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新入社員のその後・・・ ～そこになくてはならない人づくりのスタート～

　4月に入社した松井萌さん（管理部所属）は、受入教育を修了して基礎的な素養を身に付けたあと、事務系社員として
職務を円滑に遂行していくため、更なる現場実習を通じてあらゆる階層の社員との交流を行うことにより、好ましい人間
関係の形成やコミュニケーションスキルに一層の磨きをかけることが期待されています。
　なお、実習の概要は以下の通りです。

さて、実習は残すところ１ヶ月ですが、実習職場の先輩指導者の方々を代表して、
製造１課 3係の中野 由香さんに実習生活の状況について、以下の通りお伺いしました。

① ものづくりを通じて生産活動のしくみ
や品質保証の考え方の習得

② 職場内のミーティングへの参加に
より、会社生活に必要な情報収集
や意思疎通を図る

③ 職場または会社行事への参加により
連帯感を醸成

④ 担当する業務内容を掘り下げ、問題
点の発見や解決方法を検討し、改善
提案に結び付ける

1. 実習期間　2016 年 5 月～ 8月の 4ヶ月間

2. 実習場所　製造部 製造 1課 1係～ 3係

3. 実習内容

先輩や職制の方々のご指導の下、ご本人の努力と相俟って４ヶ月後の彼女の成長が楽しみです。

Q.松井さんの仕事振りはいかがですか。
A.のみこみが早く、教えたことをとても
　丁寧にこなしています。

Q.仕事のどのような所に注意して指導していますか。
A.慌てず、正確にするように指導しています。
　特に溶着工程では、不良を出さないように慎重に
　作業をしてもらっています。

Q.仕事以外では、どのような事を話合ったりしますか。
A.はじめは体の調子を聞いていました。
　その後はK-POPの話を詳しく教えてもらいました。

Q.先輩として将来に向けてアドバイスをお願いします。
A.毎日、明るい笑顔で接してくれます。
　とても気持ちの良い事です。
　これからもその笑顔をずっーと続けて欲しいと思います。

…などですが、実習職場の皆さんのご指導、ご協力をよろしくお願いします。

な事を話合ったりしますか。GOOD!
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お知らせコーナーお知らせコーナーお知らせコーナー

1.　EMS更新審査

2.　刈谷わんさか祭り
　　2016 花火大会（当社も協賛）

3.　市立中学校特別支援学級　職場体験学習

4.　刈谷東中学校　職場体験学習

5.　西の浜クリーンアップ活動（亀の子隊）

8/8（月）～8/10（水）

8/20（土）19：00 ～20：15（予定）

10月上旬～中旬

11月上旬～中旬

・ 8月度　 8/21（日）10：00 ～11：00

・ 9月度　 9/10（土） 10：00 ～11：00

・10月度　10/16（日） 10：00 ～11：00

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。

7月18日 ( 月 ) ～22( 金 ) の 5日間で ISO14001:2008に準拠した環境
マネジメントシステムの内部監査が実施されました。
例年通り、管理部のメンバー全員が監査員となって経営者 ( 社長 ) をはじめ、
9部署を対象にした監査が行われました。

を行うとともに、前回以降 3 年間を振り返り、目標達成状況や新たな課題
への取組み内容について確認が行われました。

今回は、JQAによる更新審査が控えており、監査のポイントとして

　(1)2015 年 8月の定期審査及び内部監査（E-15-01）指摘事項の改善状況確認
　(2) 前年度からの４M変化点や環境側面への取組み内容とその運用状況の確認

今年も精励賞を受賞しました！！今年も精励賞を受賞しました！！

　この賞は、同協会が主催する安全衛生講習会および労務管理
講習会等の事業に1年間皆出席した企業に贈られるもので、日頃
の労働安全衛生活動への取組みが評価されたものであります。
　今回の受賞は、全会員企業(刈谷、知立、安城、高浜、碧南各支部)
1,129社中102社(9%)、当社が所属する刈谷支部では、305社中41社
(13.4%)でした。
　ちなみに5年間皆出席の特別精励賞は1,129社中10社(0.9%)
という狭き門でありました。
来年は当社もこの賞の獲得にチャレンジします。

5月18日(水)に開催された(一社)刈谷労働基準協会主催の
第4回定時会員総会にて、当社が昨年に続き精励賞を受賞しました。
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万燈制作風景

先日、当社西工場東側（青葉福祉センター駐車場跡地）にて、
万燈蔵が建てられました。
そこで今回は、当社にも身近となった『万燈祭（まんどまつり）』
について触れてみたいと思います。

ちなみに今年は、7月30日(土)が新楽 (シンガク )、7月31日(日)が本楽 (ホンガク)でしたが、
本来は氏子町 7町の祭りであるため、『桜区・デンソー』チームは新楽のみ参加されたそうです。

　万燈祭は、刈谷市銀座にある秋葉神社の祭礼で、江戸時代
後期から200年以上続く伝統の夏祭りです。
祭りの主旨は、『火難防除・町内安全』を祈願することですが、
祭りの見どころは笛や太鼓のお囃子に合わせて、高さ約5m、
幅約3m、重さ60㎏の万燈を担いで舞う勇壮な踊りです。
祭りは、氏子町の7町（銀座、広小路、広小路五組、新栄町、
寺横町、司町、東陽町）に加え、地域企業なども参加し、毎年
7月最後の週の土日の2日間で盛大に行われます。

　当社が立地する桜区（桜町、南桜町、
神明町、相生町、昭和町、若松町）は、㈱デンソーと桜区自治会が2002年にタイアップ
して、祭りに参加されてから今年で15年目を迎えるそうです。
　なお、以前まで万燈の制作や修復作業は、㈱デンソーの社内施設をお借りしてい
たそうですが、取り壊しを契機に刈谷市に対して作業場所などの支援要請を行い、
当社西工場東側に完成した第2観光倉庫を活動拠点（万燈蔵）としてお借りすること
と相成ったそうです。
　このような経過から、今後は祭りの準備や万燈の制作、完成品などが身近に拝見する
ことが出来るようになりました。祭りの楽しみが一層増しそうですね。

　万燈祭は、刈谷市銀座にある秋葉神社の祭礼で、江戸時代
後期から200年以上続く伝統の夏祭りです。
祭りの主旨は、『火難防除・町内安全』を祈願することですが、
祭りの見どころは笛や太鼓のお囃子に合わせて、高さ約5m、
幅約3m、重さ60㎏の万燈を担いで舞う勇壮な踊りです。
祭りは、氏子町の7町（銀座、広小路、広小路五組、新栄町、
寺横町、司町、東陽町）に加え、地域企業なども参加し、毎年
7月最後の週の土日の2日間で盛大に行われます。

　当社が立地する桜区（桜町、南桜町、
神明町、相生町、昭和町、若松町）は、㈱デンソーと桜区自治会が2002年にタイアップ
して、祭りに参加されてから今年で15年目を迎えるそうです。
　なお、以前まで万燈の制作や修復作業は、㈱デンソーの社内施設をお借りしてい
たそうですが、取り壊しを契機に刈谷市に対して作業場所などの支援要請を行い、
当社西工場東側に完成した第2観光倉庫を活動拠点（万燈蔵）としてお借りすること
と相成ったそうです。
　このような経過から、今後は祭りの準備や万燈の制作、完成品などが身近に拝見する
ことが出来るようになりました。祭りの楽しみが一層増しそうですね。

なつ

まん　　　 ど
せい　　さく　　 ふう　　 けい

ふう　 　　ぶつ　 　　し

まん　 ど  まつり

内部の照明は白熱電球から全てLEDに
切り替え、30分しかもたなかった
バッテリーが1日持つようになったとのこと。

制作は毎年3月から
開始し、祭まで5ヶ月
かけて完成させる。

環境や健康を考慮し、色付けは
全て食用色素(食紅)などを使用
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このコーナーは、皆様方からご投稿
いただいた日常に関するご意見や体験を
ご紹介するコーナーです。紙面でわいわい
がやがやとお話出来れば幸いです！

nagasaka
ふれあいコーナーふれあいコーナーふれあいコーナーふれあいコーナーふれあいコーナー

『あなたのラッキー・アンラッキーな出来事教えて～！！』1今回の

テーマ

　私は、普段スポーツ観戦はしないのですが、野球
好きな妻のために社内の抽選に応募したら、まさかの
“大当たり”!子供を両親に預けて、２人で観戦して
きました。プラチナシートでの観戦は、選手が間近
で見れてとても迫力がありました。
投手の吉見選手がヒットを打った時は、
声を出して喜ぶほどで、気が付いたら、
私も野球観戦を楽しんでいました。
中日も勝利し、私も妻もとても楽しい
1日を過ごす事が出来ました。
このような機会をありがとうございます。

試作部 試作1課　加藤伸隆さん
1、2年前、会社の釣り仲間とボート釣りに行った時の事です。

ボートの上で立った時にバランスを崩し転覆してしまいました。
近くにいた仲間が貸ボート屋に電話したものの繋がらず、仕方なく海上
保安庁に電話しました。すると海上保安庁だけでなく、警察や救急車も
やって来て大事になってしまいました。幸い怪我はありませんでしたが、転覆した
ボートの横で写真を撮られ、事情聴取もされ、一生忘れられない散々な釣りでした。

試作部 生産管理課　小林 浩さん

　　　　　最近、暑くなったのでよく自動販売機を利用します。
自分が買う飲み物は、たいてい期限が近いか期限切れです。
アンラッキーと言うよりも不幸です（笑）新鮮な飲み物が飲みたいです。

製造部 生産管理課　立松 涼さん

たいです

賞味期限
2016.07.30

私は 普段

試

1、2年前、会

　　　　最近、暑く
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道の駅 『可児ッテ』

日を過ごす事が出来ました。
このような機会をありがとうございます。

自分が買う飲み物は、たいてい期限が近い
アンラッキーと言うよりも不幸です（笑）新

Road Staattiion

岐岐阜県可児市
道の駅『可児ッテ』

前略 道の駅より

管理部 総務課  竹内 さん・深谷 さん 紹介者

　6月の梅雨の合間に管理部の女子２人で道の駅を求めて
岐阜方面へぶらり旅に出かけました。
東海環状自動車道『可児御岳IC』からすぐの国道２１号線沿いに道の駅『可児ッテ』
を発見!!2010年9月に開業、施設としては可児市周辺の新鮮な野菜や果物、特産
品の販売と、それらを活用した飲食コーナーがありました。

　特産品は、栗、里いもが挙げられます。私達が特にお勧めするのは、名物の『里芋コロッケ』で
１個110円でしたが、食感がもちもち、ねっとりして大変美味しくいただきました。また、新鮮野
菜・果物から出来た『自家製ジェラート』１個420円です。常時６種類ありお勧めは、時季もありま
すが『ももジェラート』と『ほうじ茶ジェラート』甘さひかえ目で後味スッキリ
ですよ。
　2015年10月に東海テレビ『スイッチ』で紹介されたそうです。近くに
世界最大級のバラ園『花フェスタ記念公園』がありますので、こちらに
来られた際には、立ち寄られてはいかがでしょうか？

　私達は、その中でオープンカフェ風の『森の食卓レストラン』に入りました。
イタリアンを中心としたバイキングスタイルのランチでした。地元の新鮮な野菜を使ったサラダが
とても美味しく、他にピザ・パスタ・カレーなど４０品目以上の料理からお好みをチョイスして美味しさ
を味わい、シメはスイーツとコーヒーで至福のひとときを過ごしました。
　帰りにはお土産売り場に寄りましたが、ご飯のお供に最高のおかずや出汁の
他に、栗きんとんや和菓子、ケーキなどもあり、バラエティーに富んでいました。
特に冷凍ピザの品数が豊富で眺めていたら、ついつい色々買って帰りました。
皆さんも遊びに出かけてみる価値は、十分あると思います。

～少し足を伸ばして 恵那 銀の森 でランチタイム～

もっちもち！

世
来

す
で

もっちもち！

　

もち！

JR恵那駅から車で５分
銀の森は、小さな森の中に７つの店舗が和・洋食、お菓子などそれぞれ
得意分野でお客様に味のサービスを提供しています。
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　取材のため、岐阜県の道の駅へぶらり旅。
天気は曇りで日差しも強くなく、爽やかな道中。
女子トークをしながらドライブしてきました。
『道の駅』では、やっぱり美味しいもの探しが必須
ですね！
　今回号でご紹介した『可児ッテ』は、施設の規模
こそ大きくないですが、沢山の人で賑わっていて
ビックリ！駅毎に違った魅力があり、非日常感を
味わえました。
　さて、もうすぐ夏季休暇が始まりますが、私は
清涼感のあるものを食べたり、
爽やかで涼しいところを
求めたりしつつ、
リオオリンピックには
熱を入れてゆっくり
過ごそうと思います。

～ある編集者のつぶやき～

長坂ふれあい広場 夏号６

編 集 後 記

？ に入る数字はいくつでしょうか。問題！

先 の先先 の

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。
のの

【ヒント】反対から読んでみると…

うーん、
反対から…？

この式に線を1本足して正しい数式にしてください。
5＋５＋５＋５＝555
正解は…　5＋５＋５＋５＝555
『＋』のいずれかに斜めの線を1本足して『4』にします。

家(いえ)⇒ 1　笛(ふえ)⇒ 6
石(いし)⇒ ３　岩(いわ)⇒ ？ うーん

反対

写真決定!!
撮影者 　　　　
  　 松井 萌 さん

表紙写真(題名) 　　　　
 『ロープウェイから菰野町の

　　　　　　街並みと伊勢湾を望む』

撮影場所  　　　　
    三重県 御在所岳

撮影時の一言エピソード

標高1,212m、気温22℃の頂上から、
気温32℃の下界へ向かう途中、御在所岳
ロープウェイのシンボルの『白い鉄塔』が
とても清 し々く『凛』としていました。
また、その存在感から、『安全の守り
神』のようにも見えました。

ご協力　ありがとうございました。

次回は秋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10月14日(金)まで 【提出先】総務課 大久保または深谷まで

紙表
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。

見つけた！！獲物めがけて一直線に潜っていく。ギリギリまで
伸ばした手で、しっかり獲物を握ってイッキに浮上する。
『サザエ獲ったどー。』
昨年の夏休みに家族旅行で海に行き、福井県の無人島で
魚を突いたり、釣ったり、サザエを獲ったり(密漁ではない)
してバーベキューをした時の写真です。
こんな感じで、休日は
魚・エビ・カニ・貝など

いろいろな獲物を狩っては、料理し
て食べています。最近では手長エビ
を唐揚げにしました。自分で狩った
獲物はビールのお供に最適！！
今夏の目標は『タコ獲ったどー。』
です。

次回は、  試作部　試作1課　加藤 伸隆さん  よろしくお願いします。

松井　崇さん
 氏名

我が家は狩猟民
試作部 
試作1課

テーマ

！

試作部  試作1課  松本 孝政  さん

次回は、  試作部  試作１課 三浦 丈治 さん  よろしくお願いします。

　僕の趣味は、休日の早朝ジョギングです。
平日はなかなか時間が取れず、週末だけ走って
いて4、5年続けています。きっかけは、2㎞のマラソン大会への誘いがあり、運動
不足なので良い機会だと思って出場したことでした。マラソン大会なんて小学生
以来で、何だかワクワクして走ったのですが、周りが速いこと速いこと。
『おじいさん速過ぎだぜ～』
不敵な笑みとともに離されていく、70代の筋肉モリモリおじいさん。どうにか
おじいさんを抜いてゴール、こんな年まで走る事が出来たらなと思い、走る
ようになりました。

　その後は10㎞を何分で走れるのだろう
かと、10㎞の市民マラソンに出たりと、
１シーズンで4、5回市民マラソンに出て
います。やればやっただけタイムが早くな
るのがおもしろい所で、目標にもなりま
す。少しずつタイムも上がり、ここ２年は
『名古屋シティマラソン』を最終の目標
に出ています。
次のタイム目標は、95分を切る事です。

て
のマラソン大会 の誘
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