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Athlete
Inter view Fi le .02

男として生きる限り

大切な人を守れる

強い人間でありたい

今回は、2021 年 4 月にエイベックスへ入社されたボクシング選手、石灘隆哉さんにインタビューをしていきます！
スポーツマン鈴木とその真逆の道を生きる出口の、二つの目線でいろいろお聞きできればと思います。

インタビュアー：総務経理部門　出口 さくら

　　　　　　　　　　　　　　　鈴木 大智

石灘選手は三重県の代表選手としてボクシングをされている
とのことですが、以前から三重で活動されているんですか？

いえ、僕は愛知県出身でして、社会人になってから三重県の
選手として出場させてもらっています。

そうだったんですね！
ボクシングはいつから始められたんでしょう？

小学校 1年生からですね。

では、もう 16年間もボクシングを続けてるんですね！なぜボ
クシングにしようと思ったんですか？

きっかけは兄、というか父ですね。兄が小学校での友人関係
がうまくいってなくて、父の勧めでボクシングを始めました。
それに続いて二番目の兄が始めて、僕も始めましたね。兄の
ように強くなりたかったんです。

ご兄弟たくさんいるんですね！
みんなボクシング選手なんですか？

4人兄弟です。僕は三男で、妹もボクシングをやっていました。
今も続けてるのは僕だけですけどね。

誰が一番強いんですか？ ( 笑 )

もちろん、僕です！

ボクシングがお好きだと思いますが、ボクシングという競技
のよさって何ですか？

好きですよ！一番は、僕は男なんで強くありたいです。喧嘩
をしたいとかじゃなくて、守るべき人を守れる自分でありた
いです。

かっこいい！ ( 笑 )　ジムや部活の仲間と試合して、お互い殴
り合って…、気まずくなったりしないんですか？

ないですよ！むしろ、リング上ではお互い本気、リングを降
りれば今まで以上に仲良くなれるのも好きなところです。な
んていうか、リングの上は非現実的な世界なんですよね。

逆に、挫折した経験はありますか？

挫折というか、試合に負けたり減量できついときは辞めたいっ
て思っちゃいますね。

そういう時、頑張れる糧は何なんですか？

悔しさですね。負けた悔しさから、今あと少し、もう 1セッ
ト頑張ることで結果につながると信じて踏ん張ります。

伸び悩んだ時期もありましたか？

やっぱりすっと順調ではないです。兄が現役だったときは兄
に勝つことをずっと目標にしてました。でも、結局兄には勝
てなかったですね…。

勝てないままお兄さんは引退しちゃったんですね。そこから
先は目標を置き換えたんですか？

ぜひ目標を叶えてほしいですね！

ちょうど次男が、僕が高校 1年の時に引退しました。そのこ
ろ僕は全国に出れるようになってきていて、全国の同年代の
ライバルたちに勝つことを目標にしました。

入社して半年が経ちましたが、ボクシングと仕事の両立はど
うですか？

正直、入社する前は仕事終わりに練習しても楽勝だと思って
ました。でも実際は、仕事と練習を両立する生活リズムにな
れるところからすごく大変でした。仕事では定時で帰って練
習に行かせてもらったりしていて、チームの先輩方にも応援
していただいています。なので、その分一日でも早く仕事を
覚えて一人前になりたいです。

2021 年三重国体の為に仕事、練習を頑張ってきたと思いま
す。しかし、三重国体は中止になってしまいましたよね。実際、
中止と聞いてどう感じましたか？

落ち込みましたね…。目標にしてた国体は、6年後に延期に
なりました。もちろん頑張りたいですが、まずは目の前の試
合に勝つことで、一歩ずつ進んでいきたいです。

じゃあ、まずは全日本選手権ですね？

はい！ 10 月に全日本社会人選手権の予選が予定されていま
す。そこからですね。

最後に石灘さんの今後の目標を教えて下さい。

ボクシングは、3年後のパリオリンピックです！出場し、金
メダルを目指します。仕事では、同期の誰よりも早く役職者
になりたいです。そのために、なんでも石灘に聞いてくれ！
と言われるよう積極的に仕事を覚えていきます！

PROFILE

石灘　隆哉　（いしなだ　りゅうや）

所属：プロテックチーム

年次：1年目

勝負ソング：『ありがとう』by 大橋卓弥

試合に勝った後のご褒美：
焼肉、すし、コテコテのラーメン

《競技成績》
台北市国際トーナメントウェルター級１位
全日本選手権大会５位
国民体育大会ウェルター級５位　等
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今後もエイベックスを代表するアスリートとして、
活躍されることを期待しています！！
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8/16˜23

8/4˜6  8/18˜26

みらせん・同友会インターンシップ

大同大学インターンシップ

8 月 4 日～ 8 月 6 日と 8 月 18 日から 8 月 20 日

にかけてみらせんジュニアの学生さんが本社にイン

ターンシップに来ていただきました。作業としては、

2T2F で研削作業、書類整理を中心に仕事をして頂

きました。慣れない作業で不安があったかもしれま

せんが、エイベックスの従業員らしい働きぶりをみ

せてくれました！また、良かったらエイベックスに

お越しください。

8月 23日から同友会インターンシップを実施予定で

はありましたが、コロナウイルス感染予防の観点か

ら中止とさせていただくことになりました。
※その他インターンシップも同様に中止

中止となりましたが、インターンシップを予定され

ていた学生さん方には 9月 1日にインターンシップ

オンライン座談会という形で開催しました。そこで、

会長や執行役員に会社にまつわるお話や今後の就職

活動についてお話いただきました。

大同大学の学生 3名が、多度工場へインターンシップに来られました。

初日には自己紹介ゲームで盛り上がり、技術グループの紹介や製造現場

での実習をしていただきました。それぞれがパイオニアチーム、シャフ

トチーム、生産革新チームに分かれて実習されました。当初は 10日間の

予定のところ、新型コロナウイルス感染拡大の影響により途中で中止と

なってしまい大変残念でした。短い期間でしたが、ご協力いただいたチー

ムの皆さん、ありがとうございました。そして、3名の方の今後の就職活

動に役立てていただけるといいですね。

次月のお知らせ

9/23 スタッフゼロゼロ発表会

健康診断のお知らせ

皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

9/23 にスタッフゼロゼロ発表会が行われます。
前回同様、新型コロナウイルス対策として、全体集合はせず個々での発表となります。

1

2

10 月中旬に、各拠点で定期健康診断が行われます。
定期健康診断は法律で「事業主には受けさせる義務、従業員には受ける義務」がありますので、
全従業員の方は受診いただきます様調整をお願いいたします。

10/19 ( 火 )  本社　8:30 ～ 11:30

会場：食堂

10/20 ( 水 )  多度　8:30 ～ 15:30

会場：OMOTENASHI ルーム
控室：食堂
※途中 12 時～ 13 時まで昼休憩をはさみます

10/21 ( 木 )  先進　8:30 ～ 11:30

会場：食堂

また、各日程でインフルエンザ予防接種を希望者の方のみ実施いたします。
今年もワクチンの事前確保の都合上、事前に各 TL を通して受診希望を取りまとめました。
当日受けられる方は、2,130 円 ( 愛鉄連健康保険組合加入者の方 ) もしくは 3,630 円 ( 短時間勤務
パートさんやご家族の扶養になられている等で未加入者の方）を当日現金でお持ちください。
※当日現金回収のため、釣り銭なしでご用意お願いします。

☆当日のコロナ対策について☆

　①　事前にお渡しする一般的な問診票に加え、
　　　コロナ専用の事前チェックシートを配布
　②　受信者側、健診スタッフ側双方の当日体温
　　　チェック及び消毒の徹底
　③　当日、会場での密を避ける為の社員案内
　　　( 総務による部署ごとの放送案内 )

★当日受診できない方へ★

業務都合上または体温が 37.5 度以上で受診が
出来なかった方は、後日個別での受診が必要に
なります。
各職場長でとりまとめ頂き複数日程のご希望を
伺った上で調整いたしますので、別途ご連絡い
たします。
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今月も ASM からの最新情報をお届けしていきます！

Selamat Pagi ! スラマッパギ ! 

ASM

ASM の コ ミ サ リ ス（ 監 査 役 ） で も あ り、

Somagede 社 長 で も あ る Kim soon さ ん が

ASM 日本人メンバーのためにウェルカムパー

ティを開催していただきました！

ジャカルタでもコロナの影響により都市封鎖

の強化がなされたことでトラブルが続き設備

の導入が 1 ヵ月も遅れるなど深刻な事態に ...

そんな中でも遅れを取り戻すべく日本人メン

バーが奮闘していること、規制により外出も

ままならずストレスも溜まっているのではと

いうことで、その苦労を労いたいという Kim 

soon さんのご好意により開催されました！

9 月号は私、青山が担当します。
気づけばもうすっかり秋を感じる気候となりました！日中はまだ日に
よってエアコンが必要な時もありますが、日が落ちれば窓から心地よ
い風が入ってくるようになり、また耳をすませば鈴虫の鳴き声が聞こ
えてくるものですから、季節の移り変わりの速さに驚いています。。。
さて、お知らせにも掲載させていただきましたが、今年も「定期健康
診断」の時期が近づいてまいりました。毎年受けているはずなのに、
当日健診を受ける時の不安はなかなか慣れません。女性として純粋に
体重の増減は気になりますし、「血液検査が悪い数値だったらどうしよ
う…」と毎回思いながら血を抜かれています ( 笑 )
中にはお仕事が忙しいところに毎年健康診断なんて面倒くさい！と思
われる方もいらっしゃるかと思います。しかし健康診断の実施は会社
の義務である以上、総務としましてはやはり従業員の皆さん全員に受
けていただかなければいけません。そして何より、人間の体はその 1
年で大きく変わってしまいます。それがもし命に関わる事であれば…
必ず受けていただき、早期発見・早期治療へ繋げていただきたいのです。
従業員の皆さんが長く健康で働けるよう、当日の受診にご協力をよろ
しくお願いいたします！

01 もつ鍋おおやま どんたくセットしょうゆ味

03 努努鶏
yumeyumedori

3 箱

まさに新感覚！の冷やして食べるから揚げ。
おやつ・おつまみに一度食べ始めると
もう止まらない !?

福岡といえばもつ鍋でしょう。 寒くなる時期、
うまさが染みわたります。 じつはこのセット
にもついている「 酢もつ」 がオススメです。
福岡おつまみの定番です。

02 ふくや 明太子セット

普通の明太子も良いのですが、 この数の子明太
子がたまらなく大好きです。 一般的に食卓には
切れ子のお値打ち品が並ぶのでこんな上等なもの
羨ましいです ..!

明太子 ・ 数の子明太子 ・ いか明太子

今月のプレゼントは「 旅企画 Part.1」
編集部より総務経理部門 田代が、 出身地の福岡オススメグ
ルメを独断と偏見で選ばせていただきました！旅行など自由
に行けない今、 美味しいものを食べて少しでも旅気分を感
じてください。

今月のプレゼント
今月のプレゼント

AVEX SPORT COLUMN

三重とこわか国体の開催が中止となりました
が、エイベックスのアスリート従業員は SNS
活動で日々の活動を更新しています。良かった
ら覗いてみてください！

Kim soon さんの大豪邸に
お招きいただきました！

担当者の
つ
ぶ
や
き
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