株式会社 SHF とお客様を結ぶ
コミュニケーションレターです。
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ＳＨＦニュース
新社長就任！

株式会社SHF 代表取締役社長

滝花 智志

Satoshi Takihana

このたび株式会社SHF代表取締役に就任しました滝花智志と申します。

まだまだ力不足ではございますが、

社業を通じ、皆様に期待され、
なくてはならない会社を目指して誠心誠意取り組んで参ります。
今後とも、
いままでと変わりのない皆様のご愛顧とご指導を賜りますようどうぞよろしくお願い

いたします。

新
イン 社長へ
タビ
ュー
8月に代表取締役交代となり岡田正人の後任として滝花智志が代表取締役社長に就任しました。
！
今回は新社長に今後のSHFについてやプライベート等インタビューさせて頂きました！
どんな会社にしたいですか？

オフの時はどのような息抜きをされていますか？

SHFの事を大切なパートナーと
思って頂け、お客様に必要とさ
れる会社。そして学生さんたち
からは「この会社で働いてみた
い！」と思ってもらえる会社を
目指したいです。

趣味のロードバイクツーリングに出かける事が多いです。
地図を頼りに初めての場所へ行くのも楽しいし、車でいつも走るコース
でも車とはまた違った景色が見える事や、いった先で
仲間とわいわい話をしたり、美味しいものを食べる
のが楽しいです。
ONとOFFの切替はうまく出来ていると思っています。

これまでどんな仕事をされてきましたか？

趣味や特技を教えてください！

この会社へはプログラマーとして入社しました。
当時の主力商品であったスチールドアバラ図システムの開発に携わ
り、自ら開発した商品をもってお客様へ納品にもお伺いするという
仕事をしていました。その後29歳の時に東京営業所への転勤とともに
営業職に転籍。たくさんのお客様やお取引先様との出会いがあり、
遣り甲斐もあり、自分自身一番成長できた頃だったように思います。
その後37歳の時に本社に戻り、44歳の時から財務・総務を含めた管理
部門の仕事をさせて頂きました。色んな仕事に携わらせて頂き、
それらの経験が非常に役に立っています。

ロードバイクやランニング。
最近はコロナの影響で、ロードバイク
のイベントやマラソン大会のイベント
が開催されないのが非常に残念です。

新入社員の頃はどのような感じでしたか？
よく遊んでいました。学生時代の友達との関係が楽しくて、
土曜日の就業終わりとともに友達のところへ遊びに行き、夜通し遊ん
で日曜日に自宅に帰るという事や、週末の会社の飲み会があると
ひと晩のみ歩き、会社の駐車場でひと眠りしたあと翌朝自宅に帰る。
というような、いまでは到底考えられないような事をしていました。
でも楽しかったです。

どんな人に入社して欲しいですか？
明るく元気で人を敬う事ができる人。
また、以前は地元から通える人の応募がほとんどでしたが、
地域関係なく「この会社で一緒に働きたい！」と思ってもらえる人に
入社して欲しいですね。
そのためにもこの会社を魅力ある会社にしていきたいです。

お客様に一言お願いします！
社長は交代しますが、SHFの理念・考え
は不変です。
今後ともいっそうのご愛顧を賜りますよ
うよろしくお願い致します。

社員の皆さんに一言お願いします！
株式会社SHFは私たちの会社です。
私たちの会社を魅力のある会社にしていくのも私たちです。
「SHFと取引をしたい」あるいは「SHFとの取引をこれからも続けたい」
というお客様をいっぱいにする。
「SHFで一緒に働きたい」と思って
もらえる人をいっぱいにする。
そんな魅力ある会社を
一緒に作っていきましょう。
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ＳＨＦフォトギャラリー
走れ、ぶつかれ？！ バブルサッカー！！
SHF では、
社員同士が打ち解けやすいように様々な催し事が行われます。
しかし、
新型コロナウイルスによる緊急事態宣言が延長に延長を重ね、
開催が遠のいていました。
そしてようやく、
10 月に緊急事態宣言が解除され、
開催に踏み切りました。
宣言が明けたとはいえ、新型コロナ自体は完全には収束して
いません。
ですので、
人と人との距離が近くならないような体制を整えなければ

試合開始 !

なりません。
そこで、
運営チームが考え抜いたのが
『バブルサッカー』
！
直径 2m ほどのバルーンに人が入った状態でサッカーを行い、物理的に距離を詰めら
れないようにします。
試合は A 〜 D チームのリーグ戦形式、ファウルやハンドは一切
なしの何でもあり対戦です。
両者ゴール前に整列した状態から試合が始まり、
スタートのホイッスルが鳴ると中央のボールめがけて猛進。
ボールに届くか、
届かないかのところで相手のバルーンと衝突！
その勢いで弾き飛ばされてしまいます。
普段、
なかなか体験できない衝撃に大盛り上がりでした。

バブルボールと一緒に
集合写真！

SHF トピックス

但し、
ハードウェア
（PC 本体等）
はご購入時期と利用状況により

win11 / win365

直ぐにご相談ください。

大きく寿命が異なりますので
「PC の調子が悪いかな？」
と感じたら

リリース後、
1 ヶ月が経過した
「Windows11」
について、
皆さんからお問い合わせ頂いた内容も含めながら、

Q3. 現在の PC で
「Windows11」
は使えますか？
A . まずは「ご利用中の PC が Windows11 に対応しているか？」が重要
になります。
Microsoft 社より「Windows11 に対応しているか？」を自動

Q&A 形式でお答えします。

判断してくれるプログラムが出ています。

Q1. いま使っている PC、
システムはそのまま使えますか？

ご利用中の PC が利用可能か気になる方は、
是非ダウンロードして確認してみてください。

A . OS・システム共に原則そのまま使う事が出来ます。
ただし、OS バー

Q4.
「Windows11」
で何が変わったの？

ジョンが変わるとシステムが「使用できない」
「再セットアップが必要」

A . まず大きく変わった内容は「見た目」が変わりました！！詳しくは、

「新しいバージョンの購入」
が必要になるケースがあります。

Microsoft 社の HP をご確認ください。
また、専門的な内容になりますが、

事前にシステムを購入された販売店へご確認下さい。

実はセキュリティーに関わる内容が大きく強化されています。

Q2.
「Windows10」
のままで大丈夫ですか？いつまで使えますか？

見た目にはわかりませんが一番重要な内容となります！！！

A . Windows8 は 2023 年 1 月 10 日、Windows10 は 2025 年 10 月 14 日
までサポートが延長されています。

PC・システムについての相談があれば、
SHF までお気軽にご相談下さい。

サポート終了までご利用頂いて問題はありません。

今年から発足した倶楽部をご紹介！

SHF 倶楽部紹介
ゲーム同好会・運動俱楽部

・運動倶楽部
体を動かすことが大好き！

・ゲーム同好会
2021 年度、
SHF では新たに
『ゲーム同好会』
が発会しました。
その名の通り、
社内のゲーム好きが集まるクラブです。
花札や家庭用ゲーム機などを持ち寄って、
オススメのゲームで遊び、
交流を図る活動を行っています。
中でも特に盛り上がるのが、
話題の VR ゲームです！
視界 360°がゲームの世界になり、
平面型のゲーム機とは違った遊び方が
可能です。

発行・編集

今回の特集は以上になります。

運動不足を解消したい！人たちが集まって今年度に発足した運動倶楽部。
リレーマラソンやフルマラソン出場などの目標をかかげ、
現在は週 1 で近くの公園でジョギングを行っています。
雨の日の活動用にと購入した卓球台は、
倶楽部員だけでなく誰でも
いつでも気軽に使用できるように 2F の一角に設置しています。
少しでも体を動かす機会を作って、社内のコミュニケーションを図ることが
できればと思います。
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