贔 性？ で すか？
まあ｀よけいな事 を考えず に突 き進んで 米
れた、と いうと ころで すかね。今で は仕事
そ のものより、これまで 自分が学んだ技術
をみんなに 伝え、共有 し、後進の成長 を手
助けすることへの面白さも葱じています．
（ ピジネスコーチングを勉強中 "�
)

ので しょうか ？ また、仕事を院けて 来れ
た理由は？
これは他 の社貝 も首って いた事で すが・
・
・
この仕事は、 ゴー ルが明確なんで す。機械
の故閾原因を特定 して 、直して 、動か す．
明箪だか ら没 頭で きるというのはあります
ね 。さらにお客様か ら「 助か ったよ。あり
がとう」と、感謝 の首葉 と笑顔を直接頂け
る。 これも大きな醍醐味で す．
今まで 続けて 来れた理 由…そうで すね．
惰性、かな？ （笑）

素 直にや ってみたら”
まずはYESと、
“
「
君にや ってもらわな いとダメな んだよ」と 言われるよう にな った。
工場などで、 機械が止まったら・
・
・
色 々で した
・
・ワ
・
そんな な人、とにか く仕事 が早い人・
企業の生傘縁に隣わる状況の中で真Iii
を発 が、 共通 して 感じ たのは「 みんながプロ黛
揮するプロ集Mが、（株）
テ クア技酬だ．
識を持って 仕事 をして いる」ことだったん
入社12
年 目の佐野さんが 、体験的に導きだ で す．まあ、 バイ トの自分か ら見れば 、皆
した 「キミにや ってもらわ ないと ダメなん がブロで あることは当たり削のことなんで
だよ jとお客縫に言っていただける仕事の しょうけど（笑）。
ただ、それがなんだか カッコよく見えて い
鴫き方とは．
そのカギ となる『 饒慟 的なYESマ ン』 の た気がしますね 。ウチの仕事 は業種的に言
えば、 「
3k」の部類になるんでしょうが、
兵意を探る。
汚れた作業服で 帰って くる大人述の 、心地
ー こちらに入社したきっか けは？
よい疲労慮と達成感をたたえた顔がいいな、
17
歳 くらいの時だったので すが 、ココに 面 白いなと．
バイ トで 入ったんです。それがきっか けで
すね 。なんだ か 、
面 白いところだなぁ と思 ーそして 12
年 前、正社貝と して 入社されま
いましたよ．
すね ．そして 現在 、ご自 身のお顔はどうで
しょうか。満足されて いますか？ （笑）
ー面 白い？ 貝体的には？
不満ももちろんありますが（笑） まあ、
いや、色んな人が いるなあと（ 笑）・17 満足 ですね 。当然 ですが ｀仕事そのものに
年 も続か なか っ
歳か ら見 れば、自分の観父のような人が大 面 白さを感じ なければ 、 12
勢 いるんで すよね。 もちろん年 齢的には親 たで しょうし．
父と同じ で も、や っばり述う。 いつも疲れ
きった 顔の人や 、や たら声が大きくて 豪快 ー お仕ポの魅力とは、どんなと ころだった

ーよけいな＃を考えず に突 き進む。それは
転職者 に限らず 、仕事で 成長 する上で のポ
イ ントで もありますよね 。御社が考える『 絹
患的な人材 像』 にもつながるものだと 思い
ますが、もっと具体的には？
これは弊 社がというよ り、多くの企業が求
める人材像か もしれませんが・
・
・
「 仕事 に対
して は、 まず はYESマンになれ」と、 私
は考えて います．これは悪い意昧で はなく、
「自分 は00だか らで きない Jと自ら壁を
作らず に、とりあえず や って みる。前向き
して ほし
な気持ちで 最 初の一歩を踏み111
い、という意味で す。
もちろん、イ ヤなことから逃げるのが全
て 悪いと は言 いません。私もそうで したか
ら（ 笑）。で も「まず はや って みる J こと
で 初めて 、仕事 の中に而 白さや 楽しみを見
いだせる。それが見つかれば成長 もで きる
し、よけいな事を考えず に済 みます。仕事
を、単なる生話 費を稼ぐ手段とするか 、お
客様か ら「 キミにや って もらわ ないとダメ
なんださ と首われるよう な、日 分にしか
で きない仕事 として 取り組むか ·
:。与 えら
れた仕事に対し、能動的に、どうすれば「Y
ESJ と言えるかを考える 。まず はそこが
大事だと思いますね．

