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本日９月１日（土）「カーレポ リサイくるまつり2018～
96％エネルギーの真価を人の力が教えてくれた～」を開催し
ました。今年はお馴染みのスーパーボールすくい・ヨーヨー

していただくための取り組みとして、これからも開催してい
く方針です。
この場をお借りしまして、お忙しい中ご来場いただいた方、

釣りに加え「砂場で宝探し」「スタンプラリー」「記念撮影

リサイくるまつり開催にご協力・ご協賛いただいた方へ、改

会」など、社員が創意工夫したオリジナルコーナーを取り入

めて御礼申し上げます。来年も皆様にお会いできることを、

れ、全部で11種類の催し (無料) を用意しました。また、屋

スタッフ一同楽しみにしております。

台の公表価格は200円だったのですが、実際の会場では全品
100円に。お客様が喜んでくださるよう、サプライズを行い
ました。自動車リサイクルを、より身近に感じていただけた
なら幸いです。
この「リサイくるまつり」は、循環型社会における静脈産
業と当社の在り方を、地域をはじめとした多くの方々に認知

ドライブ
ハンバーグ
納豆

趣
味
好きな食べ物
嫌いな食べ物

ひたちなか工場 総務経理グ
ループで主任を務める、飛田真
紀さんを取材しました。カーレ
ポに入社して８年間、経理とし
て工場を支えてきた飛田主任。
ベテランならではの悩みなど、
普段はなかなか聞くことが出来
ない本音を聞かせてくださいま
した。
役職者として心がけている
――
ことはありますか。
「申請や決裁の手順を守っても
らうようにしています。会社の
ルールが『有って無いようなも
の』にならないように指導する
ことを心がけています。私自身
にも足りない部分はあるのです
が、次の世代が役職の仕事をイ
メージしやすいように『お手本
にならなくては』と思っていま
す」
次の世代への気遣いが素晴
――
らしいですね。どんな指導者を
目指していますか。

ともや

ごとう

鉄相場

Ｅ Ｌ Ｖ 事 業 部 長 飛田 幸 輝

月は鉄鋼の国内需要が夏季
減産期を迎えるため、例年落ち込
みが見込まれています。しかし、
今年は東京オリンピックなどの影
響から、建設向けの普通鋼鋼材受
注量が好調に推移しており、需要
の落ち込みは少ないと考えられま
す。
一方、海外では世界最大の鉄ス
クラップ輸入国・トルコの通貨
「リラ」が大暴落していることか
ら、通貨安の影響でアメリカから
の鉄スクラップ調達が困難になる
と予想されます。需要と供給のバ
ランスが崩れ、秋以降の価格はア
メリカとトルコの情勢に影響され
そうです。

9

若い力を伸ばしたい

報に影響が出るので、間違って あったら口に出していいと思う
工場経理８年
ベテランのビジョンとは はいけないという使命感も強く し、絶対に誰かが見ててくれる
感じます」
から、簡単に諦めないで欲し
普通はプレッシャーになり い」
「私は、あくまで土台でありた
――
役職者からそう言ってもら
いんです。下の子たちが持って そうだと思いますが、やりがい
――
いる能力を発揮できるように、 だというところが流石ですね。 えると、とても心強いですね。
敢えて基本だけを教えるように 反対に、悩みなどはありますか。 飛田主任は２児の母でもありま
しています。試行錯誤しながら、 「８年間ずっと経理をやってい すが、仕事との両立などで大変
自分に合ったやり方を見つけて ますが、まだ手探りで作業する だったことはありますか。
欲しいんです。そしていずれ、 部分があります。このままでは 「幸いにも家族の理解があるの
自分を超えていって欲しいと思 下の子が教わるのも大変だと思 で、主婦として大変に感じたこ
うので、ある程度マニュアル化 とはありませんが、最近子供か
っています」
厳しさの中にも愛情を感じ できるように手順を確立したい ら『小さい時、家にいてくれた
――
ますね。会社のみんなは、そん と思っています。そのための時 らいいのにって思ってた』と言
な飛田主任を「しっかり者」だ 間がなかなか取れないのが悩み われ、少し切なくなってしまい
ました ……
と思っていますが、プライベー ですね」
当時はそんな様子が
トとのギャップはありますか。
常に次の世代のことを考え なかったので」
――
「お恥ずかしい話、家では結構 て取り組まれていますね。飛田
いじらしいですね。助けて
――
だらしないんです。家族には、 主任自身の、今後のビジョンを いるようで、助けられてる。支
『本当にちゃんと仕事出来てる 教えてください。
え合う素敵な親子ですね。
の？』と言われてしまうくらい 「会計ソフトを使いこなせるよ
これからも更にご活躍され
――
うになって、本社経理のサポー ることを祈っております。時に
笑 」
(
)
会社にいる時とは真逆です トが出来るようになりたいです。 厳しく、時に楽しい飛田主任で
――
ね 笑( き
) っと、バランスが丁 また、若い力はどんどん伸ばし いてください。本日はありがと
度いい具合に保てているんでし て欲しいです。やりたいことが うございました。
ょうね。
工場経理を８年間務めてい
――
らっしゃいますが、どんな時に
やりがいを感じますか。
「自分で処理した数字が、本社
の経理部で会計処理されて『会
社の情報』となるのですが、そ
の出来上がったデーターを見る
と『会社に必要とされる仕事を
している』という実感が湧くの
で、やりがいを感じますね。そ

年前から愛用している電卓。日頃から の分、間違いがあると会社の情
物を大切にする倹約家で、経理の鏡です。
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社員紹介

2018年5月16日入社

ELV事業部
ひたちなか工場
生産管理課 生産Gr

後藤 誠也

入社したばかりで、まだまだ覚えること
がたくさんありますが、早く一人前にな
って出世できるように頑張りたいです。
よろしくお願い致します。

現在では稲敷郡が当てはまります。古代に常陸国へ

入るには、船で霞ヶ浦の南部に上陸して鹿島の神様に

遠くから手を合わせて海沿いに北へ登り、上陸後、筑

波から石岡へと旅をした様です。その間様々な土地の

名 が列記されています。古代の霞ヶ浦は海だったの

で す。

そして次の様な事が書かれています。古老 ふ(るお

きな
の
) 話で、

「倭武の天皇 や(まとたけるのすめらみこと 、
) 海辺
に巡り幸 い(でま し
) て、乗浜に行き至りましき。時

に多くの海苔 う(みごけ を
) 乾せりき。是れに由りて
能理波麻 の(りはま の
) 村と名づく。乗浜の東に浮島
の村あり、四面絶海にして、山野交錯 ま(じ れ
) り。

住める百姓 お(おみたから 、
) 塩を焼きて業 な(りわ
い と
) 為す、九つの社あり、言葉も行いも謹みがあ

*1

未来を担う若者と共に学ぶ
――高校生・職場見学会にて――
8月7日 (火) ～ 10日 (金) 、 や感想がありました。
中には「工場内でクラクショ

就職活動中の高校生を対象に、

職場見学会を開きました。当社 ンを鳴らすのはなぜですか」と
いう質問もあり、工場で働いて

は主に新車整備事業、新車保

管・管理事業、自動車リサイク いると当たり前になってしまう
ル事業の３つの柱で運営してい ことも、「最初は知らないこと
ます。今回の見学会では、それ なんだ」と再認識させられまし
らの活動拠点を見学していただ た。(ちなみに、動いている車
の存在を知らせることで安全を

きました。

案内する主任たちの話を聞く 守るためです) 今後の新人教育
などでも必要な心構えとして、

表情は、真剣そのもの。

「 (新車を見て) この車の値段 我々も勉強させていただきまし
た。

はどれくらいするんですか」

そんな皆さんに、またお会い

「普段は見られないものを見せ

カーレポの輪
勝田駅から徒歩５分。女将
の宮台さんは、今は無き老舗
「山市」で20年間勤務。さら
に食肉のさばき方を２年間勉
強されました。18年４月、山
市オーナーのご厚意により、
同じ場所で「居酒屋けいちゃ
ん」を開店しました。オスス
メは「レバー焼き」。焼き加
減で「あっさり」か「しっか
り」を選べます。ハートキム
チやピザパンなど、お母さん
ならではのメニューも。お一
人様でも大歓迎。ぜひご賞味
ください。

–協力店のご紹介-

☆当社パンフレット設置店☆
居酒屋けいちゃん

☎080-4376-2838
茨城県ひたちなか市元町1-6
営業時間 17:00～22:00
(L.O.21:30)
日月祝定休 🅿近隣有料

まだ間に合う！
新たな力を待っています！
⑴
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年卒業見込みの

方・第２新卒の方

会社説明会を開きます。
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ご興味のある方、参加予
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約をお待ちしております。

時

15

時～

分～

30

会社説明会日程

■９月 日 金( )
■９月 日 水( )
実施時間 各(日 )
時

①

13 10
時

①
※②いずれかの時間を
お選びください。

積極採用中
②

現在カーレポでは、人

⑵ 社会人の方（キャリ

製造工場勤務・総務勤務

財採用活動を積極的に行

自動車メーカーとリサ

など多岐にわたり募集し

ア採用）

イクラーの両面を併せ持

ています。詳細はお問い

っています。

つ当社。経営理念「無限

合わせください。

https://job.rikunabi.com/2019/company/r236781097/

など、新鮮で高校生らしい質問 す♪

の可能性で後世に伝える

■リクナビ2019 (リクルート提供)
カーレポ 企業ページ

る」

の循環型社会に対応でき

http://www.carepo.jp/publics/index/121/

挑戦を」の下、これから

古老の曰く、天地のはじめ草木は言葉交わしていた

る会社を目指し、体制を

■カーレポ 企業HP「採用情報」

と評価したのです。

と言っていた、交通の要衝であり、実に住み良い所だ

私たちと一緒に、新し

いことに挑戦し会社を創

り上げてくれる人財を募

集しています。未来を照

らすのは、あなた自身。

「我こそは」という方、

まずはご連絡ください。

お電話のほか、ＨＰから

のお問い合わせも可能で

す。

整えています。

土地の名
雄栗の村、高来の里、毛野の河、
榎の浦等々。

か
) ら

K.Akasu

った事が推測出来ます。次回は茨城の郡です。

乗浜 現(在の稲敷郡東端
鹿島を眺める

*1

て貰えて、とても面白かった」 できることを楽しみにしていま

カーレポギャラリー

光とコキアのコラボレーション

CarepoGallery

赤い光で紅葉のよう コ(キア

茨城が誇る国営ひたち海浜公園にて

道
) 中も虹色にライトアップ
テラスハウスでは「ひょ
うたんランプ展示」が行
われ、芸術的かつ幻想的
な雰囲気に包まれた。

8月17日(金)～8月26日(日) 国営ひたち海浜公園内 みはらしの丘で「コキアライ
トアップ」が開催されました。この季節だけの限定で、毎年開催しているそうで
す。今年見逃した方も、来年はぜひご覧になってみてください。
アクセス：国営ひたち海浜公園

みはらしの丘

JR勝田駅東口からバス(海浜公園方面行) 約20分
カーレポ㈱ ひたちなか工場より車で15分
撮影と文

カーレポ株式会社
〒310-0801 ⽔⼾市桜川⼀丁⽬8番29号
TEL︓029-300-2525 FAX︓029-300-2424
ホームページもご覧ください。
http://www.carepo.jp/

●ひたちなか⼯場 ⾃動⾞買取
〒312-0005 茨城県ひたちなか市新光町552-55
TEL︓029-264-2929 FAX︓029-264-2424
⾄⽇⽴市
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●⽔⼾店 ⾃動⾞買取・販売、部品販売
〒 310-0826 茨城県⽔⼾市渋井町588-9
TEL︓029-291-3336 FAX︓029-291-3338

408
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つくば店
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⾄つくば市内
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カーレポ㈱
ひたちなか⼯場
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●つくば店 ⾃動⾞買取
〒305-0853 茨城県つくば市榎⼾433-7
TEL︓029-875-8035 FAX︓029-875-8036
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店舗のご案内

ご意⾒・ご要望も
お待ちしております。
koho@carepo.jp
（担当︓広報委員会）
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