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01．9月1日より経営企画室が発足されました。経営管理部を経営管理事業部へと改編し、新たに人事・ＩＴ事

業部を立ち上げましたが、どの様な業務を遂行するのでしょうか。

上海の清弘機電を皮切りにセイコースミダ、セイコーエージェント、セイコーメンテナンス、セイコーエレ

クトリックが加わり、それぞれ違う道を歩んでいた企業がベクトルを合わせ、セイコーグループとして前進し

ようとしています。100名を越す精鋭の皆様に『より働きやすい環境の中で力を発揮していただきたい』という

強い思いを具現化するために経営企画室が発足されました。

これまで社外に委託していた人事・ＩＴの専門部署を社内に置くことにより、求める人材の採用から就業に

至るまでのプロセスを円滑にすると共に、ＰＣやネットワークトラブルへの迅速な対応が可能になる為、グ

ループ全体としての業務効率向上に貢献いたします。また、経営管理事業部を経理・労務グループ、総務・法

務グループに分け業務を明確化し個人ノウハウから組織ノウハウを活用する部隊へ転換します。

02．50期の目標である売上50億に向け、グループに足りないものとは？

それは『組織力の向上』だと考えています。社長のお言葉にもあったよう

に、安定して50億の売上を達成する為には営業力や技術力の向上はもちろん

ですが、そこに組織力が加わることにより、最大限に力を発揮できる体質に

生まれ変わることができると考えます。その為に経営企画室として、今後も

シニアアドバイザーの定期セミナーを企画したり、外部から講師をお招きし

『組織とは？』という課題について皆様に共に考えていただく機会をご提供

したいと思います。グループ全体がベクトルを合わせ一丸となることで組織

力が向上し、結果的にお客様からの信頼を得られることにも繋がります。

『組織力の向上』を実現することで、好循環のサイクルを創出し、50期には

安定した50億に到達できる企業を目指すサポートをいたします。

03．経営企画室長 兼 社長秘書としての抱負をお願いします。

私は清弘エンジニアリングに入社して18年になりました。社長交代に始まり、営業所・海外法人の立ち上げ等、

2人の社長にお仕えしながら会社の変革を肌で感じつつ、傍らで業務をさせていただきました。現社長は、仕事に

は厳しいですが、情に厚くとても温かい社長です。休む間もなくアンテナを張り巡らせ、情報やチャンスを取り

込む姿勢を常にお持ちです。社外同行で社長とご一緒していた際、気になる看板を発見すると、その場でネット検

索をされる社長の姿に、「現状維持は衰退なり」という言葉が思い浮かびました。まさに社長として、会社の為、

社員の為に日々動いておられます。そんな社長の姿を拝見していると、自分自身の未熟さを痛感し、期待に応

えられる様な働きをしなければと身が引き締まる思いです。

私は社長秘書として、このような社長の熱い思いを具体化する為、社長自身のサポートを、そして社長直轄

の部署である経営企画室に逸早く伝え、それぞれの専門分野を生かしながら効率よく業務遂行できる環境を整

備する司令塔として、注力していきたいと考えています。情報収集・分析を行い、サジェスチョンできるよう

な経営企画室にしていきたいです。

・ ・ ・ ・



事務所は新しくて とても広くて

大満足の３人です。

名古屋飯の美味しい地元民の

集まる小料理屋さんの開拓も

されています。

2017年4月1日～稼働

〒497-0037

愛知県海部郡蟹江町今西1-285-3

TEL：0567-55-7647

営業所の目標は

Chance可能性

困ったときに電話がかかってくる

Challenge挑戦

お困り事を探りアドバイスして工事に結びつけ

Change変革

新しい顧客を開拓し

Collaboration連携

３人の得意分野を活かし

Champion勝者

セイコー１ 活気のある営業所

今期中に１名増員し 名実ともにセイコーを

代表する名古屋営業所にしたいと頼もしい

回答がありました。

久しぶりにヨット

レース復活しよう

と思ってます！

営業所と自宅が

近いです！

競技でバトミントンを

やっています。機会があれば

一緒にやりませんか？

2017年4月 名古屋営業所が本格稼働しました。

愛知県 海部郡蟹江町は名古屋市に隣接しＪＲ・近鉄で名古屋駅まで

約10分という大変アクセスに恵まれた町に

東海エリア充実はもちろんの事 新規の顧客開拓を行う拠点として

開設されました。それぞれの得意分野を活かし 受注ＵＰを目指して

営業に取り組んでいます。



7/27 関西 ❘ ビアガーデン

5/11 関西 ❘ ゴルフサークル

7/28 関西 ❘ ゴルフサークル

滋賀県の大津カントリークラブ西コースにてゴルフサークルを開催し、計23名が参加しました。

当日は最高気温32.3℃という過酷な気候の中でしたが、熱中症や怪我も無くプレーする事が出来ました。

京都タワーホテル10階屋上ビアガーデンにて毎年恒例のビアパーティーを

開催し、清弘エンジニアリング、セイコーエレクトリック、セイコーエージェント

の社員、総勢52名が参加しました。

ライトアップされた「京都タワー」を真下から見上げる大迫力のロケーション

で、京都の夜風と共に美味しい料理とお酒を楽しみ、普段あまり会う事

がない方々と交流し、楽しい時間を過ごしました。

滋賀県土山の双鈴ゴルフクラブ土山コースにてゴルフサークルを開催し、計16名が参加しました。

今回、サークルでは初の1.5ラウンドをプレーしました。

前日の雨も上がり、天候に恵まれ、爽やかな初夏の風を感じながら楽しくプレーしました。



9/2 関東 ❘ バーベキュー

9/23-24 関西 ❘ 異業種情報交流会

今回は、初！秋ヶ瀬公園＆セイコーメンテナンス初！参加で開催をしました！

協力会社の方々や、社員の家族の参加もあり、50人と大人数でのイベントとなりました。

台風や雨の心配もありましたが、見事快晴の中、ＢＢＱを満喫出来ました♪

異業種情報交流会を、琵琶湖畔に建つ「びわこの千松」にて行い、19名の方に参加頂きました。

露天風呂にてゆったりと疲れを癒し、美味しい食事とお酒と共に、有意義な交流の場となりました。

また翌日には、滋賀県信楽のザ・カントリークラブにてゴルフコンペを行い、気持ちの良い秋空の下、和やかな雰囲気の

中で親睦を深めました。



関西社員旅行 in 高知
2017年48期 関西圏社員旅行は、（株）清弘エンジニアリングと
（株）セイコーエージェントと合同で行い総勢43名の参加となり、
みんなで楽しく3日間過ごしました。

阿波おどり会館
みんなで阿波踊り

次世代の若手？！エース達！

渦潮見えなかったね～

はいチーズ！って
何持ってるの？笑

あめご焼き ん～♡
いい香りしてきた！

もう軽く出来上がっ
ちゃってます♡

やっとさーほいほい

少し曇っていましたが気持ちよく
プレーできました。

カシオワールドオープン開催の
高知の名門コースでのプレー
は感極まるものでした！

美味しいおもち
ついたるわな♡

9.19(Tue)_1日目
ウェスティン淡路(昼食)

渦の道
阿波踊り会館
石原の里BBQ(夕食)

城西館(宿泊)

9.20(Wed)_2日目
ゴルフ組_高知黒潮CC

観光組_上乃加江漁港
城西館（大宴会・宿泊）

9.21(Thu)_3日目
桂浜
西島園芸団地
ホテルかずら橋(昼食)

租谷のかずら橋
京都・大阪駅・滋賀営業所にて解散

2日目
9.20(Wed)

高知黒潮
カントリークラブ

1日目
9.19(Tue)

石原の里
ＢＢＱ



3日目
(Thu)

あの日龍馬も眺めた
景勝地・・・桂浜

料
理
男
子
に

目
覚
め
ま
し
た
♡

お昼は鮎の塩焼き♡

3日間ありがとうございました！
来年も楽しみましょう！！！

至福の時間・・・♡
役得ですな♡

山田です。
魚がなかなか釣れんとです

恒例の大宴会！
恐怖のデカ杯・・

誰でしょう・・

漁業体験
タタキ焼き体験

After・・・

高知にきたぞ～！！
坂本龍馬に会いに
来たぞ！！！

三日間良い天気に
恵まれましたね

怖
っ
！

蟹♡

焼いた鰹を食べ
ました♡

二次会はカラオケへ♡

本当か？

ごめんね

乾杯♡

西島園芸団地で
フルーツを♡

絶景スポット！
祖谷のかずら端



　　今回の安全大会では、関西・関東ともに過去最多の参加者数となりました。

　安全大会の開始前には名刺交換会を開催し、多くの協力会社様との交流の機会となりました。

　また、シニアアドバイザーによる「建設業界の実態と提言」、大塚製薬株式会社様による

　「熱中症予防」についての講演も行われ、身近なところからの安全意識をより高めることが

　できました。

　安全意識の向上とともに、これからもお客様に信用･信頼されるセイコーグループを目指していきます。

　　　協力会社　73社　180名 協力会社　71社　101名
　　　清弘エンジニアリング社員　45名 清弘エンジニアリング社員　18名
　　　セイコーエレクトリック社員    7名 セイコーメンテナンス社員 　14名
　　　総勢　233名 総勢　133名

　協力会社　13社　14名
　清弘エンジニアリング社員　6名
　総勢　20名

2017年度安全大会

2017年度「全国安全」スローガン

組織で進める安全管理

みんなで取り組む安全活動

未来へつなげよう安全文化。ヨシ！

〝３つの心得〟皆で共有！

ヨシ！

名刺交換会

関西安全大会
～ ｉｎ京都テルサ 2017.6.29 ～

関東安全大会
～ ｉｎさいたま市民会館おおみや 2017.7.4～

関西フォローアップ
～ ｉｎ京都テルサ 2017.9.12 ～

シニアアドバイザーより

建設業界の実態と提言

建設業界作業員の高齢化

3人に1人は55歳以上

転倒防止対策は重要な課題！



日本三大夜桜の一つなので

ぜひ春になったら見に来て下さい。

デート日和だね♥

うふっ

たくさん食べてますか～

たくさん飲んでますか～

(b≧∀)グッド♪

４月１０日 観桜会

この日だけ天気に恵まれました。

皆さん日頃の行いがよいから！



４月１１日 業者懇親会 いつもお世話になっている

たくさんの業者の方から

出席していただき

楽しく懇親会できました。

皆さんお疲れ様でした。

８月２日 ビアガーデン

みんなの顔がいい感じで写ってよかったです。

上から撮れればいいな…。

受付４人 只今 緊張中

準備完了

練習も完了

頑張ろぅ。

妙高市のキャラクター

ミョーコーさん

と申します。

撮りますよ～

はい チーズ。



6月30日をもちまして取締役会長がご退任されました。

会長の長年にわたる功績をたたえるとともに

これまでの感謝の気持ちを込めて

ささやかな宴席を設けさせていただきました。

☝幹事さん。大いに盛り上げ立派に勤

め上げてくれました。

名前を間違え頭を下げる執行役☟

☝社員ひとりひとりから会長へ感謝のメッセージを送りました

☜昭和の香り漂ういぶし

銀の貫禄。

中央のキュートな男子は来春入社予定☟

羨ましいほどの小顔のおふたり☟

室長のそばだとなぜかおとなしくなる会長☝

今後について真剣に？話し合う3人☟

☝7月5日がお誕生日の室長へサプライズ！

おめでとうございます！
2次会はカラオケ。

歌声はメンテナンスの至宝です☝

7月3日 新道山家にて
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