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平成 31 年 3 月 25 日発行

海南市役所産業振興課  073-483-8460

「海南お仕事ナビ」は、海南市で働く良さや、楽しさを中学生のみなさんに紹介する
ために発行しています。海南市で働く方に、インタビューを行い、仕事の楽しさや、
海南で仕事をすることの良さについて語っていただきます。今回は中学生のみなさんに
答えていただいた「職業アンケート」の結果に基づいてインタビューを行いました。
ぜひ参考にしてくださいね！
海南市地元就職応援サイト(バックナンバーを掲載中♪)
http://www.city.kainan.lg.jp/contents/iju-turn/

「地元で働く人について知ってもらおう！」ということで、中学 1 年生の生徒を対象に海南市内に本社がある
会社から講師を招いてお話していただきました。平成 31 年 1 月 16 日は、株式会社サンコーの角谷社長さんに
お越しいただきました。

＊海南市の家庭用品産業＊
・弘法大師が高野山を開いたのがきっかけ！
・シュロの皮からタワシ、ほうき、ロープが造られた
・1955 年頃、シュロ製品から化学繊維へ
・現在、全国シェア 85％以上を占める
（キッチン用品、トイレ用品、バス用品、リビング用品など）

＊角谷社長のお話より（一部抜粋）＊
目的意識を持ってください。｢何か｣をするには、｢目的｣が
必要です。｢目的｣を持っていれば、それに対して今何をする
必要があるのかが分かります。反対に｢目的｣がなければ無駄
になってしまうのです。
｢成功｣の反対は｢失敗｣ではなく、｢何もしない｣です。何も
しなければ、｢成功｣も｢失敗｣も生まれません。また、｢失敗｣
しなければどうやって｢成功｣するのか分かりません。今ある
時間を上手く使って、様々な事を体験してください。

＊講義を聞いた生徒の感想（一部抜粋）＊
何事も努力や頑張りをこつこつと継続していくことが大切だなと改めて実感
しました。今まで以上に｢時間」｢あいさつ｣｢安全｣を心がけたいと思います。
（男子学生）

代表取締役社長：角谷

太基

所在地：海南市大野中 715

努力をすればするほど、良い結果がついてくるのではないかと思い、とても

事業内容：家庭用品・生活雑貨の

考えさせられました。これからも日々努力をして目標持って行動したいです。

製造、販売

（女子学生）

HP：http://www.sanko-gp.co.jp/

第5号

平成 31 年 3 月 25 日発行

海南市役所産業振興課  073-483-8460

「海南お仕事ナビ」は、海南市で働く良さや、楽しさを中学生のみなさんに紹介する
ために発行しています。海南市で働く方に、インタビューを行い、仕事の楽しさや、
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海南市地元就職応援サイト(バックナンバーを掲載中♪)
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「地元で働く人について知ってもらおう！」ということで、中学 1 年生の生徒を対象に海南市内に本社がある
会社から講師を招いてお話していただきました。平成 31 年 1 月 17 日は、平和酒造株式会社の山本社長さんに
お越しいただきました。

＊野上地区の歴史＊
・北野上、中野上、南野上、東野上をあわせて｢四野上｣と
言われシュロ、紋羽織、繭、茶などの生産が盛んだった
・野上川は昔、海南湾に向かって流れていた！！
・酒造りに適した良い水が流れているので 10 軒の酒蔵が
軒を連ねていた（現在は 3 軒、内 1 軒のみ現在も製造）

＊山本社長のお話より（一部抜粋）＊
冬は日本酒、初夏は梅酒、また新たにクラフトビールと
1 年を通して我が社は酒造りに取り組んでいます。元々は
別の名前で酒蔵を経営していました。ところが、戦時中、
原料となるお米に規制がかかり、全国的に酒造りが禁止と
なりました。我が社も禁止されていましたが、許可を得て
酒造りをしていた酒蔵が近くにいました。その様子を見て
いた杜氏達が、｢酒造りをしたいのにできない｣と悔しい
思いをしました。そして、｢戦争のない平和が続くように｣
という願いを込めて｢平和酒造｣と名付けました。

＊講義を聞いた生徒の感想（一部抜粋）＊
近くの川の形について、特に気にしていませんでしたが、
ドローン撮影で見て、楕円形だったということに驚きました。
（男子学生）

酒造りをする中で、掃除が一番大変だということに驚きました。
良い酒造りには、部屋を綺麗にすることも大切だと感じました。
（女子学生）

代表取締役社長：山本 文男
所在地：海南市溝ノ口 119
事業内容：酒類製造業
HP：http://www.heiwashuzo.co.jp/
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「地元で働く人について知ってもらおう！」ということで、中学 1 年生の生徒を対象に、海南市内に本社が
ある会社から講師を招いてお話していただきました。平成 31 年 1 月 18 日はサンベルム株式会社の角谷社長さん
と株式会社タカショーの高岡社長さんにお越しいただきました。
＊角谷社長のお話より（一部抜粋）＊
スーパーに行ったら、家庭用品コーナーの商品を手に取って見てみてください。その
ほとんど海南市で造られています。我が社では、消費者の「声」を参考にして、かゆい
所に手が届くような商品を造るよう心がけています。
1 人の力は非常に小さく、非常に大きいです。1+1＝2 ではなく、エネルギッシュに仕
事をすれば 1+1＝3 にも 4 にもなります。
勉強は死ぬまで続きます。社会人になってからの方が学ぶ事は多いです。学生時代を

＊高岡社長のお話より（一部抜粋）＊

どう過ごすのかが大切です。

元々はシュロ縄製造をしていました。仕事等で海外を訪れることがあり、その時に見た
海外の家の庭がとても綺麗で、
「こんな綺麗な庭を造る仕事をやりたい」と思って、現在の
ガーデニング・エクステリアへと移って行きました。
庭も友人も仕事も「つくる」ものです。お金で買うものではありません。しっかり勉強
して、色々な人と出会ってください。仕事だけでは出会えない人達がたくさんいます。
巽は世界的に見てもレベルの高い商業の地です。誇りに思ってください。

＊講義を聞いた生徒の感想（一部抜粋）＊
日用品と家の空間のデザインはとても重要で、作るのも大変だと思います。しかし将来そんな仕事に就けるよう頑張りたいです。
（男子学生）

長い時間、苦労と挑戦の結果、今に至ると思うので、辛抱強く嫌いな事・好きな事両方とも諦めずに頑張りたいです。
（女子学生）

代表取締役社長：角谷 昌哉
所在地：海南市阪井 1500-1
事業内容：家庭用品・生活雑貨の企画、製造、販売
HP：https://www.sambelm.com/

代表取締役：高岡 伸夫
所在地：海南市南赤坂 20-1
事業内容：環境エクステリアに関する製品の企画開発
ガーデン用品の輸出入販売
エクステリア商品の開発設計
CAD、C.G ソフトウェアの提供及び処理業務
HP：https://takasho.co.jp/
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「地元で働く人について知ってもらおう！」ということで、中学 1 年生の生徒を対象に海南市内に本社がある
会社から講師を招いてお話していただきました。平成 31 年 1 月 25 日は、株式会社ブーランジュリーピノキオの
石倉社長さんにお越しいただきました。

＊ピノキオのパン＊
・和歌山市のフォルテワジマにて販売中
・添加物(保存料)は使っていない無添加のパン
・1 分で完成！？｢発酵済み冷凍パン｣
・アレルギーが治る！？体に優しいパン

＊石倉社長のお話より（一部抜粋）＊
実家は農薬を販売していましたが、体に良い物を作りたい
と思い開業しました。独学でパンを焼き、様々な試行錯誤を
繰り返して｢発酵済み冷凍パン｣は完成しました。開発した
当時は、なかなか売れませんでした。しかし、諦めずにいる
とテレビで取り上げられることになり大反響を呼びました。
皆さん、夢を持って下さい。諦めないで下さい。そして、
失敗を恐れないで下さい。失敗の中に成功の鍵があります。
失敗しなければ、失敗した時の状況が分かりません。失敗が
あるからこそ成功するのです。

＊講義を聞いた生徒の感想（一部抜粋）＊
将来どんな職業に就くかまだ決めていませんが、失敗を種に
成功へ持っていけるような人間になりたいと思いました。
（男子学生）

代表取締役社長：石倉

秀雄

所在地：海南市下津町黒田 84-5

良いパンができなくても、できるまで作り続けるのは凄いと

事業内容：パン製造・販売業

思いました。夢を諦めずに挑戦し続けたいです。

HP：http://bso5514.bsj.jp/
（女子学生）

第5号

平成 31 年 3 月 25 日発行

海南市役所産業振興課  073-483-8460

「海南お仕事ナビ」は、海南市で働く良さや、楽しさを中学生のみなさんに紹介する
ために発行しています。海南市で働く方に、インタビューを行い、仕事の楽しさや、
海南で仕事をすることの良さについて語っていただきます。今回は中学生のみなさんに
答えていただいた「職業アンケート」の結果に基づいてインタビューを行いました。
ぜひ参考にしてくださいね！
海南市地元就職応援サイト(バックナンバーを掲載中♪)
http://www.city.kainan.lg.jp/contents/iju-turn/

「地元で働く人について知ってもらおう！」ということで、中学 1 年生の生徒を対象に、海南市内に本社のある
会社から講師を招いてお話していただきました。平成 31 年 2 月 4 日は、中野 BC 株式会社の中野社長さんに
お越しいただきました。

＊中野 BC とは＊
・焼酎、みりん、健康商品などの製造・販売
・梅酒には和歌山県産の梅を使用
・｢梅｣＝｢健康｣！梅は体に良い！
・酒蔵見学や漬け込み体験を実施
・幅広い世代が楽しめる梅酒 BAR＆日本酒 BAR 開催！

＊中野社長のお話（一部抜粋）＊
自分の強み・弱みを知って下さい。それによって、人との付き合い方
が変化していきます。自分勝手に行動するのではなく相手の立場に立ち、
周りへの気遣いを心がけて下さい。そんな中で、悩み事も出てくるかと
思いますが、立ち止まって悩むのではなく、前向きに進みながら考える
ようにしましょう。そして｢人脈=仲間｣を大切にして下さい。人は 1 人
では生きていけません。自分達の周りには両親や友人がいます。その
人達を大切にしてください。
和歌山の良いところは、｢外｣に出なければ分かりません。皆さんが、
県外に遊びに行くことがあれば和歌山との違いを比較してみて、和歌山
の強み・弱みを知って下さい。

＊講義を聞いた生徒の感想（一部抜粋）＊

代表取締役社長：中野 幸治

仕事は人のことを考えて働くことが大切だと思いました。自分の強み・弱みを

所在地：海南市藤白 758-45

しっかり見つけて活かせるように頑張りたいです。

事業内容：酒造部門、うめ原料部門

（男子学生）

｢悩むのではなく、進みながら考える｣という言葉に共感が持てました。その考え

ヘルスケア部門、観光部門

（女子学生）

HP：http://www.nakano-group.co.jp/

を大事にして、これからの和歌山を担う人材になりたいです。
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「地元で働く人について知ってもらおう！」ということで、中学 1 年生の生徒を対象に、海南市内に本社のある
会社から講師を招いてお話していただきました。平成 31 年 2 月 7 日は、池庄漆器店の池原店主さんに
お越しいただきました。

＊黒江地区・紀州漆器の今＊
・日本三大漆器産地の 1 つ｢黒江｣、日本四大漆器の 1 つ｢紀州漆器｣
・朱塗りに所々黒塗りが見えているのが特徴の｢根来塗｣
・｢木の器に漆｣から、｢プラスチックの器に合成塗料｣へ…
・漆器問屋 1,000 社が軒を連ねていたが今では 120 社に
・公共機関等と協力して漆器を PR 中！！

＊池原店主のお話（一部抜粋）＊
時代の変化に伴い後継者不足により、現在は昔ながらの伝統的な
漆器を作っている職人は 3 人しかいません。伝統を守っていくために
公共機関等との協力や海外での PR 活動等様々な挑戦をしています。
人との繋がりを広げるため、色んな人と話をして、自分の知らない
ことを吸収してください。今すぐにではなくても、将来どこかでそれ
が役に立ちます。様々な情報がある中、自分の目で見て確かめること
が大切です。バラバラになっている力も、1 つに集まれば大きな力に
なります。科学が発展していく中で、人にしかできないものも必ず
あります。色々な経験をして、やりがいのある仕事に就いて下さい。
・人に言われて動くのではなく、自分で考えて行動できるように
＊講義を聞いた生徒の感想（一部抜粋）＊
なってほしい。
根来塗以外にも貝を用いた漆器もあり、とてもきれいだと思いました。職人
さんが減っているのは残念です。家に漆器がないか見てみようと思いました。
（男子学生）

店主：池原 弘貴
所在地：海南市黒江 692

伝統的な漆器のお椀 1 つが完成するのに、多くの工程を経て 3～5 年かかると

事業内容：漆器卸売業、小売業

聞き驚きました。伝統を受け継いでくれる人が増えればいいなと思いました。

HP：http://www.ikeshoo.jp/

（女子学生）
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「地元で働く人について知ってもらおう！」ということで、中学 1 年生の生徒を対象に、海南市内に本社のある
会社から講師を招いてお話していただきました。平成 31 年 3 月 18 日は、紀陽除虫菊株式会社の門脇会長さんに
お越しいただきました。

＊紀陽除虫菊とは＊
・蚊取り線香をはじめ、お風呂用品など日用品を製造
・全国のスーパーやドラッグストア、ネット通販にて販売中
・商品のパッケージデザインの担当など女性社員も大活躍！
・徹底した情報共有・製品管理で高品質の商品を製造
・最高のチームワークで、最高の｢モノ｣を提供

＊門脇会長のお話（一部抜粋）＊
会社でやっている事と皆さんが学校でやっている事は同じです。朝は
朝礼をし、作業前には服装などの確認をします。作業が終われば掃除を
します。｢4S(整理、整頓、清潔、清掃)｣が大切です。
1 つの｢商品｣を製造し、販売するためには多くの原料・人材が必要
です。例えば我が社では、適材適所の役割分担をして｢商品｣を造ります。
店頭で買う時は、こうしたものづくりの背景を知っていてほしいです。
困難に出会ったときは、誰かに相談してください。｢3 人寄れば文殊の
知恵｣という言葉のとおり、皆で話し合えば解決策が出てきます。1 人で
悩まず、皆に相談してください。

＊講義を聞いた生徒の感想（一部抜粋）＊
1 つの商品を造る為、たくさんの人が労力を使い消費者のもとへ提供されて
いる事を知りました。これからは、そういった背景を意識していきたいです。
（男子学生）

普段何げなく使っている｢蚊取り線香｣や｢入浴剤｣は、チームで協力し大変な
努力を重ねてできていることが分かりました。また｢4S｣を大切にしたいです。
（女子学生）

代表取締役社長：小久保

好章

所在地：海南市下津町上 1135
事業内容：蚊取り線香・入浴剤等の
製造、販売
HP：http://kiyou-jochugiku.co.jp/
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将来就きたい職業は「なし」が１位でした！全体の約 10％が「なし」と回答し、将来のビジョンについて
「まだ決まっていない」や「特にない」など、決めかねているといった理由からでした。
そんな皆さんの参考になるように今回のインタビューは、海南市内で働いている方で、男子中学生２位の「教師」
と女子中学生２位の「保育士」の２人に、普段どんな仕事をしているのか等聞いてまいりました！
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海南市立黒江小学校

海南市立みらい子ども園

海南市船尾 236-4

海南市日方 1272-3

創立：1876 年（明治 9 年）9 月 9 日

創立：2018 年（平成 30 年）4 月 1 日

Ｑ.何故小学校の先生になったのですか？
今まで出会った先生方に憧れたからです。元々体育が好きで、体を動かす
楽しさを伝えたくて、スポーツ関係の仕事をしたいと思っていましたが、
学生時代のサッカー顧問をしていた先生に言われたのがきっかけです。

Ｑ. 職場の雰囲気はどんな感じですか？
とても温かい雰囲気で、どんなことでも気軽に相談できます。例えば、日々
の授業や様々な学校に関する悩みなどを相談したりします。大きな学校行事
では、みんなで協力して取り組んでいます。

Ｑ.やりがい・苦労することはありますか？
やりがいは、子供達の｢できた！｣｢わかった！｣の瞬間に立ち会えた時です。
反対に苦労することは、大きな行事の準備です。子供達が安全で楽しいものに
なるように工夫しています。

Ｑ.海南市で働いていて良かったことはありますか？
伝統がある町で地域の人達との繋がりを作れたことです。特に黒江は色々な
分野の職人さんや一肌脱いでくれる人が多いです。何か地域の方と一緒に行事
を行うという時には、一丸となって取り組めます。

Ｑ．子供達や職場の人達とどうやって交流を深めるのですか？
色々な話をたくさんし、コミュニケーションを大切にしています。

Ｑ．人と接するのに心がけていることは何ですか？
相手の立場になり、聞き上手になれるようにすることや思いやり・優しさ
をもって接することを心がけています。

Ｑ．授業以外で他にどんなことをしていますか？
学級経営、生活指導や安全指導、職場研修などです。職場研修では、外部
から講師の方を招くなど勉強会をしています。

Ｑ．人に教えるにはどうすればいいのですか？
色々な知識や教え方を知っていること。そして優しさと厳しさがあり、
子供との信頼関係を築くことも大切だと思います。

Ｑ．授業で気を使うことはありますか？
時間配分、板書やノートの計画、困っている子へのサポートです。子供達
の学習のゴールをイメージしながら授業を進めています。。

Ｑ．仕事を続けるのに 1 番必要なことは何ですか？
全力で取り組むことや仕事を楽しむことです。

＊学生に向けてメッセージ＊

生命は、親からもらった大切なものです。その生命を精一杯輝かせて
もらいたいと思います。その為に、これから何をすべきでしょうか。

＊阪井流「教師」になるために必要なこと＊
先を読む力：先のことをしっかりと計画し、準備する力。
コミュニケーション力：色々な世代の人と話ができる力。
対応力：様々な出来事に素早く対応できる力。

所

属：海南市立黒江小学校

勤続年数：9

年

仕事内容：6

年生担任

Ｑ.何故この仕事に就いたのですか？
子供がとても好きであるということはもちろん、ピアノを弾くことや絵を
描くことが得意なので、それを活かしたいと思い、保育士という仕事を
選びました。

Ｑ.職場について教えてください
とても大きな園なので保育士の人数は多いですが、人間関係が良いように
思います。仕事の悩みがあっても、親身になって聞いてくれる方が多く
とても話しやすいです。

Ｑ.やりがい・苦労することはありますか？
子供の笑顔を見た時や自分が紹介した手遊び等を喜んでくれて、遊びに
取り入れてくれた時にやりがいを感じます。子供の人数が多いので、一人
一人の個性を大切にしながら成長を促すことがとても大変だと感じます。

Ｑ.海南市で働いていて良かったことはありますか？
子供達と密に関わる事ができるように思います。その為、子供達の小さな
成長も保護者の方や子供達と一緒に喜ぶことができるのでとてもやりがい
を感じることができます。

Q.仕事を辞めたいと思ったことはありますか？
｢ない｣とは言い切れませんが、子供達と関われる仕事は続けていきたいと
思っています。精神的、身体的に大変な仕事ですが、その分やりがいが
感じられるので続けていきたいです。

Q. 1 日どれくらい働いていますか？
約８時間です。シフト制で時間は定まっていません。

Q. 収入はどれくらいありますか？
決して高収入ではありませんが、年に２回、賞与もいただいています。

Q. 行事がある度、忙しくなりますか？
もちろん！お遊戯会などの準備を全て自分達でしないといけないので大変
ですが、子供達の喜ぶ姿や頑張る姿を考えると苦にはなりません。

Q. いつ頃仕事に慣れましたか？
今、徐々に慣れてきている最中です。働き出してもう 3 年になりますが、
子供達の年齢によって関わり方や言葉掛けの仕方を変えていく必要がある
ので日々精進あるのみだなと感じています。

所

属：海南市立みらい子ども園

勤続年数：(海南市勤務)2
仕事内容：

2 歳児担当

＊学生に向けてメッセージ＊

年
私は幼い頃からピアノを習い、部活はあまり熱心にしてきませんでした。
当時は｢皆と楽しく一緒にクラブしたいなぁ…｣と思う事もありましたが、
今となれば｢ピアノが人より弾ける！｣ということが自信になっています。
好きなことや得意なことはどんなに辛くても続けていると、大きな自信に
繋がるので、頑張って取り組んでいってください。

＊岸本流「保育士」になるために必要なこと＊
｢子供が好き｣という気持ちは必須！
ピアノを弾く技術と子供達と遊ぶ体力

