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カルミアの花 
 花言葉：「大志を抱く」「大きな希望」「さわやかな笑顔」 

 
【社内報タイトルの由来】 

カルミアの花言葉が当社の社風、社員像と合致するという意味あいから、 

社内報「かるみあんず」としています。 



        いつの間にか暑い季節になってきましたが 
        みなさん、夏バテや夏風邪は大丈夫ですか？ 

  
２０１７年も半分が過ぎました。みなさん何か新しいことにチャレンジしましたか？ 
私はプライベートで、新しいチャレンジとして８月に富士山登山を計画しています！ 
先日練習で六甲山に登りました。体力に自信がありましたが、想像していたよりも大変で
した。山を登るのと走るのとは違う筋肉を使うからなのか、脛が筋肉痛になりました。８
月迄にもう少し練習をして富士山登山に臨みます。写真を撮る余裕があれば次回のかるみ
あんずで報告します。楽しみにしておいてくださいね。 
  
年初に掲げた目標に手をつけられていない人は、再度計画を練り直して挑戦してください。 
まだ２０１７年も６か月あります！今から始めても遅くありません。 
  
年間の有給休暇取得推奨のため、社員皆さんに取得予定日を出してもらいました。有給休
暇を計画的に使用し、家族との時間や自分の新しいことへのチャレンジする時間として
使ってください。 
 
暑さに負けず仕事にプライベートに楽しんでいきましょう！ 

【51期特別賞】 
明石営業所 桂屋所長 

【51期敢闘賞】 
五十鈴ゴム株式会社 

【個人年間達成者】 

【営業所年間達成】 

☆懇親会の一枚☆ 
当日お誕生日の木村所長！ 
みんなでお祝いしました☆ 

4月15日、リーガロイヤルNCBにて経営計画発表会を行いました。 
52期も全社員、目標を高く持ちお客様のお役にたつように頑張りましょう！ 

51期表彰式 

President Message 
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第1回！ 
フォトコンテスト 

【ゆるキャラグランプリ！】 
いつも頼りになる大主任 
もちろん三田営業所 

ゆるキャラグランプリ殿堂入り
です。 

【みんな真剣】 
いきいき働く三田外勤営業チーム 

真剣な朝の風景です。 
移動も小走りです！ 

【豊嶋スマイル】 
～いつも最高の笑顔で、営業に出発します～ 

～今日もいい日でありますように～ 

【日々を支える功労者☆】 
特に何気ない、配送の荷物を積む場面ですが 
毎日のこのような作業の連続が私たちの  

“お役にたつ仕事”  
を実現するかけがえのない仕事です。 

☆番外編☆ 
スギモト社員はプライベートもイキイキ！ 
普段とはすこーし違う表情をお届け☆ 

【私に任せてください♪】 

記念すべき第1回のテーマは 

「イキイキ元気に働く社員！」 
     笑顔と感謝がいっぱいです☆ 

【みんながいるから】 
営業所のメンバーがいるから日々

頑張っています。 
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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：彦根営業所 
営業担当：森脇 夏美係長 

 
【工事名】 
安全対策工事・補修工事 
 
【概要】 
「ここに簡単な柵取り付けたいけど溶接出来る人がいない」 
「定期工事でラインを止めて工事をしたいのに、人出が足りず思うように進まない」など 
お客様の悩みをお聞きし、その場その場で最も得意な業者様を派遣し工事を代行させて 
頂いております。 
 
【お客様に喜んでいただいたこと、ＰＲポイント】 
工事で使用する備品はお客様支給でも構いません。 
 数百万の大掛かりなエンジニアリング工事から、数万の簡単な鉄工溶接作業まで 
何でもお気軽にお問合せ下さい。 
 この様に柔軟な対応が可能ですので「年間工事計画がスムーズに進むようになった」と
数多くのお客様から喜びの声を頂いております。 

※こちらはイメージです。 

所属：三田営業所 
営業担当：橋本 康平さん 

 
【工事名】 

床塗装工事 ハツリ、塗り一式 700㎡ 
【経緯】 
もともとは地元の建築屋さんに依頼されてましたが、何度も足を運び同行し打ち合わせを
行い注文を頂きました。 
 
【お客様に喜んでいただいたこと、ＰＲポイント】 
「絶対に失敗は許されない」とお客様からいただいておりましたが、塗り終わった後も 
特に問題点は出ずアフターフォローもしっかりしていると大変喜んでいただきました。 
床も綺麗になり作業効率も上がったと喜んでいただいております。 

※こちらは 
イメージです。 
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/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

営業所紹介 
前回に引き続き営業所のご紹介です！今回は小野営業所。 
①いつもは隠しているけど、こんなことが得意もしくは好きです。 
②営業所の雰囲、気みんなで頑張っていること  
           を皆さんに答えていただきました！ 

 川上 賢史所長/入社16年目 

みんなで撮る写真も 
笑顔満開です！ 渡辺 実莉さん/ 

入社4年目 

①実はピアノが好きです。 
小学校の頃に習い始めたピアノを中学で辞めてしま
いましたが、辞めてからも自分で楽譜を買って時間
のあるときは家で練習して、指の練習をしています。 
②どこの営業所にも負けないくらい明るく楽しいと
思います。営業所全員が相手を思いやる気持ちを
もって仕事をしているので、仕事の話はもちろん、
プライベートの話まで相談にのってもらいます。 
そのチームワークを活かして、今年は環境整備の社
長巡回で1位になりたいです！ 

大山 剛士主任/ 

入社14年目 

①歴史が好きです。 
 歴史の知識は…あると思います。 
②昨年より2名少なくなり大変で
すがお互い助け合っています！い
つも熱い川上所長、いつも冷静な
古家さん、いつも元気な渡辺さん、
いつもマイペースな吉田さん、い
つも正確な竹中さんです！ 
いつもみなさんに助けていただい
ています。 

力を合わせて 
頑張っています。 

少しでもお役にたてる 
ように頑張ります！ 吉田 理緒さん／ 

入社1年目 

①10年弱習っていたピアノを弾く
のが好きです。特にクラシック系
をよく弾いています。 
②毎日、笑顔が絶えない楽しい営
業所です。みんなで協力して 
助け合っています。 

大切な仲間です。 

竹中 直弥さん/ 

  入社6年目 

①自宅のガレージの中の私の愛車です。お米を作って
おり、消費者に直接販売しています。 
②とても居心地のいい職場で、みんなで助け合いなが
ら頑張っています。 

任せて 
ください！ 

古家 昭子さん／ 

入社26年目 

①岩盤浴に行くのが好き
です。 
②自由な雰囲気ですが、
まとまる時はまとまり、
皆気配り・気遣いができ、
助け合っています。 

①カメラが好きです。 
子どもを撮ることがほとんどで、中々それ以外の被写体に向き合うことは少ないのですが、
時々その瞬間しかないような場面に遭遇すると興奮します。 
その時にカメラを持ち出しているのかが問題なのですが・・・ 
カメラ本体よりもレンズが高いのでまだまだ趣味と言えるほど投資も出来ていませんが、
長～い付き合いをしていきたいです。 
②お客様・パートナー様が気持ち良いと感じていただける挨拶を心掛けています。現場で
は生産ラインの機械の音もあります。そこでもしっかり聞こえる挨拶を目指して練習して
います。独りよがり頑張っていると言っても意味がありません。評価していただくのはお
客様です。「スギモトの社員は声が大きいな」と皆さまから言っていただけるような営業
所を目指しています。 

小野営業所は、兵庫県小野市に平成2年に開設された営業所です。 
営業範囲は小野市・三木市・加西市・加東市・西脇市となります。所員は女性3名男性3名、合わせて6名
で楽しく仕事をさせてもらっています。 
営業範囲内にはたくさんのゴルフ場があり、プロの試合も開催されています。小野市を知らないという
方々でも、意外とこのあたりまで足を運んでいただいているのではないでしょうか。 
我々もプロ意識をもって、お客様にとって真に役に立つサービスを心掛け、弊社を選んでいただけるよう
営業所一丸となって努力して参ります！ 

«小野営業所» 

まだまだこれからです！ 
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気を付けて！自転車のルール＆マナー 

１、自転車は車道が原則、歩道は例外です！ 
 歩道のない道路を白線の実線などで区切った「路側帯」でも自転車は必ず左側を通ることが義務づ
けされています。（3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金） 
 
２、車道は左側を通行！ 
 交差点の横断は2段階右折！右折車線に入るのは違反であり、危険なので絶対にしてはいけません。
（2万円以下の罰金または科料） 
 
３、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 
 「歩道通行可」の標識がある場合は通行できますが、ない場合はＮＧです。 
 車道の通行が難しい場合のみ、歩道走行が認められます。 
 たとえば…道路工事や縦列駐車車両などで左側の通行が難しいとき 
      交通量がとても多く、車道の幅が狭いため、自動車と接触する危険性があるとき 
 ※注意※ 
  幼児や児童（13歳未満）、高齢者（70歳以上）、内閣府令で定める身体障がい者の方などは 
  どの歩道でも通行できます。 
 
４、安全ルールを守る 
 ・飲酒運転は絶対ダメ！（5年以下の懲役または100万円以下の罰金（酒酔いの場合）） 
 ・携帯電話を使用しない！（5万円以下の罰金） 
 ・大音量でヘッドホンなどを使用しない（5万円以下の罰金） 
 ・横に並んで走らない（2万円以下の罰金または科料） 
 ・無灯火では走らない（5万円以下の罰金） 
 ・二人乗りはしない！（2万円以下の罰金または科料） 
 ・片手運転はしない！（5万円以下の罰金） 雨の日の傘さし運転もＮＧです！ 
 ・一時停止を無視しない（3か月以下の懲役または5万円以下の罰金） 
 
5、子どもはヘルメット着用 
 13歳未満の児童・幼児が自転車に乗るときは、保護者がヘルメットを着用させるよう努めなければ
なりません（道路交通法第63条の11）ヘルメットはサイズの合うものを選び、一度衝撃を受けたも
のは機能が低下するので絶対に使用しないでおきましょう。 

通勤で自転車を使用している方や、プライベートでサイクリングをされる方が 
増えてきています。 
利用者が増えれば一緒に増えるのは事故。 
「自転車なんか大丈夫でしょ」なんて思っていませんか？ 
自転車も道路交通法では車両に含まれます。 
事故が起これば裁判で多額の慰謝料も請求されてしまいます。 
今一度、安全運転の基本を確認しましょう。 
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ご結婚2件、お誕生２件,中途入社1件 
をご紹介いたします！ 

所属：五十鈴ゴム株式会社  
氏名：田中 智久 所長 

Q：名前に込めた想い 
Ａ：花が咲くように笑い、 
輝いた人生になってほしい。 
（咲くは、笑うという古字） 
Q：将来どんな子に育ってほしいですか 
Ａ：心が優しく、みんなから愛される子
に育ってほしいです。 

営業所：鈴鹿営業所 
名前：佐藤 結 さん 

Q:出身地：生まれも育ちもずーっと三重県です。 
Q:趣味：テニスです。 
Q抱負：機械工具のことなどさっぱり分からずに入社し
ましたが、これからたくさんの知識を身につけて成長し
ていきたいと思っています。持ち前の負けず嫌い精神と
根性で頑張ってまいります。 

所属：尼崎営業所 2課 
氏名：前野 雅彦 さん 

Ｑ：お二人の出会いはいつですか？ 
Ａ：小学校1年生 
Ｑ：結婚生活を通じて気づいたお互いの文化の違いはありましたか？ 
Ａ：「買い物の荷物は男が持つ」という考えが妻にはなかったこと。 
  私は男兄弟で荷物を持つことが普通だったのですが、 
  妻は女姉妹なので荷物も女性が持つものだと思っていたようです。 
Ｑ：結婚式はどのようなところにこだわりましたか？ 
Ａ：皆様に落ち着いてもらえるようなアットホーム感を出すところにこだわりました。 
Ｑ：これからどんな家庭を築いていきたいですか？ 
Ａ：笑顔の絶えない楽しい家庭を築いていきたいです。 

所属：岸和田営業所 
氏名：杉本 亮 さん 

Ｑ：名前に込めた思い 
Ａ：悠々と自分の信じる道を突き進んで
ほしい。また、物事に動じず純真に生き
てほしいという思いからこの名前をつけ
ました。 
Ｑ：将来どんな子に育ってほしいですか 
Ａ：元気で明るい、他人思いな子になっ
てほしいです。 

所属：京都営業所 
氏名：瓢 雄司 さん 

Ｑ：お二人の出会いはいつですか？ 
Ａ：中学2年生の時に同じクラスになったことがきっかけです。 
Ｑ：結婚生活を通じて気づいたお互いの文化の違いはありましたか？ 
Ａ：テレビのスポーツ中継にまったく興味がないことです。 
  野球の中継を見ていると必ずチャンネルを変えられます。 
Ｑ：結婚式はどのようなところにこだわりましたか？ 
Ａ：まだ決まっていませんが、一度きりなので自分たちだけではなく、 
  招待した方も思い出に残るような楽しい式にしたいと思っています。 
Ｑ：これからどんな家庭を築いていきたいですか？ 
Ａ：お互いに協力し信頼し合える暖かい家庭を築いていきたいと思っています。 

2017年 
5月12日 
生まれ 
悠真（ゆうま） 

   くん 

2017年 
5月25日 
生まれ 
咲輝（さき） 

  ちゃん 

 

2017年4月25日 
        入籍 

2017年5月3日 
     入籍 

よろしくお願いいたします！ 
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