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趣味や休日の過ごし方を教えて

下さい。

最近は読書やゴルフの練習です。経営者仲間
との共通の話題が増えてきました。

Q6Q6
座右の銘（好きな言葉など）を教えて

ください。

好きな言葉は「まずやる、やりながら修正し、間
違いはあとから直す」この言葉でいろいろ行動
力がついた気がします。まだまだですが。

Q5Q5

10年の中で120号発行されましたが、 

印象に残っている号や記事はありますか？

午年の年始記事ですかね。
こういった機会も増えてだんだん調子に乗ってきた
感じがちょうどその頃のように感じます。

Q3Q3

KSRいんふぉが今月号で10周年を迎えました！！
「10」周年特別企画として、社長にいんふぉやプライベー
トなことなど「10」個の質問に答えていただきました。

いんふぉが10周年とのことですが、

10年を振り返ってどうでしたか？

2011年に創刊し、数々の歴代編集長を経て
現在までバトンがつながっていることに感動と
感謝の気持ちでいっぱいです。

大里社長に

　 10の質問

Q1Q1

KSRいんふぉ10周年企画

（米田　志えり）

社長が記事を書くうえで心掛けている

点がありましたら教えてください。

読者目線ですね。また、感じたことを可能な限り
そのまま表現することを心掛けています。

Q4Q4

学生時代に熱中したことは何ですか？

バスケットボールサークルにいましたので、終日仲間
と一緒でした。今もその時の縁の深さを感じます。

Q8Q8
1週間お休みをもらったら

何をしますか？

旅に出たいです。ルーツを探す旅で、父親
が元気なうちに沖永良部島を訪れてみた
いと思っています。

Q7Q7

これから挑戦したいことは

何ですか？

WEBマーケティングの実践と語学
(英語と中国語）習得ですね。

Q9Q9

最後に読者の方々に

メッセージをお願いいたします。

多くの方々に支えられ、10年の節目を
迎えることが出来ました。
これからも必要とされる会社作りや地
域貢献を進めてまいります。
引き続きご支援のほど宜しくお願いいた
します。

KSRいんふぉ創刊の経緯を教えてください。

当時民間営業強化のため、当社初の女性営業が誕生しました。
その営業ツールとしてお客様との話題作りをきっかけにしたい
との要望でスタートしました。

Q2Q2

Q10Q10

編 集 後 記編 集 後 記

今月号から川瀬さんより編集長のバトンを引継ぎました。
入社2年目の米田と申します！
今までもいんふぉの編集には携わってきましたが、より読者の
皆様が楽しめるツールになるよう努力してまいります。
引き続き応援のほどよろしくお願いいたします！

今月号から川瀬さんより編集長のバトンを引継ぎました。
入社2年目の米田と申します！
今までもいんふぉの編集には携わってきましたが、より読者の
皆様が楽しめるツールになるよう努力してまいります。
引き続き応援のほどよろしくお願いいたします！

（米田　志えり）

株式会社OMC 様

お客様の声

事 例 紹 介
採用活動で使用するパンフレットを作成しました。
高校生向けとのことで、親しみやすく可愛らしいデザインになるよう
イラストや写真を多く使用しました。

株式会社OMC
〒851-1132　長崎市小江原2丁目35番3号-102
TEL:095-801-4401
URL：https://omc-ks.jp

学生向けにポップなデザインを依頼し、

複数回の打合せに対応いただき

要望通りの素敵なパンフレットが出来上がり

大変満足しております。

●採用パンフレット●採用パンフレット
仕様：A3サイズ二つ折り
 紙質：マットコート紙
仕様：A3サイズ二つ折り
 紙質：マットコート紙
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入社 1年目 基礎期 2年目～ 成長期 5年目～ スペシャリスト 10年目～

入社の動機、決め手
私は地元の人々に貢献できる仕事に就きたいと
思いOMCに入社しました。
自分が生まれ育った場所で、下水処理場という
必要不可欠な施設のオペレーション業務を通し
て地元の人々の為に働く事に魅力を感じたこと
が入社の決め手です。

仕事の面白さ・苦労したこと

処理場には数多くの機械や設備があり、故障や
不具合が起きた場合にどういう対処をすれば
良いかなど考えたり、覚えたりする事はたく
さんありますが、その技術や知識は必ず自分の
スキルアップに繋がるのがこの仕事の面白さ
であり、やりがいだと思います。

私がなぜＯＭＣに入社することを希望したのか
というと、自分が好きな海や川の水を守りたい
と思ったからです。水の循環において下水処理
場は大きな役割を担っています。その下水処理
場のオペレーション業務に興味を持ったことが
入社の決め手になりました。

入社の動機、決め手

入社を考えている方へのメッセージ

少しでも地域の人々のために仕事をしたい方や、
自分のスキルアップを考えて
いる方は特におすすめなので、
是非私たちと一緒に働いてみ
ませんか。

私は現在、水質係として仕事をさせていただい
ています。初めは右も左も分からず苦労しまし
たが、先輩方が優しくご指導くださり今では
処理場の一員として仕事を任されています。
水質係は水の浄化に大きく関わる仕事なので
責任がありますが、同時にきれいになった水を
見るとやりがいを感じます。下水処理場から
放流される水はとても汚いと思われがちですが、
入社して初めて処理された水を見たときは
「ここまで汚水が綺麗になるのか」と感動した
記憶が今でもあります。このように実感できる
こともこの仕事の面白さではないかと思います。

入社を考えている方へのメッセージ

先輩社員の声先輩社員の声

1 各種手当の支給
扶養手当通勤手当、休日手当、残業手当、
出産祝金など慶弔見舞金ほか。退職
金制度(中小企業退職共済・建設業退
職金共済 )

2 資格取得のサポート
業務に必要な専門的な資格または講習
等の費用は会社で全額負担。
この制度を活用いただき、ご自身のステッ
プアップにつなげることができます。

3 その他
年に一度の制服支給のほか、業務に必
要な備品を支給。充実した教育制度と
各種フォローアップによりご自身が成
長できる環境をご提供します。未経験
でもご安心ください。

仕事の面白さ・苦労したこと

福利厚生福利厚生

1日のスケジュール
08:30

09:00

12:00
13:00

17:30

業務開始
ミーティング
施設巡回点検

お昼休み
施設巡回点検

終業

1日のスケジュール

08:30

09:00

12:00

13:00

17:30

業務開始
ミーティング
後輩と現場水質測定・
サンプリング・水質分析

お昼休み

サンプリング・水質分析

終業

運転係
K．Hさん
2020年4月入社

化学科卒

水質係
Ｍ．Ｙさん
2016年4月入社

水産科卒

この仕事は汚水を扱うため、汚くてきついと思われますが地域の方々の暮らしを支え、
海や川を守る重要な仕事です。そこに誇りや、やりがいを持って働くことができます。
先輩方もしっかりとサポートしてくれますので是非、私たちと仕事をしてみませんか。

支えよう、
瑞々しい日常を。
支えよう、
瑞々しい日常を。

会社概要

会 社 名
代 表 者 名
設 立
資 本 金
従 業 員 数
本 社 所 在 地

T E L
登 録

加 入 団 体

株式会社OMC
久野　晃太郎
平成14年 5月 15日
20,000,000 円
30名 (2021年 5月現在 )
〒851-1132
長崎市小江原2丁目 35番 3号 -102
095-801-4401
下水処理施設維持管理業の登録
　・(4) 処 29-455
建設業許可　長崎県知事許可 第 12758号
　・機械器具設置工事業
　・電気工事業
　・管工事業
労働者派遣事業許可　派42-300153
浄化槽保守点検業の登録
　・長崎県知事第305号
　・長崎市第 33号

長崎県浄化槽協会

株式会社OMC HP

採用活動に！

おかげさまで『KSRいんふぉ』は本号で10周年を迎えました。
社員一同、読者の皆様に感謝申し上げます。

こちらは感動会社楽通様に作成していただいた企業映画化ポスター。
新入社員も加わり、より勢いのついた神戸設計ルームから

これからも皆様に楽しんでいただける社内報をお届けしてまいります。

KSRいんふぉ創刊10周年！
10周年記念号



プライベートの写真
(顔が写っているものが

望ましいです )

入社

21年目赤木 賢範

官公庁事業

輝く神戸のパートナー輝く神戸のパートナー 神戸市の公共工事や都市計画図面、防災対策図面、
都市公園の管理図等の図面作成を行っています。
デザイン都市神戸に合わせた看板製作なども行っています。

神戸市の公共工事や都市計画図面、防災対策図面、
都市公園の管理図等の図面作成を行っています。
デザイン都市神戸に合わせた看板製作なども行っています。

入社

2年目高寺 吾郎

入社

2年目

入社

3年目 井上 結貴

S&D事業

結果を出せる空間創り結果を出せる空間創り 日本の中小企業を元気にする販促支援業を目指す！
お客さま毎に提案型やオーダーメイド型で対応して寄り添い
お役に立てるように活動しております。

日本の中小企業を元気にする販促支援業を目指す！
お客さま毎に提案型やオーダーメイド型で対応して寄り添い
お役に立てるように活動しております。

①営業担当 
②ギター
③ラーメン・蕎麦

④DVD鑑賞  ★★★
　音楽鑑賞　  ★★★
　感謝　    　 ★★★★★

①営業担当・お客様へのご提案
②スノボ・ランニング・キャンプ
　（体を動かす事全般）
③平日は毎朝納豆ご飯
　（好きというか簡単だから）

④写真写り   ★
　方向音痴　 ★
　お菓子　    ★★★

①営業担当 
②ポケ森（スマホアプリのゲーム）
③チーズケーキ
④お菓子   ★★★★★
　なすび    ★★★★★
　お化け   -☆☆☆☆☆

質問内容：①担当・得意業務 ②趣味 ③好きな食べ物 ④○○度質問内容：①担当・得意業務 ②趣味 ③好きな食べ物 ④○○度

質問内容：①担当・得意業務 ②趣味 ③好きな食べ物 ④○○度質問内容：①担当・得意業務 ②趣味 ③好きな食べ物 ④○○度

入社

4年目川瀬 亜衣
①技術担当・デザイン、ヒアリング 
②カラオケ、音楽鑑賞、写真を撮ること
③ハンバーグ
④写真写り   ★
　方向音痴    ★★★★★★
　情熱的  　  ★★★★

米田 志えり
①技術担当・画像修正 
②ダンス (見る専 )
③チョコレート
④運動音痴   ★★★★★
　パンダ    　★★★★★
　寝起き   　-☆☆☆

事業紹介
4つの KSRいんふぉ10周年企画

4 人を中心にパートナーさん、
他事業部の方も

神戸のまちづくりに関わっています

4人を中心にパートナーさん、
他事業部の方も

神戸のまちづくりに関わっています

今後もチームで互いに支え合い、 高め合いながら

お客様に喜んでいただける仕事をして参ります！

今後もチームで互いに支え合い、 高め合いながら

お客様に喜んでいただける仕事をして参ります！

入社

9年目 道野 峻介
①営業担当・技術もしていたので
   CADの質問もお気軽にどうぞ
②ボードゲーム
③蕎麦 (和食 )
④ボードゲーム   ★★★★★
　アーチェリー　 ★★★★
　美味しいもの    ★★★★★

仕事での一番の失敗は？QQ

AA 全く違う図面を納品してしまったこと

入社

13年目松原 靖子
①技術担当　②洗濯　
③塩味のもの　
④辛いことを忘れる速さ　★★★★★
　Bz　 　　  　　　　　　★★★★★
　鳥料理 　 　　  　　　　★★★★★

睡眠時間は約何時間？QQ

言われて嬉しい言葉は？QQ

AA ７時間（歳のせいか途中目が覚める）

流石！AA

旅行初心者でも楽しめる

お勧めの場所は？

QQ

好きな映像作品を一つあげるなら？QQ

AA 大久野島
うさぎがたくさん生息している島です。
小さい島なので、迷子になることもないです！！

映画「PK」です！
インド映画で、映画の中で使われている曲も
好きです！

AA

よく歌う曲はなんですか？QQ

好きな映像作品を一つあげるなら？QQ

AA ポルノグラフィティの「サウダージ」です！
子どもの頃からよく歌っていました笑

映画「トイ・ストーリー」シリーズAA

入社

1年目 加納 由貴
①営業担当
②スニーカー集め
③焼肉　
④バスケ  　　 ★★★★★
　スニーカー　 ★★★★★
　辛い食べ物   -☆☆☆☆☆

焼肉で一番好きな部位は？QQ

言われて嬉しい言葉は？QQ

AA 薄切り牛タン薄切り牛タン

ありがとう！AA

今一番したいことは？QQ

言われて嬉しい言葉は？QQ

AA LIVE にいくこと

面白いねAA

言われて嬉しい言葉は？QQ

やっぱり頼んでよかったわ。
とお客様からいただける言葉です。

AA

ギターでよく弾く曲は？QQ

AA THE ALFEE や LOUDNESS など

好きな映像作品を一つあげるなら？QQ

映画「のぼうの城」AA

好きなフォントはなんですか？QQ

AA 筑紫丸ゴシックが好きです！

好きな映像作品を一つあげるなら？QQ

アニメ「残響のテロル」
ストーリー、ビジュアル、映像、音楽など
全てがきれいで大好きです。

AA



入社

3年目

テンプレート事業
目に見える工程短縮目に見える工程短縮

入社

1年目

入社

13年目 足高 純子
入社

2年目 藤井 登子

総務部
工場やクリーンルームにおいて、大型機械を設置する際に必要となる
ケガキ作業を行うために最適な商品を製作しています。
お預かりしたデータを基にフィルム用紙に大型機械の平面図を
原寸サイズで印刷し、型紙として床面に敷いて使用します。
特に大手半導体製造装置メーカー様での使用実績があり、
『設置工期短縮』『高精度』『簡単にケガキが可能』『人件費削減』に
繋がるという事で数多くお客様からご利用頂いてます。

工場やクリーンルームにおいて、大型機械を設置する際に必要となる
ケガキ作業を行うために最適な商品を製作しています。
お預かりしたデータを基にフィルム用紙に大型機械の平面図を
原寸サイズで印刷し、型紙として床面に敷いて使用します。
特に大手半導体製造装置メーカー様での使用実績があり、
『設置工期短縮』『高精度』『簡単にケガキが可能』『人件費削減』に
繋がるという事で数多くお客様からご利用頂いてます。

会社の環境づくりのサポートと全社的的活動の推進を行っています。会社の環境づくりのサポートと全社的的活動の推進を行っています。

質問内容：①担当・得意業務 ②趣味 ③好きな食べ物 ④○○度質問内容：①担当・得意業務 ②趣味 ③好きな食べ物 ④○○度

質問内容：①担当・得意業務 ②趣味 ③好きな食べ物 ④○○度質問内容：①担当・得意業務 ②趣味 ③好きな食べ物 ④○○度

福原 千慧
①AutoCAD、Illustrator、
　AfterEffect など
②油絵をまた始めたいと思い始めて早３年…
③ハンバーグ
④テレビっ子        ★★★★★
　コンビニに寄り道しがち
　　　　　　　 　  ★★★
　電車のつり革に頭ぶつけがち
　　　　　　　　　★★★★

①経理、総務、広報担当 
②ライブやフェスにいくこと
③唐揚げ
④インドア   ★★★★
　長距離走    ★
　食欲   　　 ★★★★★

坂田 イリア

入社

2年目

①CAD編集、vectorworks
②音楽を聴くこと
③オムライス (ケチャップの )　
④特撮好き  　 ★★★★★
　腕力　 　  　★
　器用さ   　　★★★

髙際 咲月

入社

3年目 山下 美雪
①データ編集 (CAD,Illustrator)
②中国語
③冷麺、牛タン
④冷麺備蓄  　　　　　   ★★★★★
　牛タン仙台で食べたい　 ★★★★★
　中国語上達度　    　　　★

将来カワウソを飼うのが夢です！
(足高)

①テンプレート業務
②ライブハウスに行くこと
③親子丼　
④バンド好き　　★★★★
　ポムポムプリン  ★★★★★★
　視力　　　　　  ★

テンプレートメンバー一同協力し合って
引き続きお客様のご希望に応えられるよう

頑張って参ります！

テンプレートメンバー一同協力し合って
引き続きお客様のご希望に応えられるよう

頑張って参ります！

①経理担当・数字を扱うこと 
②ヨガ、動物に会いに行くこと、
　スポーツ観戦（野球、フィギュアスケート）
③クリーム系パスタ、ケーキ
　（チョコレート系、モンブラン）
④早起き   ★
　運動    　★★★
　犬好き   ★★★★★

コンビニでよく買うお勧め商品は？QQ

今一番好きな曲は？QQ

AA セブンイレブンぷるぷる食感シリーズ『もち』
やさし～い柔らかさでオススメです！
秋は『紅はるかの焼きいもっち』でした。

SixTONES「Strawberry Breakfast」AA

休日の過ごし方は？QQ

今一番好きな曲は？QQ

AA 映画や音楽など好きなものを楽しんでいます。
スーパーでまとめ買いをしたり、
友達とごはんに行ったりすることも多いです！

Age Factory「TONBO」AA

歴代の特撮でどの代が一番好きですか？QQ

今一番好きな曲は？QQ

AA 2000 年～2009年の平成一期の作品
どの年代もそれぞれ良さがありますが、
大人っぽい雰囲気があって好きです。

クラムボン「KANADE Dance」
2020東京パラリンピックの閉会式に使われていて
すごくよかったのでお気に入りになりました！

AA

リフレッシュ方法は何ですか？QQ

マイブームは何ですか？QQ

AA 漫画、アニメ、ドラマ、映画、
YouTube を観ること

東京リベンジャーズにハマっています
とても気になるシーンでアニメが終わってしまったので
漫画を買うか迷い中です(笑)

AA

カワウソの魅力を教えてください！QQ

マイブームは何ですか？QQ

AA 顔と動きがとても可愛くて癒されるから

新しい食パン屋を探すこと
以前はパンを焼いていましたが、
今は美味しいパン屋さんで
色んな食パンを買って食べています。

AA

最近新しく始めたことは？QQ

今一番好きな曲は？QQ

AA アプリ「30日間フィットネス」アプリ「30日間フィットネス」

BE:FIRST「shining one」
ボーイズグループオーディション「THE FIRST」
ぜひ見てください！HuluとYouTubeで配信中です！

AA

欲しかったスニーカーの
抽選に当選しましたー！！ (加納)

１万円以上のエントリー代を
払ってしんどい思いします。 (赤木)

唯一友人に撮影してもらった奇跡の
一枚を掘り起こしました笑 (川瀬)

Black beauty ！ (高寺) 今はあまり行けていませんが
水族館に行くのが好きです！ (髙際)

一歳の息子と明石海峡公園で
撮った写真です(山下)

ピンで撮ってる写真が少なすぎ
ました…笑 (3年前)(藤井)

チラ見せ

プライベート
社員のプライベート写真を一部公開！
こちらに乗り切らなかった写真は、各SNSにて配信しますので
ぜひチェックしてください。
KSRいんふぉ裏面下部のQRコードからアクセス！


