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本刃付け
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プレス切断と違い
内部にひずみが生まれない・・・・・・・

熱処理は刃物で最も大事な
加工工程で強度を左右する・・・・・・・

見た目と切れ味を
決定づける大事な工程・・・・・・・

商品によって磨き方が違い
職人の感性が問われる工程・・・・・・・

大型回転平砥石を使い
熟練工が1本1本刃付け・・・・・・・

見学会を通じての感想

優良事業所見学概要

(1)会社･工場概要
　① 昭和39年 創業      ② 資本金 1,000万円      ③ 従業員数 34名
　④ 主要製品    三昧（包丁）、SILKY（ホビー向け鋏、一般家庭用鋏、各種専門道具）
                       MCUSTA（高級ポケットナイフ）、雅宣作（高級包丁）

(2)『常に先駆者たれ』

包丁が出来るまで ～製造の流れ～

優良事業所

見学概要優良事業所

見学概要

はさみのハンドル部分は、今ではプラスチックが主流となっていますが、先駆け発売され
たのが、今回見学させていただいた丸章工業です。発売当初は爆発的に売り上げを伸ばす
ものの、安価な中国製品の台頭によって売上げが減り、より個性的な製品を作り上げなけ
れば生き残れないとの危機感を持たれたそうです。現在では、世界を相手に数々の製品が
世に送り出されています。大量消費の時代から品質至上へと時代が変化している現在にお
いて、丸章工業の社訓『常に先駆者たれ』の精神は見習うべきものと感じました。

本年度の定期健康診断の結果は、すでに皆さんのお手元にあると思いますが、前回の診断結果と比べてみて結果はいかがでしたでしょうか？思
わぬ結果が出た方も見えるかと思いますが、自分の体がどのような傾向にあるのか確認し、早期に治療することも健康維持に大切なことです。
前回の社内報にも掲載しましたが、全国的にみて定期健康診断の有所見率は増加傾向にあります。では、当社の有所見率はどうなのでしょうか。
有所見率の傾向(下図参照)について、まとめました。

全体では低減傾向にあります。上位の脂質は大幅に、肝機能も低減、血圧はやや増加。特に脂質および血
圧は50歳以上に多く、しかも60%～70%の方が治療中であります。いずれにしても、生活習慣病に関連
するものであり、有所見者の方は医療機関での治療はもとより、『食生活』、『喫煙』、『飲酒』、『不規則な
睡眠』、『運動不足』など、原因となる生活習慣の改善にも留意しましょう。

4回目の更新審査 ( 7月23日から26日 ) を前に、7月8日から12日の 5日間で内部監査が実
施されました。今回は、試作部門、製造部門が多忙のため管理部のメンバー全員が監査員を拝命し、
それぞれ分担して監査が行われました。被監査部署は、経営者 (社長 )をはじめ9部署が対象になり、

を重点に監査が行われ、特にマネジメントプログラムの計画や、活動内容とその進捗状況に
ついては、かなり踏み込んだ議論もされました。

グッドポイントも増加し、EMS（環境マネ
ジメントシステム）の完成度も益々高まって
きたようです。

岐阜県関市は鎌倉時代より刀鍛冶の歴史が始まり800年の歴史を誇っていますが、現
在の包丁メーカーとして丸章工業は、最先端の技術を取り入れつつも、古くからの伝統
技術もしっかりと引き継いでおり、高品質を維持しながら製品ひとつひとつに作り手の
個性を出すスタイルに、現代版の刀鍛冶の姿を見ました。今回の見学会を通じて、自動
車関連会社も刃物会社も『精錬が必要』という点では同じであると感じました。

～丸章工業株式会社～～丸章工業株式会社～～丸章工業株式会社～
見学日時:2013年7月23日(火)　主催:(一社)刈谷労働基準協会 刈谷支部　見学者:長坂専務,大久保 他刈谷支部会員 27名

で ～製造の流れれ～～

監査ポイントとして
　(1)2012 年 8月定期審査での指摘事項の改善状況
　(2)E-12-01 内部監査での指摘事項の改善状況
　(3) 前年度からの４M変化点や環境側面への取り組みとその運用状況の確認

改善の機会 (OB)

グッドポイント（GP）

今回
6件
5件

先回

8件

1件

その結果

検査項目別有所見率の推移と傾向
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病気を未然に防ごう！

全体の有所見率は
減少傾向

定期健康診断結果   について
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バス旅行の思い出バス旅行の思い出親睦会

～ひるがの高原 初夏の牧歌の里は楽しさいっぱいでした～
旅行日：2013年６月２９日(土)  参加者：１７名（男性７名・女性１０名）

味広場
特選飛騨牛セット（A5ロース）の特上肉を堪能しました。
お肉は、塩・胡椒や特性タレでいただきました。柔らかくて、
ジューシーなのでパクパクっと食べちゃいました(^^♪野菜
は、地元の野菜で特に玉ねぎが超甘くて美味しかったです。

放牧場
羊さんヤギさんは、仲良く
散歩していました。色々な
表情見せてくれるので、ふ
れあっているとどんどん
心が癒されます

メインハウス売店
お土産コーナーは、品数が豊富で地酒・お肉・
チーズ・スイーツ等々お店を何度ぐるぐる回った
事でしょう？女子人気のスイーツは、盛りだくさ
ん！『プリン』売り場の前で長坂行列が出来てい
ました(^O^)ﾌﾌﾌ・・・。

『郡上の美味しくて濃いプリン」は
牛乳、玉子、チーズの自然の旨みが
味わえる一品です。
是非、召し上がってみてください。

お花畑の中のチャペル
涼しい風とさわやかな花の香りいっ
ぱいのお花畑に囲まれたチャペルで
した。季節ごとの花の開花に合わせ
て出かけると、素敵な一時が過ごせ
ます。

手作り体験工房
パン＆ピザに別れて作業開始！
パンは、3色のパン生地をそれぞ
れ形にし、トッピングを付けてか
わいく出来上がりました。
ピザは、熟成した生地をパンパン
叩き付けてると固くなるからと先
生に注意されながら、短時間でワ
イワイ作りました。味は、トマト
ベースでトッピングをたくさん載せ
た具だくさんのピザが出来上がり
ました。

高原のロードトレイン

天気が不安定でしたが・・・。
まずロードトレインに乗り込み、心地よい風に吹かれながら
のんびりと牧歌の里を周遊しました。

プリン」は

今シーズン新発売

を周遊しました。のんびりと牧歌の里を
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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

他県の人に喜ばれるご当地土産を教えて～？!1

このお店は、刈谷市泉田町にあります。
私のおススメは、『とろけるショコラ』です。1ヶ１5０円です
が、値段の割にはお得だと思います。一口食べると口の中で
生クリームがきめ細かく広がり、濃厚だけどあっさりして、
しっとりした食感なので生クリームとの相性がすごく良いと
思います。リッチな気分になれます♪
ちょっとしたお使い物やお中元によく利用しますが、とても
評判が良いですよ＼(^o^)／近くにお寄りの際は、皆さん一
度召し上がってみてくださ～い(^з^)-☆

株式会社 朋栄社　杉本利恵子さん

名物：キャレ・トシキの「とろけるショコラ」 名物：かめや本店の「亀まんじゅう」

私の出身地は、静岡県です。実家のお土産、静岡県御前崎市
にある「かめや本店」という和菓子屋さんを紹介します。
私が、小さい頃からある店で年に1～2回食べることが出来
たくらいです。この亀まんじゅうは、中に甘さ控えめのこしあ
んがたっぷり入っていて、亀の目には生あずきを使っていま
す。とてもおいしく私にとって懐かしい大好きな味です。
刈谷に帰る際、親戚・友達に「亀まんじゅう」をお土産に買っ
て帰りますが、大変喜んでくれています。皆さん静岡県にお
寄りの際は、一度召し上がってみてください。

製造部 製造1課　谷澤千恵子さん

ペット：うさぎ（種類：ミニウサギ（ロップイヤ―））

社内掃除でお世話になっています杉本です。我が家のかわい
いペットを紹介をします。
はじめまして、私の名前は姫です。3年６ヶ月になります。
うさぎの寿命は、普通５年ぐらいだそうです。なので姫ちゃ
んは、35～40歳ぐらいかな？姫ちゃんはメスですから、美
人とはいえません。でも家の人達は、特に子供と年寄りは私
を大切にしてくれます。
私の特技は、子供の（ゆりちゃん）のスリムな足にダッコちゃ
んのようにくっ付くのが大好きです。大好きなダッコちゃんの
写真です。ゆりちゃんの足好き・好き・・・(^o^)／

株式会社 朋栄社　杉本利恵子さん

動物：ポニー

親睦会のバス旅行で行った「牧歌の里」で撮った写真で
す。写真を撮っているとポニーが近づいてきて、タイミン
グが良いのか悪いのか撮れた写真が、半目になってる変
顔でした。

試作部 試作1課　鎌田美沙さん

動物・ペット（かわいい・変顔など）の写真募集～!!2

アンチエイジング
(いつまでも若さを保つ秘訣は？）1 2

今回の

テーマ

今回の

テーマ

次回の

テーマ

引用 引用

11月8日（金）
投稿締切日

投稿が採用され
た方には、QUOカード
をプレゼントさせて
いただきます♪ QUOカー

ド

キッチン周りの
　　　片付け術教えて～
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～ある編集者のつぶやき～

写真決定

　親睦会のバス旅行は、天気が不安定でした
が、おいしい飛騨牛を食べて温泉で癒された
り、ピザ＆パン作りの方は、皆さん自分で作っ
たピザ＆パンが美味しかったと絶賛していまし
た。また、次回も満腹・満喫ツアーの開催楽し
みにしていま～す。
 今回初「nagasakaふれあいコーナー」に投
稿頂きありがとうございます。やはり皆さんの
プチ情報は、とてもワクワクしますね(^^♪
いつでも情報お待ちしております。何か気にな
る事がありましたらお声をかけて下さい!!
　これからまだ猛烈な暑さが続きますが、夏
バテ・熱中症などご家族・ご自身の体調管理に
十分気を付け下さい。いよいよ夏季休暇です！
ゆっくり休暇を満喫して心も体もリフレッシュ
して下さい。
　さて、１１月には『創業50周年記念式典・祝
賀会』が開催されます。ご家族を含め全員参加
でお祝いしましょう！　

編 集 後 記

!!
撮影者
鎌田 美紗 さん

表紙写真 ( 題名 )
『凛々しいポニー』

①コンバーチブル　②セダン　
③ロードスター　　④カブリオレ

①オドメーター　②トリップメーター　
③タコメーター　④オイルメーター

①レスラーエンジン　
②ボクサーエンジン　
③ハスラーエンジン　
④ゴルファーエンジン

①吹田IC(大阪府)　
②豊中IC(大阪府)　
③尼崎IC(兵庫県)　
④西宮IC(兵庫県)

動 検車 定
●応募締切

 : 201３年
８月23日(

金)必着

●4問中3
問正解され

た方の中か
ら抽選

で２名の方
に賞品を進

呈します。

●応募方法
は、答案用

紙を更衣室
前投函

箱または食
堂掲示板に

設置の投函
箱

に投函して
下さい。

自動車

検   定

自

紙表

『オープンカー』の呼び方として正
しくないものは、次のうちどれで
しょうか？

名神高速道路の起点は愛知県
の小牧ICです。では、終点はど
こでしょうか？

積算距離計は次のうちのどれで
しょうか？

実際のエンジンの名称としてあるも
のは、次のうちのどれでしょうか？

Q1

Q2

Q4

Q1 Q2 Q3 Q4

Q3
問題

答え

撮影場所　　
ひるがの高原
　　『牧歌の里』にて

撮影時の一言エピソード

親睦会のバス旅行で『牧歌の
里』へ行った時に撮りました。
人に慣れていて写真を撮って
いると近づいてきました。この
馬が一番凛々しくてカッコ良
かったです。

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、休日に食べる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。

　韓国が好きな私は、韓国旅行で必ず行くカフェ
があります。
紫の看板が目印の『COFINE GURUNARU』と
いう韓国のカフェチェーン店です。
　このお店で有名なのは、見るだけで食欲をそ
そるトーストです。ソフトクリームの乗った甘い
物からガーリックの効いた物まで様々な種類が
あります。コーヒーとセットで頼み、２階で外を
眺めながら食べると気分が落ち着きます。
　私が行く江南区のチョンダム店は、多くの有
名人が通うお店なので、皆さんも韓国旅行をし
た際には、是非行ってみてはいかがでしょうか？

【先回号の
答え】

　Q1.③　Q
2.②　

         Q3.
④　Q4.①

 でした

製造部 製造1課  若山 満

次回は、  製造部 製造１課　近藤 雄一朗 さん  よろしくお願いします。

次回は、  試作部 生産管理課　田村 梨紗さん  よろしくお願いします。

山下 達也 さん

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】 201３年１１月８日(金)まで   【提出先】 総務課 大久保または深谷まで

応募締切り
日までに提

出して下さ
い。

『ソロキャンツーリング』
　私の趣味を紹介します。
　単独バイクでキャンプに行って、ついでに釣りをします。いわ
ゆる『ソロキャンツーリング』と言うやつです。いつも一緒に行
くのは1981生まれの赤が似合うコイツです。連れ添って15年
になりますが、最近は私以上に歳を感じているようです。
　連休ともなると老体に鞭打ってコイツと頻繁に行くところ
は、琵琶湖最北部のとあるキャンプ場。湖岸波打ち際にあり、桜並木が全国レベルで有名な
場所ですよ。ここの設備は最小限ですが、バイカーなら一泊/500円で景色（特に朝焼け、夕
焼け）は最高です。雄大な琵琶湖を眺めながら、『自炊しためしを独り食らう』。読者の皆さ
んもいかがですか？
　そうそう、冒頭で『釣りをします』と書きましたが、琵琶湖はブラックバス釣りのメッカで

すよね。食事とテントで寝るとき以外
は、もっぱら釣りに没頭します。バイク
に車載できるサイズのロッドを選んで、
3本ほど持っていきますが、魚の写真が
無いのはご想像通りです。毎回、２～３
泊の予定で行きますが、家族の顔が恋
しくなると早めに帰路に着く私です。

 氏名
韓国でおススメのカフェ

製造部 
製造 １ 課

テーマ
て

先回号よ
り募集し

て

いました
表紙の写

真が

決定しま
したので

ご報告し
ます。
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