セキショウ・アスリート社員座談会
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アスリートが拓く企業の未来
セキショウグループには、仕事に励みながらアスリートとしての夢を追い続ける社員たちがいる。地元に腰を据え、仕事と競技の両立を目指す彼らの生き方は、豊かで
健康・安心できる地域社会づくりに貢献するグループの理念とも一致する。各部門で業務をこなしつつ、自分の夢に向かって挑戦する４人が思いを語り合った。

競
―技へのかかわりと︑関彰商事
を選んだ理由を教えてください︒
須貝 子供の時から自転車で遠く
に行くのが好きで︑自転車競技部
のある取手一高に進学し︑本格的
に競技を始めました︒高校・大
学・成人部門で茨城県代表として
選出され︑国体に出場していま
す︒セキショウホンダ守谷絹の台
店を選んだきっかけは︑営業の仕
事を希望していたことと︑練習拠
点である取手競輪場が近い守谷市
内という理由から入社を決めまし
た︒
山田 高校︑大学︑自衛隊体育学
校でそれぞれ日本記録を出して代
表チームに入りました︒結婚や子
育てで一時競技を離れましたが茨
城国体に向けて復帰し︑ライフ
ル射撃３姿勢で３位に入賞しま
した︒家族をはじめ地元の皆様
の支えがあり︑トップ争いに関
われる選手に戻して頂いた恩を
感じ︑地元で就職を考えたと
き︑国体スポンサーであった関
彰商事の﹁地域に育てられ︑地
域に奉仕する﹂という企業姿勢
に強く惹かれました︒２０２０
年４月に開園したみらいのもり
保育園に勤務しています︒
佐久間 弓道の指導者をしてい
た父の影響で始め︑高校︑大学
と続けてきました︒スポーツ経
験者向けの就職説明会にて関彰
商事の説明を聞き︑仕事と競技
を両立できる環境だけではなく
地域に貢献する企業の姿勢に共感
し入社を決めました︒現在は︑デ
ジタルトランスフォーメーション
部にて勤務をしています︒
山口 以前は野球に打ち込んでい
ましたが︑ 歳の時に病気のため
視覚障害になり︑現在はパラス
ポーツであるゴールボールをプ
レーしています︒ 歳でユース代
表に入り︑ 歳の時にトップチー
ムへ合流しました︒私が関彰商事
に入社したきっかけは︑盲学校高
等部２年の時に出場した﹁全国盲
学校弁論大会﹂の際︑関正樹社長
とお会いした繋がりで大学卒業後
に入社しました︒現在は︑総務部
にて仕事をしています︒

自分の経験・将来の夢を伝えたい
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関彰商事
デジタルトランスフォーメーション部
2019年入社
水戸市出身 24歳

2018年 女子東西学生選抜対抗試合優勝
2019年 茨城国体弓道成年女子県代表

いう気持ちです︒一方でライフル
射撃の裾野を広げたいと考えま
す︒海外には︑クラブチームが
あって小学生から競技を始めら
れ︑射撃選手として生活できる国
があります︒日本は銃刀法の関係
で年齢制限もあり︑出発点が違い
ます︒また日本の場合︑女性アス
リートは出産したら引退という風
潮があり︑私が取り組むことで後
に続く選手が出てほしい︒広く言
えば女性が活躍できる場を広げた
いと考えています︒
佐久間 私の職場は上司や同僚に
理解があり︑茨城国体の時は皆さ
んから応援をいただきました︒大
会が近づくと励まされたり︑昼休

地域貢献する企業姿勢に共感

ルームに銃の構えを取るブースを
作って︑自分の内部に耳を傾ける
練習をしました︒
仕
―事と競技の両立に向けて目標
や夢を教えてください︒
須貝 競技一筋ではなく︑仕事で
も１位を狙っていきます︒自分が
仕事と競技の両方で結果を残すこ
とで︑アスリートへの企業評価が
高まり︑アスリート採用が増える
機運が醸成されれば良いと思いま
す︒また︑スポーツイベントなど
を発案して地域を盛り上げたいで
す︒
山田 競技者としてはパリ五輪に
向けてスタートラインに立ったと

弓道

みに弓道のことを聞かれたり︑非
常に競技に打ち込みやすい環境で
す︒現在の仕事は自社開発アプリ
で ある勤怠管 理 シス テム
﹁ADVANCE勤怠クラウド﹂
の導入作業です︒１年目は先輩社
員に随行していましたが︑最近は
自分がメインになってお客様に対
応するようになりました︒２年目
の今は踏ん張り時で︑お客様への
聞き取りから設定まで関われるよ
うにしたいと考えます︒
山田 関彰商事のように競技と仕
事が両立できるような会社が増え
たらいいと思います︒そのために
私たちは仕事で成果を出し︑競技
者としても結果を出していかなけ
ればならない︒ただし自分のこと
だけに生きるのではなく︑仕事を
することで社会の一員として生き
ている実感があるので︑その気持
ちを大事にしていきたいと思って
います︒
佐久間 仕事も競技もそれぞれ辛
いことや失敗もありますが︑お互
いに支え合って︑いい切り替えに
なっていると感じます︒皆さんの
言う通りで︑競技だけでは社会に
貢献できません︑今はいいバラン
スが取れていると思います︒
山口 就職するにあたって︑競技
だけの生活は全く考えませんでし
た︒一つはセカンドキャリアの問
題で︑引退して一から勉強するの
は嫌だと思っていました︒現在︑
学校での授業や講演が増えてい

仕事も競技も１位を狙います

あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます

翔吾

須貝

たので感謝しています︒約 人の
園児のエネルギーを受け止めるの
は大変ですが︑心地よい疲労感で
す︒働くことはマイナスどころか
プラスに影響しています︒競技生
活が長くなると︑初心を忘れがち
になります︒そんな時︑子供たち
と接していると︑純粋に考えるこ
とや︑日々の積み重ねの大切さを
気づかせてくれます︒

いて子供たちに自分の経験や将来
の夢︑共生社会などについての講
演活動を行いました︒練習につい
ては︑緊急事態宣言の時︑施設が
閉鎖されて使用できなくなったた
め︑モチベーション維持のために
毎日同じ時間に起きて散歩した
り︑音声読書で教養を深めたりし
ました︒公園で読書していると気
温や風の変化への関心が高まり︑
普段の練習とは違った︑よい気付
きを得られました︒
佐久間 デジタルトランスフォー
メーション部はリモートワークが
可能な職場なので︑在宅勤務との
組み合わせで業務を進めていきま
した︒緊急事態宣言の時は週１回
の出社になりました︒
須貝 正直なところ入社１年目で
営業職と競技との両立は大変だと
思っていました︒コロナで試合が
なくなり助かった面はあります︒
上半期は仕事に集中し︑次第に慣
れてきたころに母校や競輪場など
の施設が使えるようになりまし
た︒
山田 ４月の開園と在宅勤務に伴
う保育ニーズの高まりでピークが
重なり︑保育園はフル稼働でし
た︒試合がなくなった分︑メンタ
ルの強化や︑自宅のトレーニング

企画制作・茨城新聞社営業局
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関彰商事 総務部
2019年入社
取手市出身 23歳
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凌河

山口

新
―型コロナウイルス感染症の広
ま りで仕 事や 練 習にどんな 変 化が
ありましたか︒
山口 私はデータ入力や議事録作
成のほか︑小学校や中学校に出向

自転車

←

2018年 六大学ロードレース総合優勝
2019年 茨城国体成年男子県代表
団体追い抜き４位

https://www.sekisho.co.jp/athlete/

でいかに工夫して成果を出すか
がアスリート社員としての心構
えです︒地域密着型の企業なの
で地元のお客様が多く︑取手一
高で自転車競技をしていました
と自己紹介すると話が弾みます︒
﹁スポーツマンは頑張りが利くよ
ね﹂とおほめの言葉をいただ
き︑母校のことなどで話題が広
がります︒遠征で土日勤務を外
れる時もありますが︑職場の同
僚がフォローをしてくださり安
心して競技に取り組めています︒
山田 保育士は射撃の選手と並
んでもう一つの自分の夢でし
た︒両立できるとは思わなかっ

ますが︑デスクワークも少し
ずつ増やして会社に貢献したい
です︒もう一つは︑障がい者ス
ポーツを応援していただける雰
囲気をつくって盛り上げていき
たい︒そのためには︑講演を通
じて自身が行っている競技を
知ってもらうとともに︑障がい
者スポーツの魅力を伝えたいと
考えています︒このたび︑セキ
ショウグループのアスリート社
員 名でつくるセキショウアス
リートクラブが発足しました︒
今 回 の よ う に 皆 で 集ま っ て お
互いに発言しあい︑高め合っ
ていきたいと思います︒

ホームページ

セキショウホンダ 守谷絹の台店
2020年入社
千葉県野田市出身 24歳

セキショウアスリートクラブ
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女性が活躍する場を広げたい

2019年

福井国体成年女子スモールボア伏射優勝
全日本選手権スモールボア伏射優勝
茨城国体成年女子スモールボア３姿勢３位
2018年

優子
山田

みらいのもり保育園
社会福祉法人関耀会
2020年入社
桜川市出身 42歳
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普
―段の練習はどのように取り組
んでいますか︒
須貝 プロ選手の練習が始まる前
から仕事に行くまでの︑朝の５時
から８時までを自分の練習時間と
しています︒
山田 木曜が練習日です︒全日本
などの大きな試合がある場合は
１︑２週間前から休みをいただい
て試合に集中します︒練習場は地
元の桜川市にある県営ライフル射
撃場です︒
佐久間 私の練習場は主に水戸市
の県武道館です︒練習は月︑水︑
金曜で︑仕事が終わった後の午後
７時から９時までです︒仕事で遅
くなってしまった時は自宅で射形
の練習をしています︒
山口 私は出勤する水︑木曜以外
はトレーニングをしています︒所
属クラブの関係で練習拠点は埼玉
県の所沢市ですが︑新型コロナウ
イルス感染症の影響により︑現在
は東京のナショナルトレーニング
センターでウエイトやボールを
使ったトレーニングに取り組んで
います︒
競
―技を続けていることは︑仕事
の上でどんなメリットを感じます
か︒
須貝 仕事をしているから結果が
出ない︑と言い訳はできません︒
学生時代に比べて競技に向ける時
間は減りますが︑与えられた環境

ライフル射撃

2013年 世界ユース選手権優勝
2018年 日本ゴールボール選手権２位
2019年 同２位
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