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チャレンジ２５! 感謝を力に新たな夢へ！！

　2019 年 4 月 1 日、平成最後の新卒入社、また新しい「令和」の時代での活躍が期待され

る新入社員 6 名を迎え入れることができました。採用難が叫ばれる中、6 名に出会い、仲間

に加わってくれたことを嬉しく思うと同時に、ご縁に感謝しております。

　採用活動においては社長にもご協力いただき、合同説明会にて懇談会を実施いたしました。

社長に直接質問し、会社のことだけではなく、「就職活動におけるアドバイスも聞くことが

できた」と学生からの反応も非常に良く、入社に至ったケースもございました。また、毎年開催している内定者セミナーでは、レク

レーションを新たに企画し、バーベキューやメガジップライン体験などを通して、内定者（新入社員）とのつながりを強めることが

できました。屋外にて体を動かすことで、よりコミュニケーションを図れたため、今年も企画中です！

　さて、入社式については、終始緊張した面持ちでしたが、式中の決意表明では各々落ち着いた口調で「社会人としての目標や仕事

に対する強い意志」を伝えており、入社早々に頼もしさを垣間見ることができました。

　研修当初、新入社員同士の会話にまだまだぎこちなさがありましたが、研修の中で共に学び、会話し、助け合うことで、信頼関係

を築くまでに時間はかかりませんでした。配属後、本格的に仕事を進める中で、やはり同期との関係は重要ですので、定期的に連絡

を取り合い、互いに切磋琢磨して頑張ってほしいです。

　最後となりましたが、皆様のもとへ新入社員がお伺いすることもあろうかと存じますが、今後ともご指導ご鞭撻の程何卒よろしく

お願い申し上げます。
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役員就任のご挨拶 新しく２名の役員が就任いたしましたのでご紹介いたします。

取締役　 八木 信二郎取締役　 田中 保

　初めまして。去る平成 31 年 4 月 19 日の臨時株主総会にて社

外取締役に選任されました八木でございます。

　私は、株式会社八木熊の代表取締役社長を務めており、野坂社

長とは長年盛和塾という勉強会で共に学び合っている関係です。

　私は、当業界については全くの素人ですが、逆に慣習や固定観

念が無いことで、私なりの視点で日本システムバンク様のお役に

立てればと考えております。

何分不慣れでございますが、今後とも宜しくお願い申し上げます。

　初めまして。先の当社臨時株主総会において社外取締役に就任
いたしました田中でございます。
　今後、当社が目標として粛々と進められている株式の上場、そ
の前後の、社内外の体勢等いろいろな問題点に直面するものと思
いますが、それを一歩一歩解決し、よりすばらしい企業に進化し
ていくものと確信しています。当社の事はまだ期間も短いので勉
強中ですが幸い私も十数年前に上場の経験がありますので、少し
はお役に立てるかと思います。また、皆様ご承知のように上場企
業において今後益々の社外取締役の役割、責任及び重要性につい
ても充分認識しているつもりです。
今後、何なりと気軽にご相談頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

新製品のご紹介フラップレス向け車室管理スタンド

ＣＯ２００（車両検知センサー内蔵仕様）

製品のお問合せは、弊社担当者までご連絡ください。

スタンドには「課金中」、「精算済」の表示
機能があります。

１

２ ループコイルや電磁センサーのような埋設
工事が不要となり工事負担を軽減できます。

３ スタンドにセンサーが内蔵されているので、
路面を選ばす設置可能です。

降雪地域でもヒーターが自動的に動作する
ので安心です。

４
※製品デザイン及び仕様は、品質改善のため変更することがございます。

精算済 課金中

～ループコイルに変わる　新方式の車両検知センサー～

ココがポイント
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福井商工会議所会報 6 月号に
　　　　　「ＳｍｏｏＰＡ」が紹介されました！

　今年の新入社員研修は、基礎能力及び基本マナーにおける「育成（指導）目標」

を掲げて実施いたしました。

　社会人として大事な能力及びマナーを 12個の項目に絞り、内定者セミナー時

から新入社員のレベルをチェックいたしました。その結果、特に「発信力」の

強化が必要だと分かり、育成（指導）目標＝「積極的に質問、発言できる」に

設定し、ワーク研修を行いました。

　ワーク研修では、なぜ発信することが大事なのかを伝えた後、3つのゲーム「講

師の指示通りにかきましょう」「NGワード言わせたら勝ち」「ジェスチャーゲーム」を行いました。ジェスチャーゲームにおいては難

しいお題も出ましたが、どう表現するかを考え、一生懸命全身でメンバーに

伝えており、楽しみながら発信力の重要さを学んでくれました。

　何かを発信する時、「恥や遠慮」が先に出てしまい、タイミングを逃して

しまうことがあります。また、言葉足らずで意図が伝わっていないこともあ

ります。自分の成果をアピールする、また仕事を円滑に進めるために必要な

情報を得るため、積極的に発信することは非常に重要ですので、今後も常に

念頭に置いて業務に励んでほしいと思います。
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　諸事情により新入社員のご紹介が遅くなってしまい大変申
し訳ございません。さて、新入社員 6 名はそろそろ各配属先
でのＯＪＴ研修を経て独り立ちを始める頃です。これから先
輩社員との同行時には気づかなかった困難やトラブルに出会
うかと思います。しかしそれは同じような経験をした先輩た
ちが未然に防いでくれていたのかもしれません。皆、初めは
分からないことばかり。一つ一つ経験を積み重ねて成長して
いく姿を応援していきたいなと思います。（総務部　徳永）

編集後記

発 行

働き方改革の一環として再注目！

今年入社したフレッシュな６名をご紹介
いたします。これからどうぞよろしく
　　　　　　　　　お願いいたします。

芳賀　雅之

高嶌　唯

はが　　　　まさゆき

たかしま　　ゆい

①出身地　②趣味・特技　
③学生時代夢中になったこと　
④色紙に書いた文字の思い
⑤目標・決意

木下　兼人
きのした　　けんと

①福井県　　　　　　

②カラオケ

③夢中とは違いますが、アルバイトに 3 年強の間　

　打ち込みました。　　

④何もかもが新しい環境の中で

　新しい自分を作りたい。

⑤業務を通じて成長し、社会に

　貢献できる社会人に

　なりたいです。

①福井県

②音楽鑑賞

③バンドのライブに行ったり、楽器に挑戦したりと

　音楽に夢中でした。

④これからの社会人生活を

　真っさらな気持ちで始めたい。

⑤お客様の気持ちに寄り添った

　提案が出来る営業に

　なりたいです。

①福井県

②ランニング

③ゼミ活動。グループで約半年間、卒業研究を

　行いました。

④人生の新たなスタートを切り

　一歩一歩進みたい。

⑤メンテナンス業務で

　お役に立てるよう元気に

　頑張ります。

①神奈川県

②野球・映画鑑賞

③野球。勉強が苦手だったので、その分野球を

　頑張っていました。

④積極的に色々な事に挑戦したい

　ので「挑」の文字にしました。

⑤まずは早く仕事を覚えて一人前

　になれるように頑張ります。

①福井県

②麻雀

③高校生の時は柔道、大学生からは趣味の麻雀に

　夢中になりました。

④仕事でつらいことがあっても

　めげずに頑張ろうと思ったから。

⑤会社側から大きな仕事を

　求められるような人間になる！

①神奈川県

②ダーツ

③野球部に入っていたので野球に夢中でした。

④目標を設定して努力を重ねること

　が大事であるという意味。

⑤感謝の気持ちを忘れずに

　働きます。

京都支店

町田支店

名古屋支店

さいたま支店さいたま支店

神戸支店

見沢　勇次
みさわ　　　ゆうじ

竹内　義裕

小林　輝

たけうち　　よしひろ

こばやし　　ひかる

A. リス

A. シカ

A. ゾウ

A. オオカミ

A. イノシシ

A. ネズミ

小柄で物事をコツコツ
進めていくところ

慎重な性格で物音に
驚きやすいので

他の人が浮足立ってい
る時でも冷静を保って
いられるから

真顔が怖いから

一つの物事に集中して
取り組むから

ネズミ年だから

Q. 自分を動物に例えると？

Q. 自分を動物に例えると？

Q. 自分を動物に例えると？

Q. 自分を動物に例えると？

Q. 自分を動物に例えると？

Q. 自分を動物に例えると？

新入社員紹介
２０１９

◆福井本社
福井県福井市中央 3-5-21
TEL：0776-30-1800
◆東京本社 
東京都渋谷区渋谷 1-7-5-506 
TEL：03-5774-9242　
◆千葉支店 
千葉県市川市新井 3-2-6
TEL：047-316-1177　　　　　
◆町田支店 
東京都町田市鶴間 1-18-11 
TEL：042-799-8522    
◆さいたま支店  
埼玉県さいたま市浦和区上木崎 2-5-2　 
TEL：048-823-8740
　〈宇都宮営業所〉
　栃木県宇都宮市東塙田 1-7-8
　TEL：028-600-7007　 
◆横浜支店 
神奈川県横浜市中区吉田町 65-12F 
TEL：045-325-8466
◆長野支店 
長野県長野市西後町町並 1583-3F
TEL：026-238-6061　 
◆富山支店
富山県富山市新富町 2-4-25-5F 
TEL：076-432-8882　

◆金沢支店 
石川県金沢市駅西本町 1-13-25
TEL：076-263-9588
◆福井支店
福井県福井市中央 3-5-21
TEL：0776-30-1812 
◆名古屋支店
愛知県名古屋市中区大須 1-6-18
TEL：052-229-8302
◆京都支店
京都市中京区烏丸通六角下ル七観音町 623-2B
TEL：075-229-3888
◆大阪支店  
大阪府大阪市浪速区難波中 1-13-8-5F 
TEL：06-6645-4488
◆神戸支店 
兵庫県神戸市中央区御幸通 6-1-22-7 Ｆ 
TEL：078-252-8868
◆広島支店
広島県広島市中区大手町 3-8-1-11F
TEL：082-545-8123　 　 
◆福岡支店 
福岡県福岡市南区大橋 1-2-3-5F
TEL：092-541-4141　 


