占 は仕事内容についてよく考 えていなか
ったんですよし
転職から U年日とな マ
さん．当時を
翫り返 って のコメ ントは 、 あまり にも立外
な甘繰だった．
だがそれは、「本当 に膚視すぺきものが信
にもある」
と いう意昧にもとれる口そのキー
ワードとなる「居心趣のよさ」
を 軸に話を伺
った ロ

q

H

さんは、 もとはパーテ ンダーだった
ー
とか． こちらに入社した きっか けは何だ っ
たのでしょう か？
e ー テンダー の時 の同佼が、
その前職 バ
ここに転職したん です 一
体 どんな会社 な
んだろう ・
・
・
そう思 った のが、きっか けと言
えばきっかけですね。当時は店が忙しくて、
ある日「
店に戻 って こいよ』と 説得するため
に彼と会った んですが、 『
こっち の会社の方
が楽し いから』と 断ら れたんです 。 ここ の

仕事内容を深く知ってたワケでもないので、
単純に ；いわゆ る3Kの仕事なんだ ろ？
それがど うして楽しいんだ？」と 疑問 に思
いました�
でも\だから こそ気にな った し｀ 忘れら
れなかった んでしょう ね。1年 後 自 分も
転瞬 した んです から口とは言 え末経験 の仕
事だし慟 正直言うとそ んな に興味もなかっ
たん ですが （
笑）
． それがもう11
年 目。 なん
だか居心地いいんです尋

ー居心地がいい… 体的 にはどんなところ
ですか？
入社 してすぐの頃はとまど いや 不安がと
ても大きかった． ＊経験から のスタートの
私だか らこそ感じた事 かも しれませ んが、
1つ1つ の仕事を党 えていく事に周囲が認
めてくれ る嬉 しさを実感し、 それが また次
への やりがいに繋がるんです． 前職にはな
いチームワークというものですかね。

また社内行事も楽しみ ですな 社貝旅行、
新年会など日 頃各現湯 でバラバラ な時閥を
過ごし ていますが そ こで は共有時問が持
てる口仕 事を霞れていろ んなスク ッフ の顔
が見れるのも新鮮 ですね＊
—それでは｀ 仕 そのものに対する面白さ
や魅力とは下どういったところでしょう か凸
ゴー ルが明礁 と いうところでしょうか＊
メンテ ナンス ですから下機械 の故関原因を
-特{
やし て、 直して｀勤かす． 簡単 に言えば
それだ けなん ですね． ゃるべき ことが明蘊
だから 没頭 できる、という のはあ ると思 い
ます。 それか ら、もっと 大きいのが、お客
様から 「砿 槙が直 って ）助 かった よ。ありが
とう」と、感謝の言葉と笑顔を直接頂ける。
これも 大きな 醗讀昧 です。 前醗は人を相手
に、 今の仕事は機械を相手にす るという、
全く異な る業種なんですが、 このお客様か
らの 『ありがとう」
の 嬉しさは共通なんです。
むしろ今 の仕 事は なお客様が）因 った 時に
お助けす る、という状況での作業 ですから｀
より大 きな感謝と感 動を頂 いて いるような
気がしますね．「ああ、自分がお役に立てた
んだ Lという達成感 ・満 足感が最大の魅力だ
と思います．

b

b

ー確かにそれは ，
大 きな 喜び です よね口 で
もそのた めにも＂様々な マシントラブル に
対処 できるよう，騎を野くと いうか，努力
が不可欠な ワケですよね口 そこには苦労も
あった のでは．
もちろんそうですが｀ 私がそ うだ った よ
・
うに，弊社は経験の有無は臆係ないんですロ
教育 ・研 修の鵠 度がし っか り出来上が って
います から口だから、 弊社に興味 を持 った
方には かまわず飛び込んできてほしい，
と
思います．．
そして， ぜひ体感してほしいで
すね．私が云 中心地いい」と感じた部分をロ
自分 の仕 事を認められる嬉しさ干会社の居
心地のよさ― こう いう言い方 はヘンかも し
れませんが、おそらく仕事内容 全栗懇 よ り
下 そこが重 要だと考える人 って 多いんじ
も・
ゃないでしょうか

