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4月1日付で、試作部において大幅な職制変更が行われました。
職場管理や業務の効率化など一層の充実を図り、お客様の要望に迅速に応え、
今以上に信頼を得て、着実な業績向上が期待されるところです。
この度、昇進や新任された職制の方々に、以下の質問にお答えをいただきました。

新職制に聞く！
特 集

試作部 試作1課 石井孝典 課長
職制になって現在の思いと意気込みを教えて下さい。職

質問

１

好きな言葉は何ですか？好
質問

２

ストレス解消法は何ですか？ス
質問

３

課をまとめるということは、とても難しいと実感しており
ます。ただ、自分にしか出来ないこともあると思うので
前向きに取り組んでいきたいと思います。

背水の陣

最近、ガーデニングを始めました。
草花がある庭にしたいので、ホームセンターで苗や種を
買ってきてプランターや露地
に植えます。
マリーゴールドをよく植えてい
ます。３色（黄・橙・ミックス）
並べるのが好きです。
あと、庭の雑草もよく抜いた
りします。

、ホ ムセンタ で苗や種を
地

に植えます。
マリーゴールドをよく植えてい
ます。３色（黄・橙・ミックス）
並べるのが好きです。
あと、庭の雑草もよく抜いた
りします。

い
）

た

試作部 池田彰彦 次長
職制になって現在の思いと意気込みを教えて下さい。職

質問

１

好きな言葉は何ですか？好
質問

２

ストレス解消法は何ですか？ス
質問

３

4月の人事異動で試作部次長を拝命しました。
これからは、部全体の舵取り役という重責を担うことに
なり、身の引き締まる思いです。周りの方への感謝の気持ち
を忘れずに一つ一つの仕事を大切にしたいと思います。

1.『気は長く 心は丸く 腹立てず 口慎めば 命長かれ』
2.『投げないダーツは、当たりもしないし、外れもしないよ』
3.『現実逃避』（食欲には勝てません・・・）

1. 愛犬『チョコ＆カロン』です。
2. 秋冬のキャンプは、最高です！
醍醐味はズバリ、焚き火！ダッチオーブン料理の後は
火を囲み、コーヒー、お酒をまったりいただきます。
山は空気も澄んでいるので、夜は星空が綺麗です。

3. 革細工・・・独学ですが、いい仕事しています！3. 革細工・・・独学

試作部 試作1課 1係 松本 亮 係長
職制になって現在の思いと意気込みを教えて下さい。職

質問

１

好きな言葉は何ですか？好
質問

２

ストレス解消法は何ですか？ス
質問

３

仕事を上手く回していくことの難しさを感じています。
係のみんなの頑張りで毎日何とか片付いているという
感じです。
まだまだ職制として何もできていないですが、少しでも
係が前に進むように努力したいと思います。

好きな言葉はないですが、
“相手の立場になって考えてみる”という事は仕事に
限らず心掛けたいと思っています。

食べる事。最近は自分で作って食べる事です。
ネットで簡単で美味しそうなレシピを見つけては、
休日に料理を楽しんでいます。
料理は買い物、調理、盛り付けと、それぞれ楽しいですし、
食べて美味しければ家族も大喜びです。
全てが決まれば
気持ちもスッキリ、
次回も頑張ろうと
思いますよ。

試作部 生産管理課 検査係 酒井博司 係長
職制になって現在の思いと意気込みを教えて下さい。職

質問

１

好きな言葉は何ですか？好
質問

２

ストレス解消法は何ですか？ス
質問

３

検査の仕事は、『ミス＝社外不良』になるので、情報の
共有が重要だと思います。
人によって品質にムラが出ないよう心掛けています。
今後は検査レベル、スピードＵＰでコスト削減に繋げて
いきたいと思います。

“自分らしく”っていう言葉かな。
人と比べてばかりいないで、もっと自分の良い所を引き
出して自信に繋げていきたいです。

映画や韓ドラを観ることです。韓ドラは7年前ぐらいから
はまっていて、映画は7.1ｃｈのホームシアターを組んで
ブルーレイで鑑賞しています。
映像が綺麗で、音もテレビのスピーカーとは臨場感が
まるで違うので、部屋を暗くして観ると、どっぶり映画の
世界に引き込まれます。映画好きの方にはオススメです。世界に引き込まれます。映画好きの

れば家族も大喜びです。
ば
、
と
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２０１4
年    度 会計基礎 開催される勉強会
 去る7月18日(金)において、当社の顧問である会計事務所から講師をお招きし、『会計基礎
勉強会(全3回)』を開催しました。

　今回の勉強会は、課長以上の職制が対象で、先回に行われたメンタルヘルスセミナーに
続き、管理監督署教育の一環として行われました。厳しい経営環境の中で、高い収益を
上げるためには、『数字に強くなる』ことが求められます。
　本勉強会によって、利益を生み出すための感覚を培い、数字に基づいた戦略や前向きな
行動力が、将来において期待されるところです。

　去る7月9日(水)に、社会貢献活動の一環として、青少年読書感想文コンクール(毎年開催)課題図書
36冊を、地域の小学校に寄贈させていただきました。今回が初めての寄贈となりますが、子ども達に、
読書の楽しさ、素晴らしさを知っていただくことを第一の目的としています。
　また、読書は豊かな心を培い、『想像力』や『表現力』などの向上にも繋がります。
　将来、地域の持続的発展のために貢献していただける子ども達が、より育ちやすい環境になればとの
想いも込められています。今後も社会貢献活動を通して、子ども達の成長を見守っていく予定です。

図書
寄贈

　 寄贈冊数：36冊(12題×3冊)
　 寄贈図書一例：低学年向け『まよなかのたんじょうかい』鈴木出版
　　　　　　　　 中学年向け『ともだちは、サティ！』小峰書店
　　　　　　　　 高学年向け『マッチ箱日記』BL出版

出版
ありが

とう！

　
　
　

　当社は毎年、地域の中学校から職場実習生を受け入れていますが、本年度は、　当社は毎年、地域の中学校から職場実習生を受け入れていますが、本年度は、

刈谷市立依佐美中学校より大野君が、刈谷市立依佐美中学校より大野君が、来社され来社されました。ました。

台風の影響で残念ながら初日は中止となってしまいましたが、残りの2日間はドライヤ製造台風の影響で残念ながら初日は中止となってしまいましたが、残りの2日間はドライヤ製造

工程における乾燥剤の挿入作業や、梱包作業等を体験していただきました。工程における乾燥剤の挿入作業や、梱包作業等を体験していただきました。

　Q1.大変だった(難しかった)作業は何ですか？　Q1.大変だった(難しかった)作業は何ですか？

　梱包作業です。２０個を数えてそろえるのに時間がかかったけど、　　梱包作業です。２０個を数えてそろえるのに時間がかかったけど、　

　最後まであきらめずに取り組めました。　最後まであきらめずに取り組めました。

　Q2.特に頑張った作業は何ですか？　Q2.特に頑張った作業は何ですか？

　乾燥剤挿入作業です。１日目は失敗してしまいましたが、素早く動くことができました。　乾燥剤挿入作業です。１日目は失敗してしまいましたが、素早く動くことができました。

　現場の人にほめられました！！！　現場の人にほめられました！！！

　Q3.仕事を終えて何か感想はありますか？　Q3.仕事を終えて何か感想はありますか？

　株式会社長坂で作業して思ったことは、品質が悪い株式会社長坂で作業して思ったことは、品質が悪い（不良を出してしまう）（不良を出してしまう）と買う方と買う方に

迷惑をかけるので迷惑をかけるので、品質よく、品質よく（品質を意識しながら）（品質を意識しながら）作業することが大切だと思いました。作業することが大切だと思いました。

　Q4.最後に現場の人に一言　Q4.最後に現場の人に一言

　現場の方へ　現場の方へ

　重い物(20kgまで)　重い物(20kgまで)を運ぶことができますので、いつでもおまかせください！！運ぶことができますので、いつでもおまかせください！！

【職制からの一言コメント】【職制からの一言コメント】

近藤係長 近藤係長 :  明るく元気な大野君、作業に集中し、黙々と頑張ることが出来ました。 明るく元気な大野君、作業に集中し、黙々と頑張ることが出来ました。

　　　　  　　　　   2日間、お疲れ様でした。2日間、お疲れ様でした。

職場実習生日記 2012014年10月年10月7日(火)～日(火)～8日(日(水) 9:00～15:00) 9:00～15:00

圧力検査作業に悪戦苦闘!!　

圧力検査作業に悪戦苦闘!!　

最後はスムーズに

最後はスムーズに
出来たかな!?　10/12

出来たかな!?　10/12

なお、大野君より実習の感想と、実習先の職制からなお、大野君より実習の感想と、実習先の職制から

一言コメントをいただきましたので、一部掲載します。一言コメントをいただきましたので、一部掲載します。

梱包梱包作業に悪戦苦闘!!　

作業に悪戦苦闘!!　

最後はスムーズに

最後はスムーズに
出来たかな!?　10/8

出来たかな!?　10/8

ドライヤ製造工程で
ドライヤ製造工程で
玉入れ作業をする
玉入れ作業をする
大原君　10/10大原君　10/10

ドライヤ製造ドライヤ製造工程で工程で
挿入挿入作業をする作業をする
大野君　10/7君　10/7
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今回の活動は、会社のご支援のもとで実行されました。貸切バスをチャーターし渥美半島　西の浜へ向かいました。
現地では、トヨタ自動車㈱ 田原工場より総勢300名の大部隊が集結していました。当社も2011年５月の
最多記録１６名を抜く19名の方が参加しており、８年前に3人からスタートして以来、ボランティア活動に
賛同する仲間が徐々に増えてきてとても心強い限りです。その皆さんの活動振りを紹介します。

だより亀 の子 隊 日程：2014年9月21日（日） 晴れ　
場所：田原市　渥美半島　西の浜一番目の風車下

初参加の方が10名いましたが、代表して試作部 奥村さんに感想をお聞きしました。

質問1. 参加する前は、どのような気持ちでしたか？
初めて参加した為、どんな場所にどんな
ゴミが落ちているのか想像できず、
なんとなく参加しました。

質問2. 参加した後、どのような気持ちになりましたか？
少しの時間大勢で清掃するだけで、あんなに沢山のゴミが落ち
ている事に驚いた。ゴミを拾うことで、自分が今まで捨てた一部
を回収し、少しは活動に貢献できた様な気持ちになりました。　

AFTERは・・・
「伊良湖ビューホテル」で
�ランチバイキング！

帰りに
「ヤマサのちくわ」で
　����������ショッピング！

参加人数
が

過去最多
を

記録！

出発するよ～。

行ってきま～す！

着いた！　さぁ～準備だ～。

活動開始！

みんなで拾ったゴミの成果です。

デザートも種類
豊富でした。

試食がいっぱいうれしい！

皆様のご協力のおかげでとてもにきれいになりました！

後日、 事務局の発表によると�ゴミの総量 540kg�でした。

人工物の
ゴミ拾ってね～。

���天気良くて
気持ちいいね～。 　ゴミあったよ！

オーシャンビュー
景色最高！

海がきれいでした。

何食べる～？
これいいね～。

 皆様 お疲れ様でした。
ありがとうございました。



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

「思い出の○○」を教えて～！1

管理部　経営管理課　高橋清行さん

今回の

テーマ

次回の

テーマ 1月9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

あ な た の 「大 好 物 」 を 教 えて～！

「思い出の釣行 －至福の体 験 ―」

『アジが釣れている』という遊漁船仲間から
の情報を受け、晴れた日の早朝、当時の勤め先
の先輩で釣り仲間の4人と、我が愛艇『汐風』
で一色町(現西尾市)の港を出発。
　佐久島と日間賀島の間の岩礁地帯を注意し
ながら通過し、渥美半島に沿って伊良湖岬に
向けて南下し、漁場に到着。
　心地よい南風が頬を撫で、魚探には魚影の反応。錨を静かに降ろし、全員戦闘
態勢に。先輩はみよしの両舷に2人ずつ陣取り、私は操船の都合上、ともで構える。
　仕掛けはサビキでカゴにはオキアミを詰めて投入。こませがきいたのか、
『きたぞ!!』という声。まさに甲板は戦場となる。手のひらサイズではあるが、
一匹、二匹、三匹と追い食いをさせて取り込み、いかに早く針を外して仕掛けを
投入するかが釣果を左右する。作戦としては船上の誰かが必ず仕掛け(カゴには
エサを詰めて)を降ろして魚の群れを引きつけておくことでした。
　気が付けばエサも無くなり、甲板は足の踏み場もないほど、アジが散乱し、各自
のクーラーは満員御礼の状態で納竿。その日はご近所へおすそ分け。勿論、さしみ、
天ぷら、南蛮漬けとアジ三昧。冷たいビールで乾杯!!おいしくいただきました。
　釣りの醍醐味とはこのようなことでしょうか。まさに夢のような1日でした。
その後、このような機会には恵まれておりません。

製造部　製造1課　池田真姫子さん
「思い出の結婚式」

10月3日に、豊田市にある「花遊庭」で
結婚式を挙げました。
ガーデンウエディング「花遊庭」-ライブドア
ブログ-Livedoorにて掲載
　とても幸せな一日でした
これからも幸せいっぱいの温かい家庭を築いて
いきたいです。

 

毎年、夏に高速道路で田舎に帰省していますが、上りも下りも走るのはほぼ真夜中…。
故に美味しい食べ物はほとんど頂けずに過ごしますが、途中の長野県にある姨捨ＳＡ(上り)で
見た夜景がかなりの絶景！！
夜中に行かないと見られないのが少し大変ですが、興味のある方はぜひ1度足を運んでみて下さい。
『恋人の聖地』と言われるくらいなので、少々カップルが多いのが気になりますが（笑）

今回は番外編としてSA(サービスエリア)をご紹介いただきました。

Road Station

番
外
編

長野県千曲市 長野自動車道

姨捨(おばすて)サービスエリア

次回の

テーマ 1月
投稿締切

あ な た の 「大 好 物 」 を 教 えて～！

今回は番外編としてSA(サービスエリア)をご紹介いただきました。番外編としてSA(サービスエリア)をご紹介いただきま

RRooaadd Station

番
外
編

道長野県千曲市 長野自動車道

前略 道の駅より

製造部 製造1課  成田ゆかりさん紹介者

姨捨SA(夜景)　引用: ドラぷらHPより
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新企画！！新企

今回号より、新企画として
スタートしました『頭の体操』
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。

あっ、あそこにも！

として
体操』
息。
活で生活で
しょう。まし

ちなみに、この問題は某大手企業の試験問題として
出題されたそうです。
４１個以上見つけられた方は、才能アリ？！
かもしれませんよ。

【先回号の自動車検定の答え】
  Q1.④  Q2.③  Q3.①  Q4.③ でした
正解者2名の方 おめでとうございました！！

動
検
車
定

自

長坂ふれあい広場 秋号６

～ある編集者のつぶやき～

写真決定

　本題でも図書寄贈について掲載
しましたので、今回は『読書』をテーマに
取り上げたいと思います。
　最近、よく耳にするようになった『読書離れ』や、
『活字離れ』ですが、文部科学省が2012年10月に
公表した『社会教育調査』によれば、図書館におけ
る国民一人当たりの貸出数は5.4冊/年と、初めて
5冊を超えたそうです。
　なかでも、児童一人当たりの貸出数は、平成元年
度時と比べて2.5倍の26冊/年にもなり、むしろ
増加傾向にあります。
　近年、電子書籍やスマートフォン等の普及によっ
て、紙媒体で購入する方が少なくなり、読書離れや
活字離れが進んでいるように感じるのも所以のよ
うですが、ただ、最近、すぐに漢字が思い出せなく
なった方は、活字離れが進んでいる恐れがありま
す・・・。(汗)秋の夜長、読書にふけってみるのも
良いかもしれませんね。
　最後になりましたが、今回も恒例となりつつあり
ます川柳を一句詠んで終わりたいと思います。
『 取説書 秋の夜長に 読みふける(老ける) 』

(我がアナログ人生 最新機器に苦悩の秋)
どうもお粗末さまでした。

編 集 後 記

!!
撮影者  
　管理部  高橋 清行 さん

表紙写真 ( 題名 )

　『穂高連峰と梓川』

撮影場所　　

撮影時の一言エピソード
快晴に恵まれた初秋の上高地を訪れた。
清流の梓川にかかる河童橋を右岸に渡り、少し上流に行くと
日本第3位※の高峰「奥穂高岳」(3,190m)をはじめ、
穂高連峰が眼前に広がり、まさに絶景!!その雄大なパノラマに
感動しながらシャッターボタンを押しました。
※1位富士山 3,776ｍ　2位白峰：北岳3,193m

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。

　私のオフメシは、安城市にある『PIZZERIA BLU』というお店の『明太子
クリームパスタ』です。私はピザ・パスタなどのイタリアンが大好きです。

中でも特にカルボナーラが好きで、BLUでは
よく食べていたのですが、友達が頼んだ明太
子クリームパスタをもらってから、はまって
しまいました。

　私がよく行くディナーでは『お気軽
コース』を頼んでいます。お気軽コース
を頼むと、プチサラダ、食べ放題の
パンが付いてきます。メインの前に出
てくるので、つい食べ過ぎてしまい、肝
心なメインが食べられなくなることも
あります。以上、私のオフメシ！でした。

 製造部 製造1課  千葉 亜沙美

次回は、  製造部 製造１課　成田ゆかり さん  よろしくお願いします。

次回は、  製造部 製造１課　川瀬世里香さん  よろしくお願いします。

鈴木 朋奈さん

ご協力　ありがとうございました。

次回は冬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】 20１5年1月9日(金)まで【提出先】 総務課 大久保または深谷まで

『私の３つの趣味』

 氏名
お気軽コース

製造部 
製造1課

テーマ

真決定

さん

ードドドドドドド
の上高地を訪れた。
河童橋を右岸に渡り 少し上流に行くと

　千葉です。今回は、趣味の話をしたいと
思います。少しでも誰かと同じ趣味が
あれば親近感が湧きます。
　なので、私の3つの趣味を紹介します！！
1, ≪グルメ≫ 外食も好きですし、時間があれば自炊もします。
やっぱり美味しいものを食べると幸せになりますね。
得意料理は、ハンバーグと唐揚げとクッキーです。特にハンバーグは、比較的
リーズナブルで、手軽に作れて様々な料理に応用可能です。なかなか
とっつきにくいけど作ってみると意外と簡単です。混ぜて焼くだけなので
料理ビギナーにこそチャレンジして欲しいです。
2, ≪掃除≫ 定期的にするそうじではなく、突発的にしたくなる「テンション
清掃」のことです。掃除で得意な場所は、本棚です。苦手なのは、クローゼッ
トです。誰か片付け術を教えて下さい。
3, ≪アニメ≫ 最近のアニメは、侮れません。私の好きなアニメは、「ハイキュー!!」
です。これは、泣けた。油断している方は、泣きますよ。
　とまぁ、私は、こんな趣味をもった人間です。(趣味と呼べるのか不安なも
のもありますが・・・。)少しでも共通点があった方は、仲良くしてくれると
嬉しいです。

あずさ

長野県　上高地

右の図形に正方形が
　　   いくつ見えますか？
右
　

問題！

紙表


