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   【富 士 山 登 頂 記】     
 

 8月3日、22時10分新大阪発の夜行バスに乗り込む。 
夜行バスに乗るのは若い時のスキーツアー以来だったので寝れるか不安でした。不
安解消のためにバスに乗る前、睡眠薬代わりの生ビールを2杯一気飲み。寝る準備
をしました。バスは3列シートでゆったりしており、シートはフルフラットとはな
りませんが140°位に倒すことができ、想像していたよりも快適でした。熟睡とは
いきませんが、道中8割くらい寝ることができ、最初の不安は解消しました。 
 
 8月4日、朝7時に富士スバルライン五合目に到着。朝食を軽くとり登山する準備
をして、いよいよ8時前に吉田ルートから登頂開始。 
 泉が滝を経て六合目までは、足取りも軽く順調。しかし七合目から八合目を経て
本八合目までが苦しく長い道のりでした。道中ずっと霧、雨模様で景色はほとんど
楽しむことができません。気温はどんどん下がり、標高が上がるにつれてめまいの
ようにくらくらし、息も苦しくなってきてずっと息が上がった状態でした。少し
登っては休憩を取りながら、やっとの思いで本八合目にたどり着きました。 
 疲労困憊も頂点に達していましたが、本八合目までくれば、頂上まであと一息。
ゴールが見えてきて、元気を取り戻しました。少し長く休憩を取り頂上目指して一
気に登り始めました。その頃には不思議と頭のくらくらもなくなり息も整ってきま
した。九合目あたりから頂上の鳥居も見えてきて、ますます元気が湧いてきました。 
 13時7分、富士山初登頂に成功しました。所要時間5時間10分。ガイドブックに
は目安として6時間10分と書かれてあったので、少し早い時間で登ることが出来ま
した。 
 今回残念なことは、登山中ずっと霧がでており、時折雨も降るといった天候だっ
たので、ほとんど景色が見れなかったことです。頂上でも何も見えず、景色を見て
の感動はありませんでした。 
 帰りはほとんど休憩も取らずに、一気に下山。 
 帰りのバスの時間が19時で、帰る頃には霧も晴れ 
五合目から山頂がようやく望むことができるようになりました。 
見上げると山頂が遥かかなたに見えて、「この山を登ったんだ」 
と感動が湧いてきました。 
 行くまでは様々な不安がありましたが、 
やり終えることでまた新しいことに挑戦する自信ができました。 
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※あいにくのお天気… 

※登頂前と登頂後 

   みなさん暑い夏が終わり過ごしやすい季節になってきましたね。  
        8月にはお盆休みもあり、みなさん新しいチャレンジは何かできましたか？ 

  
      私は、前回のかるみあんずで報告していたように8月4日に富士山初登頂 
      を果たしました！！詳細は下記に載せましたので是非読んでください。 

   
 今回の富士山登頂でさらに新しいことへ挑戦しようという気持ちが芽生えました。 
 皆さんもぜひ新しいことに挑戦してくださいね。 

  
話は変わりますが、８月２５日に行いましたお客様講演会、300名弱のお客様に来ていただくことが 
出来ました。本当に来ていただいたすべてのお客様に感謝です。また9月7日・8日にはみすぎ会総会
を長崎県のパサージュ琴海で開催し45社のパートナー様に参加していただき大変楽しんでいただきま
した。 
  
 このイベントを通じて株式会社スギモトは多くのお客様、パートナー様に支えられているのだなと改
めて感じました。なお一層、お客様の役に立つためには何をしたらいいのかということを考えて行動し
ていきましょう。 
またパートナー様に対しても感謝の気持ちを忘れず、協力してお客様のためになる仕事をしていきま
しょう！！ 

※富士山登頂前の練習 
    伊吹山 

President Message 



よろしくお願いいたします！ 
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スギモト、イベント紹介 

①株式会社スギモト・五十鈴ゴム株式会社 
    お得意様講演会・懇親会 
 
8月25日（金）帝国ホテル大阪にてお得意様講演会を実施しました。 
今年は「辛坊治郎様」をお招きしてご講演をいただきました。 
内容としては「人生は判断の連続である。知識や経験、情報に基づ
いて判断するとした上で、正確な情報を蓄積していくために、メ
ディア・マスコミの情報を鵜呑みにするのではなく、もし自分がそ
の話の主人公であればどうするかを想像することで経験値を上げて
いくべき」「普段は全く理解していない方がほとんどであるが人間
は一人で生きていない。見えないところ、遠いところで必ず支えて
くれている人がいるからこそ人は生きていられる。それを忘れては
ならない。」ヨットでの遭難事故から得た経験、さまざまな情報か
ら今後につながるお話をお伺しました。 
その後の懇親会も多くのお客様にご参加いただきました。 

③スギモトみすぎ会 
 
9月7日（木）～8日（金）にかけて、 
50周年記念もあり長崎（パサージュ琴海） 
にてみすぎ会総会を行いました。 
いつもとは違う雰囲気で、 
会員の皆様にもご好評をいただきました。 

 

        ②サンエス会 
             
             9月2日（日）東条湖CCにてサンエス会を行いました。 
             コースは少し難しかったですが、いい天気に恵まれて、楽しかったです。 
             ここで優勝者の福本さんにインタビュー！ 
 
             Q：9/2サンエス会、優勝の喜びを教えてください。 
             A:この度、サンエス会で優勝でき、大変うれしく思います。 
              60歳になり、力の衰えが見えてきている今、ベスグロ優勝できるとは 
              正直思いもよらなかったです。優勝した要因は、同伴者の方に恵まれ、 
              ノープレッシャーでプレーできたのと、アプローチとパットが 
              自分の力以上のものが発揮できたことだと思います。 
              次回も優勝できるよう日々練習していきます。 
Q：ゴルフ技術向上のために行っていることはありますか。またはおすすめの練習方法はありますか。 
Ａ：毎週土日どちらかは必ず練習に行っています。実際に打っている球数は、150球までで大半を100ヤー
ド以内の練習にあてています。30ヤード、50ヤードを56°のサンドウェッジで各20球くらい打っており、 
ドライバーは10球ほどでアイアンは各番手5～6球です。自分が思っている理想のスイングをイメージして 
1球1球チェックしながら打っています。 
 

今後も、お客様、パートナー様
との信頼関係を大切にしながら 
社員一丸となって盛り上げてい
きましょう！ 



｢デビュー戦！」 
徳島出張所の河本さんが 

阿波踊りデビューしました！ 
1年近く阿波踊り教室に通い、 

初披露をしました。 
（投稿者 滋賀営業所 河本さん） 

「夏といえば、BBQ!」 
明石海峡大橋が一望できる最高の 

ロケーションでした♪ 
（投稿者 営業SC 渡部さん） 

「ヘラクレスオオカブト強い？」 
この夏は昆虫や動物と 

たくさんふれあいました♪ 
（投稿者 尼崎1課 中尾さん） 

「ボーイスカウトのキャンプ 
～今年は箕面教学の森にて～」 
（投稿者 営業SC 杉本さん） 

※写真は朝日です！ 

第２回のテーマは 

「夏休みの1枚！」」 
      家族で旅行に行った思い出や 

      ゆったり過ごしたお盆休み  
      などご応募いただきました！ 

「誕生日記念！？」 
誕生日（8/25～8/26）に 
三重県に行きました！ 
とても暑くて写真からも 

分かるように汗ダラダラです。 
1日目は伊勢神宮、2日目は志摩へ 
志摩スペイン村は誕生日に行けば、 
ななななんと入場料無料です！ 

皆さんも誕生日には 
志摩スペイン村へ！笑。 

（投稿者 営業SC 定さん） 
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第2回！ 
☆フォトコンテスト☆ 

「鳴門の渦潮にて」 
（投稿者 尼崎1課 壷井さん） 

「パートナー様主催のビアパーティ」 
メーカーの方々と楽しく親交を深めました。 
（投稿者 尼崎1課 宮本さん） 
※写真は2名ですが、 
 同じテーブルにメーカーの方がいます。 

～おまけ～ 
本社に咲いた朝顔。 
1年目にしてはキレイに 
咲きました！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おすすめ物件情報！ 

スギモトではこんな工事も行っています！ 
 

お客様のお役立ちできるようにスギモトでは 
さまざまなことに取り組んでいます。 
今回はその中のほんの一例のご紹介！ 

所属：姫路営業所 
営業担当：春元 隆一所長 

【工事名】研磨機防音・防塵工事 
【概要】 
吸音材メーカーのＮＤＣをお客様に情報提案したところ、 
ちょうどインゴット研磨機からの騒音を下げたいとのご要望を頂きました。すぐにメーカー同行し、現場の
確認、測音を行い、提案見積書を提出。その後、作業性、研磨機メンテナンス時の対策、防塵も行いたいと
のご要望に沿う内容でご提案し受注。工事完了後の測音で合格ラインの８５dbをクリアしました。 
ワークの搬入排出で開口部が大きく、そこから漏れる音が本当に下がるのかと懸念されておられましたが、
解決できました。 

【お客様に喜んでいただいたこと、ＰＲポイント】 
施工前測定音：１０３ｄｂ 
⇒施工後：測定位置 左側：７９．８ｄｂ、右側：８４．４ｄｂ 
 実際に数値も下がり、ご満足いただいております。 
 

所属：滋賀営業所 
営業担当：神田 英毅主任 

【商品名】攪拌機付ヒータータンク、制御盤、架台設計製作 
【経緯】 
手作業で行っている作業（2種類のワックスを溶かし、その他材料をブレンドす
る）を、製造量が増えるので、効率良くしたいとご相談いただきました。 
ヒーターメーカ、制御盤、架台製作メーカーと訪問しお客さまの要望を聞き形に
しました。 

【お客様に喜んでいただいたこと、ＰＲポイント】 
①従来はコンロの上にタンクを置き、手で掻き回していた。その作業に比べると
作業効率が大変良くなった。 
②攪拌作業、温度管理作業、材料の移し替え作業がなくなり、手間の削減ができ
た。 
③ヒーターにしたことで安全性の向上につながった。 
生産量が増えても工数が減り、安全に作業ができるようになり大変喜んでいただ
きました。 
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※写真はイメージです。 

所属：滋賀営業所 
営業担当：奥田 智夫 所長 

【商品名】多軸ロボット（三菱電機）  
【経緯】 
生産設備購入計画がありロボットの提案を行いました。当初はコスト面を考え電動シリン
ダーを考えておられました。ロボット＝高いというイメージを持たれていたので、参考価
格を提示しました。それと便利さを知って頂くため、展示会とロボットスクールに参加し
てもらいました。商品価値を改めて認識していただき、採用にいたりました。 
装置メーカーへロボットのみ支給することをお客様から交渉していただき、ご注文いただ
きました。 

【お客様に喜んでいただいた導入の効果】 
①今後自動化は避けて通れないという背景で、いきなり高度な事はできないので初歩的な
ところから技術レベルを上げていくということを強調したこと 
②生産効率も上がり、社員の技術レベルも上げることができて今後応用範囲が広がる 
お客様に大変喜んでいただきました。 

※写真は製品イメージです。 



/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

営業所紹介 
引き続き営業所のご紹介です！今回は淡路営業所。 
①意外に思われるかもしれませんが、実はこんなことができます。 
  もしくは好きですということはなんですか。 
②営業所の雰囲気、もしくはここは負けないということはなんですか  

           を皆さんに答えていただきました！ 

みんなで力合わせて 
頑張ります！ 

阿部 真巳さん/ 

入社5年目 

①岩盤浴に行くことが好きです。徳島にある 
「あらたえの湯」がオススメです!! 
②現在5人で毎日楽しく頑張っています。 
いつも明るくて面白くて優しい石原所長、仕事の
アドバイスや相談にのってくれ頼りになる中田係
長、仕事熱心で色々気遣ってくれる赤佐主任、そ
して毎日私を笑わせてくれる上川さん。私はみん
なが大好きです。 

石原 徹也 所長/ 

入社25年目 これからです！ 
（愛車と共に） 

楽しく真面目に 
前向きに！ 

赤佐 謙一主任／ 

入社11年目 

①最近自炊をしだし、料理をする
ことにハマッています。オススメ
のレシピ等あれば教えてください!! 
②淡路営業所のマスコットキャラ、
上川さんを筆頭に毎日笑顔が絶え
ない営業所です。みなさん思いや
りがあり、協力姿勢や一致団結力
はとても素晴らしいと思う営業所
です。 

まだまだ 
成長していきます！ 

上川 浩一さん/ 

  入社32年目 

①アマゾンが大好きです。 
 何かほしいものがあれば 
 即アマゾン!!! 
②所長のキャラで明るく楽し
くとても居心地のいい営業所
です。 

任せて 
ください！ 

中田 雅人係長／ 

入社17年目 

①250㏄ですが、バイクに
乗っています。 
80年代後半から90年代に結
構ブームになっていて、当時
の中型自動2輪の免許は取得し
ていたので、20数年ぶりにリ
ターンライダーしています。 
②カラオケプロ級の石原所長、
仕事とスノボに燃える男の赤
佐主任、営業所のゆるキャ
ラ？の上川さん、いつも元気
で明るい阿部さん、みんなで
お客様のお役に立てるように
日々仕事に取り組む雰囲気の
よい営業所です。 

淡路営業所は昭和58年（1983年）に開設され地域に密着した 
営業展開し34年目になります。 
人口約13万2千人。場所は南北に約50Kmの距離のほぼ真ん中 
淡路ワールドパークONOKORO近くに立地しています。 
昨年淡路島はくにうみ伝承で「日本遺産」に認定されました。 
淡路島は日本で最初にできた島とされて、歴史、文化、自然、魅力いっぱいの特別な島です。食材も「御食国
（みけつくに）」として知られる鯛、ハモ、ふぐ、淡路ビーフ、玉ねぎなどの味わい深い豊かな食の宝庫です。 
 

淡路島の有名人のひとり、8月の24時間テレビでも取り上げられました日本音楽史を代表する 
作詞家、阿久 悠様を顕彰し数々の名曲を残した中のヒット曲「あの鐘を鳴らすのはあなた」をイメージして製
作されました「愛と希望の鐘」モニュメントがウエルネスパーク五色に建てられています。その他のヒット曲と
しまして「UFO」「サウスポー」「学園天国」「宇宙戦艦ヤマト」「また逢う日まで」「どうにもとまらない」
などがあります。 
 

所員は20代から50代までバランスとれた5名で運営しています。一人一人が使命と役割を遂行し 
堅実に御用聞きから最先端の工具の提案、そしてお客様が生産に必要な商品を必要な日に 
お届けできるスピード供給体制を実践し＝「お役立ち料」の考え方でやりがいを感じ、 
生き生きと輝き、面白楽しく仕事に取り組んでいます。 
モノづくりの生産財を通じてお客様と一緒に成長してまいります。 

«淡路営業所» 
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みんなで目指そう！無事故無違反！ 

秋の全国交通安全運動が終わりましたが、気を抜いてはいけません！ 
 
警察庁の警察白書による交通違反取締件数は、平成27年においても年間700万件超え 
平成28年においても680万件を超えています。その内訳は、 
「最高速度違反」「一時不停止」「脇見運転」「携帯電話の使用」 
が上位項目となっています。 
  
約束の時間に間に合わせるために 
つい速度超過をしてしまった… 
交通量の少ない交差点では「止まれ」の 
標識があっても確実に停止せず通過してしまった… 
車から離れるけど、ちょっとだけだからここに停めよう… 
お客様や会社からの電話の着信で携帯電話に出てしまった… 
このような行為が操作ミスや確認漏れを誘発し、事故に繋がるケースも少なくありません。 
  
「ちょっとくらい大丈夫」「捕まらなければ大丈夫」「バレなきゃ大丈夫」 
という軽い気持ちが思わぬ事故を招きます。 
交通ルールの遵守はドライバーの義務ですから、 
軽微な違反行為でも行わないよう日頃から常に心掛けてください！ 
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            無事故・無違反を達成するには、個人個人の意識（覚悟）が必要です。 
            それと同時に、一緒に働く仲間との協力も大切だと思います。 
 
            そこで、営業所でそれぞれ、どうしたら無事故無違反が達成できるか、 
            具体的な案を考えてみませんか？ 
            ぜひ、営業所での取り組みをかるみあんずでご紹介したいです！ 
 
            みんなで目標を達成するため、取り組んでいきましょう！ 
 
例）ヒヤリハットマップを作成してみよう。 
引き継ぎで新しいエリアを担当することになった新入社員や転勤で新しい営業所にきて 
道がわからない。などは往々にして起こり得ることです。 
ヒヤリハットマップを作ると、どんな場所にどんな事故が発生し易いかを認知できます。 
営業所内で意識づけをすれば、全員で共通認識ができると思います。 
しかし重要なことは、予測された危険を回避するための、自分の行動を予め決めることです。 

営業所みんなで対策を考えてみませんか？ 



所属：姫路営業所  
氏名：佐々木 希 さん（田結庄さん） 
Q：名前に込めた想い 
Ａ：朔という字は、「ついたち、はじまり」を意味します。 
素晴らしい人生がスタートするように、という思いを込めました。 
あと、私も主人も名が一文字なので、一文字の漢字にはこだわりました。 
Q：将来どんな子に育ってほしいですか 
Ａ：元気で健康。何よりこれが全てです！ 

2016年8月6日 お誕生日 
田結庄 朔  
(たいのしょう  さく)くん 

営業所：小野営業所 
名前：村上 ちひろ さん 
Q:出身地：生まれは香川、育ちは兵庫です 
Q:趣味：映画鑑賞、音楽鑑賞、ショッピング 
Q抱負：まだまだ分からない事ばかりですが、 
ひとつずつクリアしていきたいと思います。 
わからない事はその都度解決。スキルアップを目指して頑張ります。 
皆様、宜しくお願いいたします。 

よろしくお願いします！ 

新着図書、おすすめ図書 

お誕生1件,中途入社1件 
をご紹介いたします！ 

考え方 
～人生・仕事の結果が変わる～ 
 稲盛和夫 著 

週刊メッセージにも出てきた本です。『生き方』の著書が出版されてから10年
以上経過してからの新刊『考え方』 
「大きな志を持つこと」「常に前向きであること」「努力を惜しまないこと」
「誠実であること」「創意を凝らすこと」「挫折にへこたれないこと」「心が
純粋であること」「謙虚であること」「世のため、人のために行動すること」 
数々の実績を残してきた稲盛さんの一貫した考え方、今一度読んでみませんか。 

稲盛さんの著書はたくさんあります。
ぜひ社内ライブラリを活用して、知見
を広げてください！ 
（画像以外の本もたくさんありま
す！） 
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