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経営企画室 I・Mさん

①入社研修、名刺の発注・管理、作業服の発注・管理、契約書・資格の管理などです。

②上司の皆さんがとても優しくて、アットホームな雰囲気です。

③お金・時間の管理ができるようになりました。

④仕事に関して問い合わせがあったとき、スピーディーかつ完璧に答えられるように

なりたいです。また、今後やりたいことは、社内の申請書などを単純明快に

することです。

⑤経営企画室の皆さん。毎日同じ空間でお仕事していると「さすがだな」と思うことがたくさんあります。

早く皆さんのように仕事を完璧にこなせるようになりたいです。

⑥思いやりがあります！

⑦地元、高知県の美味しい食べ物と自然の豊かさを知ってもらいたいです。

「うつぼのたたき」は高知ならではの絶品グルメです！

京都本社 U・Mさん

①CAD・現場の流れ・KYシートの書き方

②初めの頃は何もわからず失敗もよくしてましたが、優しく教えてくれます。

話しかけたりもしてくれるので楽しいです。

③会社の一員としていくので、今までの学校やバイト等とは違って責任を

感じます。入社前は夜型でしたが、入社してからは朝型になりました。

④資格をとったり、1人でもできることを増やしていきたいです。

道具の使い方等もまだまだ知らないのでさわってみたいです。

⑤Kさん いつも色々な現場で提案や管理、準備等行っているところです。

まだまだお客様に提案したりお話をしたりはできていないので勉強したいと

思います。

⑥嫌なことはすぐ忘れるところです。基本的に寝たら忘れます。

⑦ゲームと観葉植物が好きなのでおすすめのものがあれば教えてほしいです！

ラーメンもすごく好きなので美味しいところがあればぜひ教えてください！

①入社してから覚えた仕事は？

②実際に入社してみて職場の印象・雰囲気はどうですか？

③社会人になって学生と違うところは？

入社前と入社後で自分の変わったところは？

④今後の目標とやりたいことは何ですか？

⑤お手本としている人は？どんなところが？

⑥自慢できる自分の性格は？

⑦その他（みんなに知ってもらいたいこと）

イ ン タ ビ ュ ー 内 容



埼玉営業所2G N・Hさん

①主に図面作成スキルを覚えました。

②自由に仕事が進められて、優しい人ばかりな印象です。

③自由と責任が増えたと思います。

太った気がします。

④知識をもっと身に付けたいです。

⑤Hマネージャー。

安定感があると思います。

⑥思考力と発想力

⑦…。

滋賀支社 K・Kさん

①お客様からの見積もりのご依頼から実際にメールを送るまでの

レッツの作成、現場での業者様のお手伝いや気遣いの大切さ、

材料や工具の名称、工事完了後の現場を完了前よりきれいにする

ことの大切さを学びました。

電話対応などは基本的にお客様の工場に行っている時が多く、

数はあまりこなせていませんが、当初よりかは慣れたと感じます。

②滋賀支社では社員同士の仲が良く、意見がどんどん飛び交って

いるのでやりがいを持ちながら仕事ができる環境だと感じました。

現場では夏は特に体力を消耗し、業者様への心遣いを大事に

しようと思います。

③責任の大きさが違うと思います。バイトとは違い、やりがいと責任の両方を持ちながら仕事をするのが

社会人だと感じました。

入社前の自分は日々なにも感じずに怠惰な生活をしておりましたが、社会人になってからやりがいと

責任を持ちながら規則正しく生活できるようになりました。

④貯金をし、結婚と車の購入を目標としています。目標が達成しましたら海などにキャンプをしたいと思います。

⑤お客様との打合せや現場に対して臨機応変な対応ができるMリーダー、

現場の安全対策や業者様への思いやり、工事に対して丁寧かつスピーディーな対応ができるAリーダーを

お手本とさせていただいております。

⑥良いところもなければ悪いところもないとよく言われますので、

何事にもバランスよく取り組むことができると思います。

⑦お酒は大好きなのですがあまり強くないですので、

飲み会の時はほどほどに飲ませていただきます。



滋賀支社 T・Tさん

①箇条書きですが…・発注書の作成・現場の区画、表示、安全管理

・グループウェアでのスケジュール管理やメールの取り扱い

・湖北作業手順書の作成と使用・現場の朝礼 ひとまず、こんなところです。

②滋賀支社は活気があるように感じます。

先輩や上長との距離が近く、入社前よりは緊張感がほぐれました。

報連相は上司との距離が遠いタイプの会社と比べると、正確にやりやすい

だろうと思っております。

③お金を払って教えてもらっていた状況から、お金をもらって仕事を教えてもらっている状況に変わったと実感

しました。その分、自分から学びを見つけていく姿勢を意識するようになりました。又、入社前と比べて社会に

おける人間関係に対して、ややポジティブなイメージを抱くようになりました。

④説明を聴きながら、現場のイメージ(材料・方法・養生・場所取りetc)を思い浮かべることができるように

なりたいです。距離の短い、障害物の少ない案件ならそれなりにイメージできるようになってきてはいますが、

物が多かったり駆け足の説明だと頭が真っ白になります。この点の改善が今後の目標です。

⑤Nリーダー：機転・要領よさ・想像力・フラットなコミュニケーション能力、いずれも私にはない

能力ですので、吸収したいです。

Uさん：メリハリ・思いやり・几帳面さ、あらゆる半端を許さない明快なところに凄みを感じています。

Sさん：知識・責任感・人間関係作りの経験と上手さ、社会人基礎や、業界知識を親身になって教えて

くださります。厳しい社会を渡り歩くうえで、行動や発言を参考にすることがあります。

⑥結構ずぶとい性格をしていて、怒られたり文句を言われても、

精神的には潰れにくい方です(もっともな指摘はきちんと受け止めます)。

まじめかズボラかでいうとまじめな方です。

考えられるだけの正しい知識があるか、聴いて理解すれば、至らない仕事は

しない人間だと考えています。

⑦小さい頃からずっとなのですが、人の声に対して耳がそれほど良くなく物音に対しては相当敏感です。

ちょっと物音がすると会話がかなり聞こえにくくなります。現場でのコミュニケーションで困ることが

よくあるので、申し訳ございませんが、大きな声ではっきりと伝えてくださればと思います。

エレクトリック K・Sさん

①幅広くお勉強させて頂きましたが一つ挙げるとExcelやCADなどパソコンを

使って作業することです。

②優しい方が多くていつも助けて頂いています

③仕事はもちろんですが全てにおいての責任は重いと

感じながら生きるようになりました。

生活習慣も良い感じです。

④とりあえず2級電気工事施工管理技士検定合格

⑤一人にしぼるとなると難しいです。

皆さんの良い所を盗んでいけたらいいなと思っています。

⑥性格とは少し違いますが、「力持ちやな」とよく言われます。

⑦時間はかかりそうですが、少しでも会社に貢献できるように頑張ります。



大阪営業所 I・Sさん

①現場での区画・養生を教えていただきました。

②明るい雰囲気で分からない事も聞きやすいので、仕事のしやすい職場だと

思います。

③社会人になって責任の重さと人付き合いが学生の時とは違うと感じました。

自分の変わった所は、正しい敬語を使えるように言葉遣いを考えるように

なりました。

④資格の取得を頑張りたいと思っています。

⑤Nマネージャーです。現場での危険や違和感に気が付ける力と問題点などの説明が具体的で

わかりやすいので、考える力と相手への伝わりやすい話し方を出来る様になりたいと思いました。

⑥一度始めたら最後までする所

⑦映画やアニメが好きなので好きな方とお話ができれば嬉しいです。

これから頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

SBC大阪本社 S・Mさん

①メールでのやり取りの仕方・面接や学生との接し方・説明会等の人前に

立って話す時のコツ・建設業や施工管理について等

②入社当時は緊張していましたが、気さくな方が多いので仕事が

やりやすいです。職場の雰囲気は、笑顔が多く活気があると感じています。

また、お菓子をいただけたりもするのでとても嬉しいです。

③時間。学生の時は自分の好きな時間に好きな事が出来ていましたが、

社会人になってからは夜遅くまでゲームをしなくなったり、

仕事がある日は苦手な朝を起きれる様になりました。

④将来的には、学生としっかり向き合える様な人事になりたいと思って

います。その為にまずは、面接や説明会で学生の質問に焦らずに

答えられる様、情報の引き出しを多く持ちたいです。

皆様に沢山ご質問をするかと思いますが、ご協力いただければ幸いです。

⑤SBCのTさんです。学生の対応や仕事も幅広くされているところがすごいなと感じています。

まだまだ、私の知識が足りていないので、お手本には出来ていませんが、今後たくさん学び知識を付け

少しでも近づければと思います。

⑥楽天的だと思います！くよくよ悩む時もありますが、基本的には何とかなる精神で物事に挑戦します。

⑦好きなこと5つ！！

①寝ること(お昼休みに寝ています)

②ゲームをすること

➂漫画を読むこと

➃食べること(ポテチ、マクドのポテト、ケーキ、お肉、お寿司が好きです)

⑤自然を見に行くこと(今行きたい所は屋久島です)

こんな私ですがよろしくお願いします！！



　新入社員歓迎会＆合同懇親会

　京都本社・経営企画室　合同懇親会

　　2020年7月16日（木） 京懐石 美濃吉にて

　　4月に入社した新入社員の歓迎会も兼ねて、
　　総勢16名で歓迎会＆懇親会を行いました。
　　ソーシャルディスタンスが保てる店内にて、
　　今までと違った雰囲気の中、美味しい京懐石
　　に舌鼓を打ちました。歓談中には新入社員の
　　自己紹介もあり、和やかに親交を深められま
　　した。

大阪営業所・ビジネスコンサルティング　合同懇親会 

　　　2020年7月22日（水） がんこ 京都駅ビル店にて

　　　4月に入社した新入社員の歓迎会も兼ねて、
　　　総勢13名で歓迎会＆懇親会を行いました。
　　　歓談中には新入社員の自己紹介と、社長より
　　　8月大阪本社から東京支店へ異動される社員への
　　　辞令交付がありました。
　　　湯葉を主とした懐石料理を美味しく堪能しながら、
　　　楽しいひと時を過ごすことができました。

社内

行事

お二人とも

日本酒が好き

だそうです♡



　滋賀支社・エレクトリック　合同懇親会

　 2020年7月14日（火） あたか飯店 草津店にて

 　4月に入社した新入社員・途中入社員の
 　歓迎会も兼ねて、総勢23名で歓迎会＆懇親会
 　を行いました。会場前では 検温・消毒を行い、
 　感染対策万全の中、80名収容できる大広間で
 　ソーシャルディスタンスに配慮された円卓を
　 囲み、1人前皿盛りの中華料理を楽しみました。
　 普段話す機会が少ない方とも会話が弾みました。

スミダ・プラント　合同懇親会 

2020年7月3日（金） 
 スクリーンゴルフ＆スポーツバー Tee upにて

最新のゴルフシミュレーターによる本物さなが
らのラウンドが楽しめる会場にて、新型コロナ
対策としてフロアーを貸し切り、総勢24名で懇親会
を行いました。久しぶりの集まりだったので会
話にも花が咲き、とても楽しい会になりました。
また、二次会では普段ゴルフをされない方も
スクリーンゴルフを楽しみました。

　　今年度の社内行事は新型コロナウィルス感染拡大状況を鑑み、開催できなかった事業所もあ
　　ります。社長からの懇親会内でのご挨拶にもありましたが、今後の状況を確認した上での適時
　　開催となります。早期収束を心よりお祈りし、1日でも早く社員同士の交流の機会である社内行
　　事が再開できることを願っております。

元気よく挨拶をされると・・・

社長が「今日は小さい声で話そう」と言われ

いつもより大人しい宴となりました。



2020.8.18～19

朝10時の泡風呂♪

普段は行けないような、
お洒落なバーでお酒を嗜みました♡

2日目は、ひらパーへ行く予定でしたが、
38度の暑さに負けて、
急遽「京都水族館」へ行きました。
イルカショーを見たり、
オオサンショウウオに興奮したり・・・

楽しい時間を過ごしました。

これからも同期で
支え合いながら頑張ります！！！

1日目はエクシブ八瀬離宮にて豪華な
中華料理のコースを堪能しました。
どの料理も美味しくてほっぺが落ちました。
特に担々麺が絶品で、
男性陣は皆おかわりをしました！！

オオサンショウウオと背比べ



10月1日(木)

2021年4月に入社予定の内定者
を対象とした内定式が行われました。
毎年京都本社で開催されておりまし
たが、今年はコロナウイルス感染症の
影響により、キャンパスプラザ京都の
大会場にて開催されました。
井畑社長より、内定式参加者8名に
内定証書が手渡されました。

内 定 式

内定式の後は、京すいしん にて
昼食会が行われました。

みなさまがセイコーグループで
活躍する日々を心より楽しみにしております。



『清弘エンジニアリングの思い出～回想録』最終回

吉野 明
昭和17年2月8日生まれ
人生のモットーは

『流れのままに生きる』

昭和55年10月
2列目1番左が吉野さん。1列目中央が井畑充弘会長。お2人とも当時38歳のお写真です。この年の出来事としては、4月
に松田聖子が『裸足の季節』でデビュー。10月には山口百恵が日本武道館で引退公演、長島茂雄が巨人軍監督を辞任
したのち、王貞治が現役引退を発表。奇遇にも大物スターの世代交代と時を共にして、吉野さんは清弘エンジニアリン

グデビューとなりました。

私が入社して4、5年くらい経過したこ

ろ、工事業としての業績は順調に推移

しておりましたが、本社客先から、

「製品についた微小の粉塵を取り除く

装置の開発」を依頼されたそうです。

当時の技術部は会長の弟さん（井畑

稔弘氏）が専務として中心となって取り

まとめていました。早速、装置の開発

に取り掛かり、数か月で完成させました。

今年はコロナのせいで、すべての行事が中止、または延期となり本当に寂しかったです。

私も入社した時には想像もつかなかった長い月日を、清弘エンジニアリングにお世話になり、

さすがに今年ぐらいで年貢の納め時となりそうです。そこで清弘エンジニアリングの長い歴史

の中でも、非常に珍しいチャレンジについて記したいと思います。

高速の空気を吹き付けて粉塵を

吹き飛ばして取り除く装置だったかと

思います。そのころ会長のお気持ちの

中に、工事業としての立場の弱さのよ

うなものが浮かんでいたのだと思いま

す。私と食事に行ったときに「工事屋

は相手の土俵で勝負するので不利だ

ね」という話が出ておりました。

起業する前に製造メーカーで働いていましたので、自分の土俵（工場）で製造して、自社

製品として売り出すことのメリットを考えていたのかもしれません。そんな折の新商品開発話

でしたので、これを自社ブランド製品として世に発表したいと決心されたようです。



吉野さん、お疲れ様でした。

吉野さんとの出会いは、昭和40年同じ職場

であなたは技術部、私は営業部、会う機会は

立ち会い検査の時でしたね。

昭和55年東京進出にあたり責任者を考えた

とき、人望があり明るく楽しい貴方にお願い

しました。あっという間の40年お世話になり

有難う御座います。

昭和56年から環境事業部を立ち上げ自社製

品開発に1部シフト変え、京都大学、同志社

大学、立命館大学、自社商品の開発を進めま

したが、10年早かった？しかし、その時得た

技術が基礎となり頑張れたと思います。

【建設は死闘崩壊はー瞬】厳しい経済環境

ですが、社長を中心に頑張ってくれると思い

ます。

今後の発展を見守っていきましょう、これ

からも健康に気をつけ自分のために時間を

使ってください。厚く御礼を申し上げます。

合掌^_^

粉塵測定装置（パーティクルクリーナー）等も購入し、本格的に試作機を何台か製造しまし

た。カタログも作成して、製品名は「パーティクルクリーナー」と名付けて、広く発表するために

東京流通センター等、数カ所の関係装置展示会に清弘エンジニアリングのブースを開設し

展示しました。本社からも、稔弘専務（当時）をはじめ、たくさんの社員が説明要員として応援

にきてくれました。5日間ほどの期間だったと思いますが、その時の晴れがましい気持ちは

一生の思い出となっています。

展示会は大盛況で、非常に多くの関係者が来場しました。当時、取引先はもちろん、世間

でも名だたる企業の方々が名刺を置いてくれました。例えば日本鋼管、山陽国策パルプ、

富士写真フィルム、精工舎等々です。展示会終了後、名刺を頼りに訪問することとなり、

主に私が担当しました。しかし世の中はそれほど甘くはありません。なかなかアポが取れず、

訪問させてもらえない日々が続きました。ある時は日本鋼管に午後1時のアポが取れ、訪問

したところ、緊急会議とかで会えたのは夕方5時ごろでした。待つ間、応接室でお茶ばかり

飲んで、腹がガバガバになりました。

そんなこともありましたが、如何せん、知名度も実績もない会社なので、関東で売れたのは

たった1台、富士写真フィルム足柄工場です。台車に乗せた製品ごとに装置の中に入れて

高い風速で粉塵を吹き飛ばす現在のエアーシャワーのはしりの大型みたいなものでした。

結局、2年ほどで見切りをつけて撤退しましたが、今考えてみると、あのチャレンジは会長の

ロマンだったのではないかと思います。私も久しぶりに、若いころの飛び込み営業の醍醐味

と悲哀を味わいました。その後、思わぬところで技術力を評価していただき、NOK㈱で中空

系ライン新設に際し、全天候型試験装置を5・6台と、恒温恒湿コンベアラインの受注をいた

だきました。

何はともあれ、現在は当時とは比較にならないくらい規模は大きくなり、社員の方々も会っ

たこともない方が多くなり、私の役目も終わりになります。本当に長い間、約40年もお世話に

なりまして、会長、社長を始め社員の皆様、そして何より取引先の皆様には多大なる感謝を

させていただいてもしきれないくらいです。本当にありがとうございました。

セイコーグループ

会長 井畑 充弘

Special Message



2020年4月からの喫煙ルールについて

1.社内（敷地内）での喫煙全面禁止
☚喫煙時はマスクの着用が出来ず、また社
員同士が密集する為。但し、個人の自家用車、
社用車（喫煙車のみ）は認める。

2.公共喫煙場所での喫煙全面禁止
☚喫煙時はマスクの着用が出来ず、また社外
の人と密集する為。但し、喫煙許可がある場
所で人気の少ない所（2m以上の間隔が取れる
場所）は認める。

※ポケット灰皿の携帯を推奨
※喫煙に関しては法令順守 健康増進法（受
動喫煙）、各自治体の個別条例を厳守。


