特集1 充実した寮生活で仕事への活力を補給！

君津支店の新寮
C棟が完成
とこしろ

3月、君津支店の常代寮に、待望のC棟が完成しました。
新施設の個室は、シャワールームとトイレが分かれた
セパレートタイプになっているなど、
充実した最新設備が施されています。
完成したばかりのC棟・共用棟を紹介するとともに
既存の棟で暮らす入寮生に
常代寮ライフの魅力をお話しいただきました。
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C棟・共用棟を新設

常代寮を大解剖！
全国から君津支店に集まった若き精鋭たちの

生活の基盤は常代寮です。このたび、需要に応

え、C棟と食堂・大浴場などを備えた共用棟が
完成。これに伴い、退寮年齢が 35歳に引き上

B 棟

げられました。新生常代寮を徹底紹介します！

共用棟

120 周年記念樹

A 棟

駐輪場

120周年記念樹

広場のシンボルツリーであるキンモク
セイは、設計監理の野中設計事務所
様から贈っていただいたもの。秋には
オレンジ色の小さな花が咲き、甘い香
りが漂います

ランドリールーム

個室には洗濯機はなく、各フロアに
ランドリールームが設置されていま
す。乾燥機もあるので、天候を気に
せずに洗濯ができて便利

玄関＆内廊下

ピカピカの新設備

C棟は内 廊 下 式で、
玄 関からは 土 足 厳
禁。一度、
建物に入る
と、雨風に当たること
なく個室に入れます

食堂

これまでA棟にあった食堂も
共用棟に移設。真新しい設備
で、仲間とおいしく楽しく食事
ができます

談話室

共用棟には、談話室
が 2部 屋 あります。
キッチン・冷蔵庫付
きなので、気の合う
仲間と懇談をするこ
とも可能
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特集1 君津支店の新寮 C棟が完成

！

2019年 3月に
最新鋭のC棟が完成
新設されたC棟は10階建てで98
室。若者のニーズにマッチした、最
新鋭の寮の誕生です。この完成によ
り、A棟、B棟と合わせて最大 242
人の入寮が可能となりました。

C棟の一室を
のぞいてみました

C棟

ミニキッチン 小腹がすいた
ときなどは、ミニキッチンで調
理も可能。備え付けのIH調理
器は火力も十分

個 室 広 さは
25.4㎡で、引き戸
で隠れるデスクや
広いクローゼット
付き。ベッドも完備
されています

ベランダ

机
ベッド

クローゼット

冷蔵
庫

トイレ

ミニ
キッチン

シャワー
ルーム

収納

シャワールーム、洗面台&トイレ
「浴槽よりも手軽にシャワーを」
とい
うニーズに対応したサニタリー。ト
イレ、洗面台も独立しており快適！
設備 エアコン、
BS受信端子・
光インターネット対応、照明
器具、
ピンタックハンガー、物
干し金物（ベランダ）
ほか
C棟の建物内は土足厳禁。中
廊下を隔てた東側が奇数室、
西側が偶数室になっている。
また、喫煙室以外は禁煙とし
て、健康的な生活をサポート
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大浴場

個室にもシャワールームがありますが、共用棟
に大浴場を新設。10人入っても余裕のある、大
きな浴槽が自慢です

寮生活、満喫しています
最新機器充実派

料理大好き自炊派

遊びと
将来への備えを
無理なく両立

コーヒーを
淹れる
至福のひととき

君津支店 製鋼課

君津支店 技術グループ

2009年 4月入社。徳島県出身。重機オペレーターとしてキャリア10年目を
迎える。若手に指導することも多い実力派ながら、自身もより一層の技術の
向上を目指して、日々精進している努力家

2016年 4月入社。福岡県出身。君津製鉄所内の設備の保全や更新に当たっ
ての、一連のエンジニアリング業務を担当。常に冷静沈着に行動し、複数の
業務を同時進行している

尾上 丈治さん

い

岡田 大輝さん

A棟で2年、B棟に移って8年目になります。基本的に、
部屋は寝るための場所という考えでこだわりはありません
が、パソコンやAV機器はそこそこのものをそろえています。
また、先輩に誘われてジェットスキーをはじめ、休日はア
ウトドアでエンジョイ。そのために小型船舶免許も取りまし
た。そういったことができるのも、生活費の出費が少なく
て済む寮にいるからです。
B棟には浴槽付きのバスルームがありますが、風呂掃除
が面倒なので大浴場をよく利用します。共用棟の新設に
伴って大浴場も新しくなり、気持ち良さがアップしました。

私は「転用寮」という位置付けで、48㎡、3Kの2棟に
住んでいます。常代寮に隣接しているので、共用棟の設備
はすべて利用可能。食堂で食事をすることもできます。た
だ、私は気分転換を兼ねての自炊派。極力自炊しており、
入寮して3年で、家事の遂行力は相当上がりました。
寮暮らしの最大のメリットは、相場家賃に比べて段違い
に安い寮費ではないでしょうか。ここは他の独身寮より広い
分、高いですが、それでも入社１年目で車を買えたし、そ
の後も自然に貯蓄ができています。お金のやりくりに苦労せ
ず暮らせるのは幸せですね。

自慢の常代寮LIFE

自慢の常代寮LIFE

壁の隅を利用して本棚を配置し、コルク
ボードには思い出をピンナップ。運命の人
とはまだ出会っていませんが、今だからこ
そできる遊びを楽しみつつ、来たる日に向
け、貯金も思い出も増やしたいです

つい増えてしまう調理器具や調味料も
余裕で収納できる、広くてガスの火力
も十分なキッチン。最近、ハマっている
のはパスタ料理。休日には常備菜をま
とめて作ることも
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特集1 君津支店の新寮 C棟が完成
常代寮では仲間との交流に併せ、一人の時間も大切にすることができます。
個室での過ごし方は十人十色。今回、常代寮に住む、4人のプライベートルームにおじゃましました。

インテリアこだわり派

お気に入りの
グッズに囲まれた
癒やしの空間

鮮やかディスプレー派

目指すは
見せる収納による
魅せる部屋づくり
み

君津支店 整備課

君津支店 製鋼課

2018年 4月入社。福島県出身。クレーンをはじめとする自社設備の点検・整
備を担当している。入社 2年目となる今年の目標の一つは、電気工事士の資
格取得。試験に向けて、目下勉強中

2013年 4月入社。青森県出身。重機オペレーターとして各種免許を取得し、
現在は主にダンプトラックの運転を担当している。近いうちに、スクラップク
レーンの操縦にもチャレンジしたいと意欲満々

吉田 晴海さん

坂本 泰雅さん

入社直後は新しい生活や仕事に戸惑うこともありました
が、境遇が同じ同期が寮でも一緒なので、相談したり、遊
びに行き気分転換するなどして、解決してきました。寮の
先輩にも、とてもよくしていただいています。以前、体調を
崩したときは体温計を貸してくれ、病院にも連れて行ってく
れました。寮には、そんな優しい人がたくさんいます。
入寮する際は、着替えとわずかな身の回りのものだけ持っ
てきましたが、少しずつ家具や家電、コレクションが増えて
きました。ただ、今年の夏には車を買いたいので、現在倹
約中。どんな車を買うか、いろいろ考えているところです。

寮なので不自由はほとんどありませんが、それでもゴミ
出しや洗濯をするときに、親のありがたみが分かりました。
今では、こまめに掃除をした方が楽にきれいを保てるなど、
掃除のテクニックも向上。インテリアにはいろいろこだわり
がありますが、お気に入りの服をしまわずに壁に掛けるなど
して、好きなものに囲まれた暮らしを楽しんでいます。
寮生活で特に助かっているのは食事ですね。今、腹筋を
割りたいと部屋でも筋トレをしているのですが、三食とも栄
養バランスがすごくよく考えられているので、しっかりおい
しくいただいています。

自慢の常代寮LIFE

自慢の常代寮LIFE
限られたスペースなので、
できるだけシンプルなイ
ンテリアを心掛けていま
す。背の高い家具は耐震
対策もばっちり。B棟の、
ベランダに洗濯機が置け
るタイプの部屋

貼ってもきれいにはがせるシートで玄関
ドアをリメイクするなど、DIYも楽しん
でいます。他社に就職した同級生に
「寮費が安いなあ」とうらやましがられ
ています
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社員一人ひとりの生活環境の向上を目的とした独身寮。
より快適な暮らしのために、私たちが全力でサポートしています！

寮生活のススメ
住まいに関する考え方は︑世代によって
変わります︒そこで今回︑現在のニーズに
合った最新鋭の寮づくりを行いました︒
まずは個室の質の向上︒
﹁浴槽には漬か
らないし︑掃 除が面 倒 ﹂という 声を 受け︑
浴室をシャワー室に変更したほか︑さまざ
まな目線で暮らしやすさを追求しました︒
個 室以上に熟 考したのは共 有スペース
です︒ 複 数の人が生 活の楽しさを共 感で
きる施設を設けることで︑
コミュニケーショ
ンの活性化︑連帯感の向上・醸成につなげ
たい︒談話室やトレーニングジムなどの設
置には︑そんな思いが込められています︒

歳まで引き延ばすこと

また︑Ｃ 棟の完 成によって部 屋 数が増
え︑退 寮 年 齢を

も実現できました︒
今後の濱田重工を支えるのは人材です︒
寮で安 定した生 活を 担 保するとともに︑
仲 間との絆を 深め︑個々の成 長を 会 社の

中林 良二さん

歳までの寮生が暮らしていま

暮らしをご覧ください︒きっと安心いただ

設けたゲストルームに泊まって︑ご子 息の

いことでしょう︒そんなときは︑共用棟に

とはいっても︑親御さんの心配は尽きな

積極的に声を掛け︑温かく見守っています︒

を少しでも和ませたいと︑スタッフみんなで

シャーで︑慣れるまでは苦労するもの︒彼ら

入社員は親元を離れた不安と仕事のプレッ

大切にしているのは声掛けです︒特に︑新

すが︑大きなトラブルは一度もありません︒

まった 〜

ます︒現在︑北は北海道︑南は九州から集

全で便利な暮らしを全力でサポートしてい

ら宅 配 便の受け取り 代 行など︑寮 生の安

管理は 時間体制︒共用部分の清掃か

ます︒

ばならないという気持ちで寮長を務めてい

寮生が一息つける︑癒やしの空間でなけれ

寮は︑緊張の連続の仕事から帰ってきた

安全と便利に加え
ホッとできる癒やしを提供
けると思いますよ︒お待ちしています︒

（株）
ニッコクトラスト
料理長

本間 高志さん

でいただける食事を提供しますので︑ご期

の幅が広がりました︒今後も皆さんに喜ん

オーブンなど新しい設備も導入され︑調理

新 調 理 場にはスチ ームコンベクション

と声を掛けるようにしています︒

うな人を見掛けると︑
﹁しっかり食べてね﹂

笑ましいものですね︒逆に︑元気がなさそ

話しながら食べている姿は︑見ていてほほ

毎日︑同期や同僚の方と一緒にワイワイ

ほしいですからね︒

ます︒少しでもちゃんとしたものを食べて

料を使うなど︑時代に沿った工夫もしてい

もいますが︑例えば︑魚は骨取り済みの材

てメニューづくりをしています︒偏食の人

栄養士がボリュームと栄養バランスを考え

力 仕 事をされている若い人が多いので︑

支えてきたと自負しています︒

その間︑食を通して寮生の皆さんの元気を

私が常 代 寮で料 理 長を 務めて十 余 年︒

食は命。寮生の
元気を支えます

待ください︒

好評な麺類の
中でも人 気が
高い担々麺。う
ま辛な真っ赤
なスープのとり
こになる人も

ガッツリ系 だ
が、玉ネギたっ
ぷりで ヘ ル
シー。キャベツ
サラダとの 相
性も抜群

君津支店
管理部長

成長につなげてほしいと願っています︒

たっぷりのガー
リックと衣を付
けて揚 げ たチ
キンに、焼き鳥
のタレをかけた
絶品

人気
ランチメニュー

チキンガーリック丼

担々麺

焼肉丼

（株）
エムエスシー
常代寮 寮長
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35

溝口 幸雄さん
35

18

コミュニケーションを
活性化

常代寮食堂の

8

特集1 君津支店の新寮 C棟が完成

10 のメリット

寮生活の

1
3

溝口部長の常代寮オススメポイント

自分で部屋を借りるより家賃が大幅に安い

2

入寮初期費用がほとんどかからない

敷金や礼金、保証金は不要。
デスク、
ベッド、
クローゼットは備え付け

栄養バランスに気を配った食事が食べられる

食材の買い出しや料理、
片付けの手間要らず。
しかも、
1食123〜 350円と安い！

4

談話室

自室で料理も可能

寮の仲間と対話することで、
視野が広がり
ます

各部屋にIH付きのキッチンを完備。
談話室のキッチンも使える

5

大浴場が無料で利用できる

大浴場を使った場合は、個室の浴室の掃除が不要

6

万全なセキュリティー対策で安心

8

不在時には寮長が
宅配便を受け取ってくれる

7

乙番、丙番者は寮から
お弁当を持って出勤

中林寮長の常代寮オススメポイント

急病のときなど、
周りに気付いてもらえる

寮からも宅配便を発送できる！

9

部署や入社期を超えた
つながりが生まれる

ゲストルーム

親御さんや進路指導の先生方に無料で
宿泊していただける部屋を2部屋完備

本間料理長の常代寮オススメポイント

10

寮と会社の行き来は
通勤バスでゆったり
通勤バスで出勤する寮生を見送る中林寮長

常代寮のひとコマ
入寮式のほか、餅つき大会や
夏祭りなどのイベントも開催

温蔵庫

新導入により、作りたてのおいしさをキー
プしたまま提供することが可能に

心を込めて作っています。
たくさん食べてくださいね！

個人のポストにテニスボールが入ってい
るのは、宅配便が届いているサイン
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特集 2

みんなで
千葉ロッテマリーンズを
応援しよう

オフィシャルスポンサー契約を締結
C.L.M.

千葉ロッテマリーンズと
スポンサー契約を結んだ狙いは？

濱田重工は︑海外含め全 拠点

しました︒

診を頂き︑スポンサー契約が成立

た昨 年︑千 葉ロッテサイドから打

ク セス 数 が 急 増

Ｗｅｂサイトのア

約 以 降︑当 社 の

スポンサー 契

のうちの２拠点を千葉県に置いて

﹁ダグアウト ボックス﹂のネ ー ミ

し︑
さまざまな問い

ゴマーク︑
社名表記をリブランディ

ングライツを 取 得し︑
﹁濱 田 重工

合わせがあるなど︑

おり︑同スタジアムは︑君津支店と

１２０周年記念ダグアウトボック

反 響は 上々︒千 葉

ングした濱田重工︒本拠地のＺＯ

ス﹂
と命 名︒壁面とテー ブルに会

ロッテファンや千 葉

舞浜営業所の中間に位置している

社ロゴを掲げることで知名度とイ

県内の高校生をはじ

ＺＯマリンスタジアムを改 修した

メージを上げ︑採用活動や社員の

め︑多くの方々に注

という地縁があります︒

一体感醸成につなげたいと考えて

目されています︒

けのダグアウトボックス席もその

の 新 座 席 を 設 け まし た︒５ 人 掛

２０１９年シーズンから３タイプ

るボールパークの実 現を目 的に︑

千 葉 ロッテは︑臨 場 感 あ ふれ

ラウンドに近く︑エキサイティング

ので︑選手の姿や声がすぐそば︒グ

ているダグアウトの真後ろ上部な

ています︒選手や監督などが控え

一つで︑当社も１ボックスを取得し

臨場感と一体感が味わえる
﹁濱田重工１２０周年記念
ダグアウトボックス﹂

います︒

千葉ロッテ︒両者の記念が重なっ

創業１２０周年の節目に会社ロ
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ZOZOマリンスタジアムへのアクセス
至東京

幕張本郷駅

京葉道路

JR 総武線

JR 幕張駅

JR 稲毛駅

京成電鉄

至津田沼

至千葉

国道14号

幕張 I.C.
湾岸習志野 I.C.

湾岸千葉 I.C.
海浜幕張駅

至成田

JR 京葉線
至蘇我

至東京
幕張メッセ

幕張メッセ駐車場

幕張海浜公園駐車場
（Fブロック）

ZOZOマリンスタジアム
東京湾

最寄り駅のJR京葉線「海浜幕張」駅からバスで約 6分、徒歩なら約15分で
スタジアムに到着。君津支店からはJR総武線も便利です。
「幕張」
「幕張本郷」
「稲毛」各駅からスタジアム行きのバス便も。羽田空港からは「海浜幕張」駅
まで空港リムジンバスを使うこともオススメです

濱田重工120周年記念ダグアウトボックスと社名看板はココ！
ダグアウト真後ろ上
部に設置された新し
い観戦ゾーンが「濱
田重工120周年記念
ダグアウトボックス」
。
5人用のグループ席
が、一・三塁側それぞ
れに10ボックスずつ
設置されています

★

★

★

濱田重工
社名看板
濱田重工120周年記念ダグアウトボックス

濱田重工は、2019年シーズンから3年間、プロ野球

パ・リーグの千葉ロッテマリーンズ（以下、
千葉ロッテ）

とオフィシャルスポンサー契約を締結しました。

そこで、野球ビギナーの当社社員 2人が千葉ロッテの
本拠地・ZOZOマリンスタジアムで試合を応援。
「濱

田重工 120周年記念ダグアウトボックス」をはじめと

する、球場とチームの魅力を紹介します。

な野球観戦が楽しめます︒それで

座り心地のイス︑
ドリンクホルダー

席とは比べものにならない快適な
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とてもゆったりしたぜいたくな環

ダグアウトボックスのテーブルには
当社社名と、
千葉ロッテのユニホー
ムを着たココちゃんも！

いて防球ネットによる打球対策が

2016年入社、佐賀県鳥栖市出身
千葉ロッテの試合応援は初めてでし
たが、行き届いたファンサービスのお
かげで、とても楽しく観戦することが
できました

付きの広くて便 利なテー ブルと︑

前田 麗保さん

境です︒

イスは回転式なので、ボール
の行方を自在に追えます。座
り心地も抜群。後ろの壁面
には濱田重工の社名広告が
掲げられています

本社 広報グループ

万全なので安心です︒

2015年入社、千葉県富津市出身
球場に足を運んだのは、今回が初
めて。これを機に、生まれ育った千
葉県のチームである千葉ロッテを
応援していきます

グループで気兼ねなく観戦でき

平野 舞由子さん

るのもうれしいところ︒一 般の座

君津支店 総務・人事グループ

マリンスタジアムへの
ご来場を
お待ちしています！
︵株︶千葉ロッテマリーンズ
営業部

大石 賢央 さん

﹁ 球団の中で一番迫力がある﹂とよく言われる︑マリー

ンズの応援は注目ポイントの一つです︒試合の開始から終
了まで︑熱い応援を送ってくださるファンの思いは︑どこ

にも負けません︒
平日のナイターは仕事帰りのサラリーマンの方が多いで

すが︑土日・祝日にはファミリーでお越しくださる方が非
常に増えています︒さまざまなイベントや球場グルメ︑か

わいくてユニークなマスコット︑また試合中に打ち上げら
マ

れる花火︵１回につき３００発！︶などなど︑野球以外の
楽 しみ が 多いのも

マリンスタジアムでの
観戦の楽しみ方
撃 前に飛ば
す風船やユニ
応援グッズを

ホームなどの

リーンズストア﹂
では︑球団の歴史

豊 富にそろ

に触れることもできます︒お気に

えている﹁マ

ロデュー スメニ

入りの千葉ロッテグッズを探して

ま ず︑外 せ な

ュー﹂
各種︵写真

みてくださいね︒

応援歌ガイドに掲載されており︑

﹄
︒歌 詞 は
﹃ We Love Marines
入 場 ゲートなどで配 布している

﹃ We Love Marines
﹄
曲調が覚えやすい球団応援歌

高らかに歌おう球団応援歌

左︶
︒球団キャラ

マリンスタジアム弁

されるので︑うろ覚えでも大丈夫︒

スタジアムビジョンにも 映し 出

にも︑
この曲が使われています︒

﹁海 浜 幕 張 ﹂駅の発 車メロディー

こでし か 食
名 物 グ ルメ

す︒

そろっていま

応援グッズ
球団イチとも言われる

バッターボックスが映ったら

ダグアウトボックス席の壁面に

後ろの広告にも注目を！

今シー ズンの千 葉ロッテのス

手がバッターボックスに入ると必

の想像以上に目立っています︒選

掲げた社名広告︒実はこれ︑当初
ローガンは﹁マウエ ﹂
︒７回の攻

熱い応援を体感しよう！

テレビ観戦

がた く さ ん

べら れ な い

当 ﹂な ど︑こ

や﹁

たりです︒他にも︑
﹁三大もつ煮﹂

は種類も豊富で︑お土産にもぴっ

てぃら﹂︵写真右︶

ラ
﹁マーくんかす

んの顔 型カステ

ク タ ー・マー く

いの は﹁選 手 プ

おなかをすかせて行こう！

マリンスタジアムには

球場グルメ

マリーンズ
ファン
ビジター必見！
Z
O
Z
O

ピッチャー越

ず 映 り 込み︑

しにも 見 る

ことができま

す︒今シーズ

ン︑社名広告

な 名 プレ ー︑

の前で︑どん

名シーンが生まれるでしょうか

をチェックして

情報収集

球団公式

!?

で

サイトには︑応 援グッズや

生 回 数 を 誇っているそう︒球 団

チャンネル ﹂は

また︑
﹁マリーンズ公式 YouTube
球 団 イチの 再

きるインスタグラムも必 見です︒

い選手のオフの姿を見ることがで

チェックを︒試合中には見られな

最 新 情 報は球団 公 式

試合日程や選手についてなど︑

千葉ロッテ愛を深めよう！

S
N
S
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リンスタジアムの特徴です︒
もちろん︑
プレーも見どころ
いっぱい︒今年ドラフト１位で
入 団した 藤 原 恭 大 選 手から︑

豊富な選手
プロデュースメニュー

S
N
S

球 場グルメなどの情 報も詳しく

掲載されています︒

marinesTV Official

今シー ズンでの引 退を表 明し
ている 福 浦 和 也 選 手まで︑井
口監督の下︑一丸となり﹁マウ
エ ﹂を目指しています︒
濱 田 重工の皆さんも︑ぜひ
球 場にお越しになって応 援し
てください︒

W
e
b

Z
O
Z
O

Z
O
Z
O

Z
O
Z
O
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Z
O
Z
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↑

→
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千葉ロッテ担当者に聞く！

ホームゲームで勝利したときの恒例行事
「We Are」
。
選手とファンが一体となる、
千葉ロッテならではの光景

タオルを買って応援しよう

濱田重工の広告が映っています

12

特集 2

みんなで千葉ロッテマリーンズを応援しよう

私たちも応援！
当社の千葉ロッテのファンに
球団や選手の魅力、エールを語ってもらいました。

いつしか球団の考え方まで好きに

選手とファンとの一体感がすごい

深町 葉月さん

猪 竜也さん

本社・新入社員

ファン歴は４年。鈴木大地選手を好きになったのが
きっかけで千葉ロッテを応援するうちに、球団の考え方
やファンの応援も好きになって、とりこになりました。
今はキャプテンではありませんが、鈴木大地選手の
キャプテンシーが大好きです。優勝してビールかけをし
ている姿が見た
いので、ぜひ優
勝してほしいで
す。

君津支店 溶銑精錬課

2005年に交流戦・日本シリーズ・アジアシリーズと年
間タイトルを総なめにして以来、ずっとファンです。当時
は渡辺俊介選手、今は2,000本安打を達成させた福浦和
也選手を応援しています。
選手とファンとの一体感がすごく、ファンを大切にして
いることが、何より魅
力。今年こそ、日本シ
リーズまで上りつめて、
井口監督を胴上げして
ください！ マウエ↑

球団キャラクターの
マーくん（右）
、リーン
ちゃん
（左）と共に

声を中心とした応援に一体感
営業企画部・東京営業所

筒井

孝和さん

ファンになったのは、一番強かった15年前。東京ドーム
でアルバイトをしていた大学時代に、全12球団を見て最も
印象に残ったチームでもあります。
一番好きなのは、福浦和也選手です。千葉県出身のフ
ランチャイズプレーヤーで、昨年に2,000本安打を達成。
「Ｍｒ. ツーベース」として二塁打を量産しました。
球団と行政一体
の地 域 密 着 策を
展開していること
や、声中心の応援
も魅力。まずはＡ
クラス入りを願い、
応援しています！
子どもたちもロッテ戦を観戦しました

試合観戦し、最高の盛り上が
りに感動したことが一番の思
い出

短期決戦に強いロッテを再び！
八幡支店・安全衛生グループ

穐吉 哲さん

家族で36年前からファンです。荻野貴司選手が大好き
で、昨年ケガで離脱後、チーム成績が低迷したため、今
年こそ活躍してほしいです。家族は、福浦和也選手と、
選手会長の鈴木大地選手を特に応援しています。引退さ
れた大村三郎（サブロー）選手も大好きでした。
熱い応援ビジターパ
フォーマンス、勝利の
２次会など、盛り上が
りは最高です。令和元
年、下克上の再現で日
本一に！ チーム戦略部
に期待します。
わが家は千葉ロッテグッズ
でいっぱい

テレビに映る
社名看板に注目！

君津支店長

C.L.M.

千葉ロッテ
球団キャラクターの
マーくん

中村 圭一 さん

３ 月 日のシー ズ
ン開 幕 戦︒ 満 員の 観
客がひしめくスタジア
ムで︑ 選 手 を 間 近 に
見つつ﹁ 濱 田 重 工の
ロゴと社名﹂を見たときは︑正
直 ゾクゾクッとしましたね︒ダ
グアウトボックスのテー ブルに
載 っている 当 社 コ ー ポ レ ー ト
キャラ ク タ ー のココ ちゃん も︑
背番号１２０でかわいいですよ︒
ＺＯＺＯマリンスタジアムで
の試 合はテレビで観 戦していま
すが︑プレーより社 名が映るの
を 追いかけてしまいますね︒ 千
葉ロッテの成 績とともに︑濱田
重工の知 名 度がますます高まっ
てくれれば︑こんなにうれしい
ことはありません︒頑 張れ︑マ
リーンズ！ 頑張れ︑ハマダ！
29
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ココちゃん

笑顔の奥にあふれる情熱

見つけた！

Kirari
輝く人

プロ意識で全体感をつかむ

45

Vol.

̶ 2 019 ̶

大分支店 生産課

音楽 10%
ロックやヘビメタが好き

ゲーム 50%

7月号

元気の

友達 40%

No.691

中学・高校時代の友達と
よく大分市内へドライブ

腕前がキラリ輝く! ?

素

2019年7月15日発行

大型重機操作のワザが光る

仲町 彰将さん（27歳）
2016年7月に中途入社。いつも笑顔で
職場を和ませる一方、見えないところで人
一倍努力していると評判が高い。ベテラ
ンと若手の仲介役で、チームワークを高
めるキーパーソンとして活躍中。

作業指揮者としてしっかり時間管理

私は高炉スラグ常昼班に所属してお

私は、自分が仕事をしな

り、仕事では10トントラックよりも大き

がら他の人に作業指示を

濱田重工株式会社

い重機を操作しています。大型重機の

する、作業指揮者の役割

操作は、上手な先輩の操作方法を

を担っています。 操業に

目で見て盗み、運転技術に磨

は時間の制約があり、遅

きを掛けました。

れがあると次の工程に影

心掛けているのは、段取りを
立てて仕事を行うこと。一日の

響を及ぼしてしまいます。
全体を見て、スムーズに

北九州市戸畑区牧山1-1-36

仕事が無事に終わると「今日も

進んでいない場合にはど

やり遂げた」とホッとします。

うすべきかなど、瞬時に判

大型重機の操作は
やりがいがあります！

TEL（093）883-2870

ゲーム好き 集まれ！
熱中していることは、ゲームセンターで友人と格闘ゲー
ムをして遊ぶことです。アーケードゲームは、画面がリア
ルで臨場感があり、ゲームの世界に飛び込んだ気分になれ
ます。

編集局長・高山博光

家でも、Nintendo Switchのオンラインゲームを同
僚とつなぎ、
楽しんでいます。今一番ハマっているのは
「ス
マッシュブラザーズ」。コツを覚えて、どんどん腕が上がっ
てきました。対戦相手募集中です！

ミーティングで、全体の進行具合などを把握し
報連相 を徹底

断する力が求められます。
どんな状況でも柔軟に対応できるようになることが目標です。

親しみやすさに

定評あり

私の強みは、気さくなところです。人
見知りをすることがなく、中途採用者研
修
（社内研修）
では、他部門の人とたくさ
ん交流できて楽しかったです。 今でも
たまに、
研修の日々を思い出しますね。
どこかに遠出したいものの、最近は忙
しくてあまり遊びに行けていないことが
悩みです。旅行のときは、何をするか計

編集長・古賀明日香

画を立てて行く派。 所駅伝大会のとき
しか運動していませんが、体脂肪率はな
ぜか8.5%しかありません
（笑）
。

私服にもこだわっています

陰で努力する、笑顔のキーパーソン

日々レベルアップを感じています

若手の成長株として、実力を発揮しています。あらゆる作業
において事前準備がしっかりできており、安全最優先で作
業・行動を進めています。職場で常に存在感があるような
人物へと大きく成長してください。

岩崎 信英統括主任

◆次号は君津支店・製銑課のKirari輝く人をご紹介します。
個人情報・技術情報の
取り扱いについて

グループ情報誌「はまゆう」には、顔写真、名前などの個人情報が掲載されているため、取り扱いには十分にご注意願います。また、「はまゆう」に掲載されている製品をはじめ技術情報などの記事・
写真につきましても、お客様から承認済みですが、取り扱いには十分にご注意をお願いします。無断転載は禁止です。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

