａ・Ｏ 

 このたび製造課の課長に任命されました。今までは１班でプレス部門を任されていまし 

たが、４月より３部署、１班プレス・３班スポット・６班めっき、重要なポジションを任 

され、社長から今後より一層の職務の精励に期待すると辞令をいただきましたが…。何か 

とプレッシャー、重圧を感じ体調を崩した自分がいました。今現在、言われるがままに動 

いており皆様に非常にご迷惑をおかけしてしてわからない時(事)、皆様に教えていただき 

ながら力の限り尽くす決意です。どうかよろしくお願いいたします。 

継続は力なり 製造課 １班 班長 Ｈ・Ｍ 

 ４月１日より製造課１班の班長に任命されました。私は内海工業へ入社して１１年になり 

ます。現在は製造課１班としての在籍ですが、入社当初３年間ほどは製造課３班での実績も 

ある１１年間です。現場、作業内容が異なっても、仕事に対する心構え、責任感を持ち仕事 

に取り組んできました。 

 １０年越しの職長ではありますが、このような辞令を頂いた事、本当に有難く思うと同時 

にこれまで以上にしっかりと責任感を持ち、誰からも信頼してもらえる様、これからも工夫 

しながら努力し、決して諦めたりせず頑張っていきます。まだ未熟な点も沢山ありますが、 

周りの皆様に助けて頂きながら、成長したいと思っています。人の話にきちんと耳を傾け常 

に向上心を持って、皆と力を合わせていきながら明るい職場を作っていける様、頑張ります。 

女性の職長ではありますが、女性だからこその良さを発揮しながら取り組んでいきます。皆 

様どうぞ宜しくお願いします。 

～キリギリス～ 

夏の虫…って最近見ますか？蝉でも声を聴くくらいで姿はなかなか見ませんよね(私だけかも) 

先日とある公園に行くと来ていた子供さんが「キリギリス捕まえたんよ！」って虫かごの中を 

見せてくれました。キリギリスでした。幼少のころ夏休みに網を持って草むら等ウロウロしま 

したが一度も姿を目にしたことはありませんでした。よく見ると結構目につく処に夏の虫達が 

いました。目には見えなくても耳を澄ませば近くにも色々な虫の音がしているはずです。 

暑さは忘れないけど時が一瞬止まるかも…です。 

みゆたんの隙間を埋めるコーナー 
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新商品開発に向けて～実動部隊発足～ 

 今年度から社目標で社長が掲げられた自社 

ブランドの商品開発という目標を任せていた 

だけることになり大変光栄に思っています。 

年始の朝礼で社長が言われた"全員参加"とい 

うことと継続可能な商品開発ということで今 

後の道筋をつくるという点に重点を置き、分 

かりやすい目標を掲げて実際に提案を募った 

りと動いてはみたものの実質取りまとめるに 

もＭ主任と私だけでは到底不可能だというこ 

とに気づきました。そこで初の試みというこ 

ともありスムーズに動けてコミュニケーショ 

ンの取り易いメンバーに協力を求めて上長よ 

り承認をもらい発足することとなりました。 

メンバー全員不慣れなことでご迷惑をお掛け 

することもあるかもしれませんが今までと変 

わらぬご協力をお願いいたします。 

業務課 主任 Ｙ・Ｎ 

 今年度の社目標で新商品開発がスタートし、 

その開発チームの一員に任命されました。どう 

進めていけばいいのかわからない中でのスター 

トで不安しかありませんでした。 

 ただ、年始の朝礼で社長より「失敗してもい 

いから前に進みなさい」と言葉を頂き、とにか 

く前に進めば何とかなるだろうと前向きに捉え 

やっていこうと思いました。 

 業務課を中心に実動部隊（ＢＦＳＭ）を結成 

し新商品開発に向けて試行錯誤しています。社 

員全員の意見をまとめて商品ができあがりそこ 

から会社に利益が生まれる流れが出来るのが理 

想だと思います。今の段階ではまだまだですが 

少しずつ前には進めています。社員の皆様には 

無理難題を御依頼することがあるかもしれませ 

んが御協力お願い致します。 
Ｂ→Beginner's Ｆ→First Ｓ→Step Ｍ→Meeting 

業務課 生産管理班 主任 Ｈ・Ｍ 

ホームページ作成 業務課 Ｒ・Ｙ 

 この度、従来よりあった会社ホームページを刷新することになり、㈱二鶴堂様のお力を借り、 

社長と共に準備を進めてきました。今は何でもスマホやパソコンで検索する時代です。充実した 

内容をわかりやすくキャッチーに伝えなければと考えました。まず社内でゆるキャラを公募しま 

した。社員の皆さんが素敵な案をいくつも出してくださり、皆さんの愛社精神を肌で感じました。 

また、社長がお話しくださっためっき工場立ち上げヒストリーを横で聞き、社長の並々ならぬ会 

社への熱い想いに胸を打たれました。そのお話は刷新されたＨＰでご覧いただける事になります。 

ＨＰは一つの足掛かりです。ＨＰをきっかけに我社の高い技術力をお客様に知って頂ければ、ま 

すます内海工業が発展することでしょう。 

堂々デビュー！内海工業のゆるキャラくんたちを紹介します！ 

考案者 

業務課 Ｎさん 
考案者 

出荷班 Ｈさん 

考案者 

生産技術班 Ｔさん 

受賞者コメント 

顔に「内」パンツは「海」 

プロレスラーっぽくして 

プレスの力強さをイメージ 

しました。 

名
前
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受賞者コメント 

部品に愛着が持てるよう 

にと、考えました。 

受賞者コメント 

内海工業のマークを 

変形させました。 

地平線に鉄の塔が立っている 

様子をゆるキャラにしました。 
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製造課 １班 Ｔ・Ｎ 

 ５月２４日、アイダエンジニアリング㈱様をお招きし、プレス機械の勉強会をしていただき 

ました。資料を使用し、主にプレス機械の定義や基本構造、プレスの３要素などの説明があり 

ました。普段仕事でプレス機を使用していますが、プレス機内部の基本構造や、プレス機の種 

類、各部分の名称などをしっかり学ぶ機会や勉強会などはなかなかないため充実したとても貴 

重な時間になったと思います。まだ入社３年目でわからないことも多いですが、この勉強会を 

無駄にすることなく、学んだことを知識にし、向上心を持って仕事に取り組んで行きたいと思 

います。 

業務課 生産技術班 Ｄ・Ｔ 

 去年の終わり頃にプレスと金型の講習に行かせてもらい 

基本的な知識を得たその後、現場で作業を行い、理解が深 

まった所でのＡＩＤＡの勉強会という、復習にとても良い 

タイミングでした。自分の中で整理できていなかった所や、 

新しくわいてきた疑問を質問できたので、とても充実した 

勉強会でした。また、完全に忘れてしまっていた所も気付 

く事ができたし、プレス作業者の視点も少し見えた気がし 

ます。これから先もプレスは使っていくので、学んだ事を 

仕事に生かしていきたいです。 

製造課 １班 Ｍ・Ｙ 

 従来、プレス機は加圧部の速度や加圧回数を制限する事が困難とされてきました。これに 

対してサーボプレスは加圧部の動きをサーボモーターで制御して、複雑な加圧方法を可能に 

しました。加工する際の速度や位置、加圧する力などを数値で設定できることなどを、今回 

の講習で学ぶことが出来ました。またさまざまなモーション設定もあり、クランク・深絞り 

の基本動作以外の設定が出来る事が理解できました。実習での勉強会だったので、いい経験 

になりました。 

フットサルチーム発足＆メンバー募集 

 

たまにフットサルやってます！ 

男性女性経験者未経験者問いません！ 

気軽にご参加ください！ 
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 まず内海工業での９年というお勤めを終えられた事、本当にお疲れ様でした。金型だけで半世 

紀もやってこられたＳさんの経験や知識に少しだとしても触れることができ、教えてもらえたこ 

とが僕の自信になりました。そしてもう一つ言えることはＳさんがいなければ今の僕はありませ 

んでした。周りの方から見た時にどう見えたかは分かりませんがひとつ聞けば１０も２０も丁寧 

に教えて頂き、聞いたこちらが申し訳なく感じるくらいしっかり教えていただいたからこそ、今 

まで続けてこれたと思っています。 

 約５年という長い時間をＳさんと一緒に過ごせた事が僕の誇りです。そして何歳になろうと勉 

強する姿勢を忘れないＳさんのようなかっこいいエンジニアを目指して頑張ります。 

本当に有難うございました。 

業務課 主任 Ｙ・Ｎ 

業務課 生産技術班 班長 Ｍ・Ｉ 

 Ｓさんお疲れ様でした。Ｓさんが入社した時には自分は、１班に在籍していて、その後に 

以前にいた生技班に異動になりました。その時に、修理はできるだけ社内で修理をする、金 

型のメンテナンスもする等、以前ではすぐに金型メーカーに修理を依頼をしていましたが、 

社内で対応するようにと教わりました。仕事が終わった後に、Ｓさんが今までに体験した事 

を話してくれました。アメリカはこうだ、ドイツ、オランダはこうだと知らない話だったの 

で、面白かったです。 

 長い間、お疲れ様でした。これからも健康に気を付けて人生を楽しんでください。 

 昨年度末の最後の日に品質管理課に３Ｄスキャ 

ナ型３次元測定機が品質管理課にやってきました。 

どういうものかというと、いろいろな方向から光 

と影を測定物にあてて立体的に形や大きさ寸法を 

測定するものです。去年末発売された最新鋭の機 

械で大手自動車メーカーにも導入されています。 

一見難しそうですがパソコンの基本知識と少しの 

練習で、だれでも測れるようになります。また複 

雑な面の形状を立体的に測定してＣＡＤの図面と 

比較する事もできます。導入後、数社の会社見学 

の際、お客様に非常に好評で受注を獲得するうえ 

で大きなアピールポイントになる事も確信しまし 

た。導入３か月で操作方法もほぼ習得でき、日々 

の業務の中で有効に活用しています。決して安い 

ものではないので、それに見合ったメリットをだ 

せるよう努力していきます。 

３Ｄスキャナ導入によせて 品質管理課 課長 Ｙ・Ｎ 
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製造課 １班 Ｋ・Ｈ 

 初めまして。私は２０１６年末に静岡県か 

ら岡山県に結婚の為引っ越してきました。 

趣味は浅く広くあります。そして今年の末に 

は第一子も産まれる予定です。 

岡山に来て方言も違ったり土地勘もまだ無い 

ですが今後ともよろしくお願いします。そし 

て内海工業に採用していただき迷惑もかけて 

しまうかもしれませんが少しでも早く仕事を 

覚えていきたいです。 

改めてよろしくお願いします。 

製造課 １班 Ｔ・Ｏ 

 ３月より入社致しました。 

 今までとは全く別の業種なので、わからな 

い事ばかりで日々勉強の毎日です。ですが、 

多くの先輩、製造課以外の先輩方にもたくさ 

ん声をかけて頂いて毎日楽しく仕事をしてい 

ます。今後は資格取得など、色々な事に挑戦 

し、一日も早く会社の一員として戦力になれ 

るように精一杯頑張ります。 

 まだまだ未熟で迷惑をかける事も多々ある 

と思いますが、皆様どうぞよろしくお願いし 

ます。 

製造課 １班 Ｙ・Ｈ 

 ３月に入社致しました。目標は色々覚える 

事もありますが一つ一つ確実に覚えて一日で 

も早く自分に任された仕事をし、会社に貢献 

出来る様に精一杯仕事をしていく事です。ま 

だまだ分からない事が多々あり、皆様に迷惑 

をかける事があると思いますが、御指導の程 

よろしくお願い致します。 

業務課 生産技術班 Ｔ・Ｕ 

 ６月に入社しました。ものづくりが好きで、 

工業高校に行っていたのですが２年間工業系 

とは関係無い専門学校に通っていたので、毎 

日高校時代を思い出しながら作業をしていま 

す。 

 生技班の先輩や上司の方に、優しく時に厳 

しく指導していただき、早期に会社の役に立 

てるように努力したいと思います。また、内 

海工業の発展に尽力したいと思います。 

 社会人経験がまだ１年程なので、失礼な発 

言や行動があると思いますが、どうぞよろし 

くご指導お願いします。 
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編集後記 

皆様の御協力により第18号も発行できました。 

ありがとうございます。まだまだ暑い日が続きます。 

規則正しい生活を心掛けて 

この暑さを乗りきりましょう。 

編集長    

製造課 ３班 班長 Ｍ・Ａ 
 ビールの美味しい季節がやってきました。ビールといえばビアガー 

デン！今年も楽しみにしていたビアガーデンが、７月１５日に天満屋 

屋上にて開催されました。天気にも恵まれ、とても暑かったですが、 

外で汗をかきながら飲むビールはやっぱり最高!!枝豆や焼鳥をつまみ 

ながら冷えたビールがシュワーと喉を潤していくあの感じがたまりま 

せん。これがビアガーデンの醍醐味ですね。 

 今年は社長も参加され、若手社員も多かったので、いろんな人達と 

コミュニケーションがとれた良い雰囲気のビアガーデンでした。唯一 

心残りなのは女性陣が少なかったことで、来年はもっと多くの女性の 

方に参加してもらいたいと思いました。最後に幹事の皆様、お疲れ様 

でした。 

製造課 ６班 Ｙ・Ｆ 

 内海工業に入社して初めてビアガーデンに参加しました。とても暑 

かったのですが、色々な人とお話ができました。普段はお仕事の話し 

かしない人やあまり話をしない人たちと趣味の話や笑い話ができてと 

ても楽しかったです。同じ班の人達ともコミュニケーションがよくと 

れ班内の絆も深まったような気がします。今後も毎年参加しみなさま 

ともっとお話できたらいいなと思いました。 

 仕事の時よりＹさんとＯさんきれいでした。 

業務課 出荷班 Ｓ・Ｔ 

 夏のイベントといえば、夏祭り・海水浴・ビアガーデン 

ですかね？私は、お酒飲まないので自分はピンときません。 

でもって今回と去年でトータル２回目なのです。内海工業 

に入社してビアガーデンデビューということです。ありが 

とうございます。 

 普段プライベートでの話をする機会があまりないのです 

が親睦会行事に出席する事で新しい発見があり、（今回は 

２つ）なるべく欠かさず参加したいと思います。生技班の 

方々おつかれさまでした。忘年会もよろしくお願いします。 


