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各職場での作業体験

恒例の『新就職者激励ボウリング大会2016』
(刈谷市雇用対策協議会主催)に出場し、
女子の部でみごと準優勝!!

２０１6年年

新入社員紹介 ①出身校は ?
②趣味は ?
③自慢できることは ?
④ニックネームは ?
⑤好きな食べ物は ?
⑥抱負を教えて下さい。
⑦初任給の使い道は？

質問内容

松井 萌
まつい 　めぐみ

４月１日より 松井  萌 ( めぐみ )さんが入社されました。
おめでとうございます !!

早速、右上の7項目につき、お伺いしました。

① 愛知県立岡崎商業高等学校
② K-POPを聴くこと
③ テコンドーの段を持っています。
④ 高校の友達からは『めぐみん』と呼ばれていました。　
⑤ お寿司 その中でも『鮪』が好きです。
⑥ 1日でも早く仕事に慣れて立派な社会人に
　なれるように頑張ります！
⑦ 家族にご飯をごちそうします！！

入社式に引き続き、当社の教育カリキュラムに基づく
受入教育が１か月間行われました。

主な内容としては、

入社式での一幕

　BSとの対面

(社内講習) 社長講話、就業規則説明、
　　　　　品質・環境マネジメントシステム教育(ISO)
(社外講習) ビジネスマナー、雇入れ時安全衛生教育

デンソーギャラリー、豊田市渡刈クリーンセンター
(アルファードなどを生産するトヨタ車体㈱いなべ工場は
熊本地震の影響で延期)

① 座　学

② 実　習

③ 見　学

④ その他
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４月28日の最終日には実習成果報告会が行われ、
有終の美を飾る予定です。
BS(ビッグシスター)の加藤さん、
実習先でご指導いただいた従業員の皆さん、
ありがとうございました。
そして、松井さん１か月間の実習お疲れ様でした！！

社長講話

就業規則説明

実習中の風景

新就職者激励
ボウリング大

会にて

高橋さんも頑張りました!!

品質・環境マネジメントシステム講義



試作部 石井課長長

製造部 若山課長

製造部 蟹江課長代理

試作部 池田次長試作部 斉田部長

長坂ふれあい広場 春号4

２０１6
年    度

(敬省略)

4月6日(試作部)、7日(製造部)の2日間で会社方針説明会が、全従業員
参加により行われました。今年は中期経営計画の3年目となり、
2年間積み重ねてきた結果を振り返り、最終目標達成
のための活動計画(マネジメントプログラム)が
各部署の職制より説明されました。

第１部　会社方針説明会
　　　　一. 開会のことば
　　　　一. 2016年度会社方針について
　　　　     ・取組み重点など(石井専務)
　　　　一. 各部マネジメントプログラム説明
　　　　一. 各部の総括(各部長)
　　　　一. 全体総括(長坂社長)
　　　　一. 閉会のことば
第２部　社内表彰
　　　　一. 永年勤続表彰
　　　　一. カイゼン提案表彰

説明会次第

石井専務

長坂社長

製造部

蟹江 幹男

中野 由香

久米 弘美

大瀬良 美千代

試作部

二宮 章広

―

浦 哲哉

中家 豊和

20年

10年
永年勤続

表彰区分

年間カイゼン優秀賞

年間件数優秀賞



今年度最後の活動となりましたが、管理部の3名(大久保、竹内、高橋)で参加しました。
渥美半島はキャベツ収穫の真最中。休暇村伊良湖周辺では菜の花がお出迎え。
春を感じながら集合場所に到着しました。
車外に出ると、立っていられない位の強風で、海には白波が立ち、来るたびに
止まっていた風力発電の巨大な風車が勢いよく回っていました。
対象とするごみ収集の説明を受けたのち、約40名の参加者は袋を持って浜辺
に展開。海岸の砂が強風で飛ばされ、体の露出部や、鼻、口に痛みを伴って吹き
付けられ、慌てて本部でマスクをもらって装着しました。ごみ袋は風にあおられて
大暴れ、拾ったごみを入れるのにも一苦労でした。
大半は、ペットボトル、食品類の容器(カップ,袋など)、発砲スチロールなどの日常
生活で排出されるものです。何故海まで流れ出るのか、捨てた人のモラル向上に
期待したいです。亀の子隊は、まさにその期待のお披露目隊なのです。

終了ミーティングでは、事務局の鈴木代表より、『はるばる刈谷から参加した㈱長坂さんは
10年来の賛助隊員。本日も飲み物の差し入れがあり、感謝している』旨の紹介をいただきました。
また、終了時に某ケーブルテレビのインタビューを受けるというハプニングもありました。
帰りは、空腹を抱えてどんぶり街道へ。“そば処さらしな”で和食には珍しく花を飾ったボリューム
たっぷりの『恋する花咲丼』をいただき、キャベツのお土産までもらって帰途につきました。

日程：2016年 3月 20日 (日)　場所：渥美半島西の浜

～今までに経験のない強風のもとで～

終
1
ま
帰

Road Station

帰りは、空腹を抱えてどんぶり街道へ。そば処さらしな
たっぷりの『恋する花咲丼』をいただき、キャベツのお土産
帰

RRooad Station

管理部 総務課  竹内 さん・深谷 さん 
標高550m近くにある本駅には、いろいろな施設が併設されています。
そのコンセプトは『農業・自然・手作り』で、木工体験や農業体験、料理体験が出来ます。

レストラン『味彩館』
地元の旬な農畜産物を使った
郷土料理が味わえます。
春は山菜、夏は夏野菜、秋には
自然薯料理が味わえるようですよ！！

山家市(取れたて野菜直売所)
取れたて野菜や漬物・竹や木で
作った民芸品などの特産品を
販売しており、店内を歩くだけ
でも見応えがありました！！

道の駅『つくで手作り村』
休村日：毎週木曜日
アクセス：新城市作手清岳ナガラミ－１０－２

けけ
！！！！

 

ブルーベリー狩りも
できます!

1.　社外クリーン活動
2.　所得証明書提出 ( 関係者のみ )
3.　EMS 内部監査
4.　全国安全週間
5.　西の浜クリーンアップ活動
　　（環境ボランティアサークル亀の子隊）

5月17日 ( 火 )
6月1日 ( 水 ) ～ 6月15日 ( 水 )
7月4週目 ( 予定 )
準備月間 ( 6月1日(水)～30日(木) )　本週間 ( 7月1日(金)～7日(木) )

３ヶ月程度先までの会社及び関連の主な行事をお知らせします。
なお、都合により変更する場合がありますのでご注意下さい。

・ 5月度 5月15日 ( 日 )
・ 6月度 6月19日 ( 日 )
・ 7月度 7月18日 ( 月 ) 海の日
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～ある編集者のつぶやき～

　当社でもいよいよ『ストレスチェック』が始まりました!!
　本制度によって自身のストレスと向き合う時間
ができ、また、結果に基づくアドバイスも受けられ、
抱えるストレスと上手に付き合うための一助となり
そうです。

　さて、話は変わりますが、この時期のストレス解消
法として私がオススメするのは、『潮干狩り』です。
『アサリ』と聞くと目の色が変わる友人たちと、毎年の
ように潮干狩りに行っていますが、ここ数年は不漁
続きで、期待した収穫量が得られませんでした。
（類は友を呼んでしまうのか、毎年、『バカ貝』だけ
は大漁です。）
　『先ず貝(隗)より始めよ！！』と意気込み、つい先日
も友人を誘って潮干狩りの名所である東幡豆まで
行ってきました。姿見せぬ相手に思いを馳せ、アサリ
を漁り続けること３時間・・・。早起きした甲斐(貝)
も無く、またもや残念な結果に…。『こんなはず
(幡豆)じゃなかったのに』と、つぶやくことが関の
山でした。（泣）
　ただ、アサリが獲れる獲れないにかかわらず、
気分転換にはなりますよ！！

編 集 後 記

この式に線を1本足して正しい数式にしてください

ここでちょっと一息。
難題に挑戦し、普段の生活で凝り
固まった頭をほぐしましょう。

【ヒント】答えはひとつとは限りません。
　　　　 柔軟な発想が必要です。

カッコの中に入る文字は何でしょうか?

　（　）　　人　　中　　（　）　小
正解は『親』と『薬』でした。
文字の後に指(ゆび)を付けると答えが分かります。

5＋５＋５＋５＝555

撮影者  
  　 高橋 清行 さん

表紙写真 ( 題名 )
    　『円山公園のしだれ桜』

撮影場所
       京都 円山公園

撮影時の一言エピソード

　54年振りに大学の研究室の同期会に
出席するため、桜満開の京都へ行った。　　  
　会は盛り上がり、来年に喜寿の祝い
で再会を約束してお開きとなった。　　　　　　　　　
　友人と四条通りを通って祇園へ
向かい、八坂神社を参拝して円山公園へ。　　　　　　
　学生時代に毎年見に行った『しだれ桜』は、半世紀過ぎても
立派に開花し、堂々とその華麗な姿を見せていた。
　『まだまだ咲き続けるぞ!!』という元気をもらって
帰途についた。　　　　　　　

次回は夏をイメージした写真を募集させていただきます。ご協力お願いします。
【応募期間】2016年7月22日(金)まで 【提出先】総務課 大久保または深谷まで

？

休日(オフ)に食べるご飯(メシ)略して『オフメシ!』
このコーナーは、休日に食べたご飯をリレー方式で紹介し、
社内のコミュニケーションの充実を図るコーナーです。
家庭料理や外出先で食べた料理を皆さんに紹介していただきます。

奥さんと息子2人という家族構成なので、外食となると回転寿司とか
ファミレスになりがちなんですが、奥さんと２人とか、何かの記念日とも
なると、うちは決まってここに行きます。刈谷市築地町にある和食のお店
『深海』です。家から近く、落ち着いた雰囲気のお店でリッチな気分が
味わえます。と言ってもお値段は
リーズナブルで安心です。ランチ
はもちろん結婚記念日や父・母の
日など、これまでも色々お世話に
なってきました。この日も奥さん
とランチに行ってきました。食後
のコーヒーなどのドリンクが付く
サービスも・・・。
皆さんおススメですよ！！　

次回は、  試作部　試作1課　松井 崇さん  よろしくお願いします。

試作部  開発課  浦 哲哉

次回は、  試作部  試作１課 松本 孝政 さん  よろしくお願いします。

　私は年に数回キャンプに行きます。
　本来はインドア派だったのに、キャンプを始めたのは、
子供たちを外で遊ばせる為でした。妻がキャンプに
同行する条件として、キャンプ場での料理を私が担当することでした。
　レパートリーに乏しく、『これはいかん』と思って初心者に優しいレシピ本を
購入したことをきっかけに、家でも暇な週末は、1品作るようになりました。
(主につまみ)
　初心者のくせにレシピ通りに作らないから(2種類のレシピをブレンドしたり
して)思ったほど美味しくなかったりしますが、それでも上手く出来たときは
子供たちが『おいしい』と言って食べてくれます。

　料理中は子どもたちが野菜を切るのを手伝って
くれたりして、料理を通じて成長を感じられる事
を嬉しく思っています。
　自分で料理をするようになってからは、あまり
使い道の無いスパイスや便利グッズが、徐々に
キッチンに溜まってきて妻には小言を言われま
すが、これからもこっそりとキッチンスペースを
占領していこうと思っています。


