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【社会人になった感想】

【社会人になった感想】

車で色々な場所へ行けるように

責任感が強くなったと思い

なり、嬉しいです。

ます。

【成長したと思う所】

【成長したと思う所】

学生の頃よりも、時間を見て

礼節をわきまえるようになり

行動するようになった所だと思います。

ました。

【自己評価は何点？(100点満点)】

【自己評価は何点？(100点満点)】

まだまだだなぁと感じる所が多々ありますので、30点です。

60点です。

【2年目の抱負と意気込み】

【2年目の抱負と意気込み】

もっと周りの事を意識して、周囲とのコミュニケーションが

仕事をたくさん頼んで貰えるような、頼れる人材になりたい

図れるよう努めていきたいです。また、体調不良で休む事

です。まずは迷惑を掛けることのないように頑張ります。

の無いよう、健康管理に気を付けようと思います。

【2年目にやりたい事】

【2年目にやりたい事】

エアバッグ処理やフロンガス回収を行う工程を経験したいと

何か資格を取りたいと思っています。また、友人と旅行に行

思っています。また、幅広く立ち回れるようになりたいです。

きたいと思っています。

PDI事業部 日立事業所
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初期ライン 洗車拭上げGr
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【社会人になった感想】
お金の大切さが分かるように
なりました。
【成長したと思う所】
物事に対して、一生懸命取り組むようになりました。
【自己評価は何点？(100点満点)】
75点です。
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第3回
3ヶ月に渡り工場長の飛田 幸輝さんに登場頂いています。前回は、ひたちなか工場においてオープン当初からこれまで変化
した点についてお話を伺いましたが、最終回となる今回のテーマは『ひたちなか工場の未来』です。当社の経営理念に基づき、
ひたちなか工場では使用済自動車のリサイクルを通じて、どんな未来に向かっているか聞いてみました。
兼島「ひたちなか工場では、今後どのような方面に力を入れていくおつもりですか？」
飛田「近年ではメールやインターネットを活用することで、全世界の人々と簡単にコンタクトを取ることが可能です。ひたち
なか工場には英語を話せるスタッフも配置しており、外国のお客様からのオーダーにもスピーディに対応できる態勢を
整えております。今後はそういった強みを生かし、輸出量の増加を目指していきます。」
兼島「使用済自動車のリサイクルは、これからどうなっていくとお考えですか？」
飛田「使用済自動車を取り巻く環境は日々変化しています。皆様もご存じのように、自動車の原材料の中で割合が一番高いの
は鉄ですが、今後は鉄以外のもの(プラスチック等)もますます増えていき、それに伴い自動車リサイクルの方法も変化
していくと考えています。」
兼島「今後の目標をお聞かせください。」
飛田「法令を遵守するのは勿論のこと、国内国外を問わずお客様のニーズに応えていけるよう、より一層努力をしていきます。
また使用済自動車のリサイクルに関しては、まだまだ認知されていない部分も多いので、自動車としての役目を終えた
ものたちが実際にどのようにリサイクルされているか、どんどん発信していこうと思っています。その一環として毎年
夏に『リサイくるまつり』というイベントを開催していますので、カーレポートをご覧になっている皆様も是非ご参加
ください。」
兼島「飛田工場長から、使用済自動車リサイクルの未来に向けた熱意がひしひしと伝わってきました。ありがとうございまし
た。」
水戸店

兼島 謙司

鉄相場

ベトナムをはじめとする鉄スクラップ需要は引続き好調の見通し
で、1月の輸出入札は前月を上回る高値となっています。また国内相
場も、輸出高や関東湾岸を中心とした輸出船積みが活発化したこと
などが影響し、高値で推移しています。輸出市況について、旧正月
を前に一部で停滞感が出ていますが、アメリカの鉄スクラップ高も
影響し2月は大きな変動はなさそうです。しかし、北朝鮮で軍事衝突
が起これば、全てが変わる危険性は残っています。
ELV事業部長

飛田 幸輝

ダンボール成形の様子

今回はリサイクル部品の第3弾となる、梱包・発送作業を取材して参りま
した。非常に丁寧な作業で、「お客様に喜んで頂きたい」という気持ちが伝
わってきました。それでは、ご覧ください。
Q1. 具体的にどのような作業か教えてください。
A1. ご注文頂いた部品を倉庫から取り出し、ダンボールと緩衝材を使って
丁寧に梱包します。梱包後、送り先毎に発送伝票を貼付け、発送します。
1日に約40点発送しますが、連休前後などは100点近くになることも
あります。
Q2. 作業中、気を付けていることはありますか？
A2. 注文品の中には同一車種の同一部品が多数あります。リサイクル部品は、
同一部品でも状態などで価格が変わるので、注文品や送り先に間違いが
ないか注意しています。また、大切な商品が移動中に破損しないよう、
厳重かつ丁寧な梱包を心掛けています。

フロントバンパー梱包

Q3. 最後に一言お願いします。
A3. 緩衝材には古新聞を使用するなど、地球環境に配慮しています。ご不要
な新聞がありましたら、是非カーレポにお持ちください！
3回に渡ってリサイクル部品の作業を取材しましたが、いかがでしたか？
これからもより良いリサイクル部品をお届けできるよう努めて参りますので、
よろしくお願い致します！
ひたちなか工場 清水 千賀

丁寧な梱包を
心掛けています！

当社の『働くお母さん』、今月は内部統制室 ITセクショ
ンの桑名 郁子(くわな あやこ)さんをご紹介します。
一昨年に2人目のお子様を出産後、育児休暇を経て昨年
12月に復帰しました。現在3歳と1歳になる息子さん達の
育児に奮闘しながら、毎日勤務しています。「子供達には
寂しい思いをさせているかもしれませんが、その分『一緒

(左)発掘現場 (中)瑞龍遺跡での発掘品
(右)発掘品に刻まれた文字「くなぐ」

にいる時間を楽しもう』『一瞬一瞬を大切にしよう』と思

私たちが住む茨城県は『魅力度ワースト1』。しかしなが

えます。」と明るく話す桑名さん。子育てと仕事について、
熱く語ってくださいました。「長男はやれること・理解で

ら縄文時代の遺跡が近年沢山発掘されており、当時より常世

きることが多くなってきて、先日は映画館デビューをし、

の国と云い、大変住み良い国であった様です。飛鳥時代、奈

一緒に映画鑑賞をしました。次男は伝い歩きが上手になっ

良時代、平安時代と『常陸の国』と称し、大勢の人がやって

てきていて、ますます目が離せません…(笑) 子供達の何気

来た事が明らかです。
最近、茨城県立歴史館へ行ってきました。久し振りであっ
たこともあり面白さを感じたので、今月はそのことを紹介し
ます。『常陸の国は蝦夷征伐と言って、朝廷軍が鹿島を経由
して常陸北部に陣を張ったのではないか？』発掘の現場を見
学したところ、おびただしい土器の発掘品に文字が墨書され
ていました。日本独自の古代文字の1つを紹介しますね。(写

ない成長を日々感じられるのが育児の楽しみの1つだと
思っています。社会人としても母親としてもまだまだ未熟
な私ですが、今自分ができることを精一杯やるという点は
私の中で共通しています。こんな私を応援してくれる家族
には感謝しかありません。これからもワーキングマザーの
1人として頑張ります！」
若くて可愛いお母さんで、筆者は羨ましいです！家族の
絆を大切に、これからも一緒に頑張りましょう♪
ひたちなか工場

真右上) 昔も男女間の交わりは永遠のテーマです。「くな
ぐ」と読むそうです。

小林 奈保子

(写真)

K.Akasu

利用していた育児支援
センターからのお誕生日
プレゼント(手形・足形)

初詣・ご祈祷報告
平成30年1月4日

役員および幹部一同で、常陸太田市の

若宮八幡宮へ初詣に行ってきました。
天井の青龍に見守られながら宮司にご祈祷頂き、会社とし
て更なる飛躍の年になるようお祈りしました。
新しい年が始まる時は気持ちがシュッと引き締まります。
本年も、健全な心で精一杯努力して参りますので、何卒よろ

今回ご紹介するお店は、つくば市を中心に地域密着型で
不動産を取り扱っている『ウォーク株式会社』様です。
筑波大学前に店舗を構えており、学生さんはもちろん、
つくば市内にお勤めの方やファミリーの方にもアパート・
マンションを紹介しています。
これからの時期たくさんのお客様で混み合いますが、お
客様1人1人に合う物件を丁寧に探してくれます。つくば市

しくお願い致します。
人事総務部

草野 満

内への引越しを検討していたり、1人暮らしを始めるご予定
の方は、相談してみてはいかがですか？
当社パンフレット設置店
本店

茨城県つくば市
研究学園7丁目18-1
TEL029-849-2080

大学前通り店

茨城県つくば市
天久保3丁目10-19
TEL029-863-2080

ホームページURL
http://www.e-oheya.co.jp/

つくば店

飯島 正義

久慈川の沈下橋

(常陸大宮市盛金 平山橋)

四国の里川に多く見られる沈下橋。ここ茨城にもあります。
増水で水没した際、水流の影響を受けないようシンプルに造られて
います。車1台が恐る恐る通るほどの道幅で、地元では「地獄橋」
と呼ばれているそうです。
アクセス：国道118号線 常陸大宮市盛金の信号左折。
水郡線下小川駅へ向かう道。
撮影と文

カーレポ株式会社
〒310-0801 水戸市桜川一丁目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
245

部田野

245

果樹試験場
入口

ひたちなか保健所

至大洗町

●水戸店 自動車買取・販売、部品販売
〒 310-0826 茨城県水戸市渋井町588-9
TEL：029-291-3336 FAX：029-291-3338
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至ひたちなか市

カーレポ㈱
つくば店
354

408

108

ひたちなか

至つくば市内

榎戸

カーレポ㈱
ひたちなか工場

63

●つくば店 自動車買取
〒305-0853 茨城県つくば市榎戸433-7
TEL：029-875-8035 FAX：029-875-8036
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浜田十字路
6
臨海大洗鹿島線

至牛久市

渡邊 貴宣

店舗のご案内

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