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作業者の方には、予てより保護めがねの着用が義務化されていましたが、リスク
アセスメントの結果などから、今後は社長や来客者を含め、西工場に入場する
全ての関係者に対して、保護めがねを着用していただき、安全確保に万全を期す
こととなりました。
初めのうちは慣れないかもしれませんが、皆さんルールを順守して下さいね。

当社が1年間に排出する段ボールの量がどれくらいか、皆さんはご存じ
ですか?
当社が排出する段ボールのうち、部品納入の際の梱包用段ボールが、
そのほとんどを占めますが、その量なんと2t！これを再資源として
利用しない訳にはいきません。以前まではリサイクルセンターへ自社
運搬していましたが、業務効率化の一環として、今後は業者に段ボール
の無償回収を依頼することとなりました。
毎週金曜日が回収日となりますので、それまでに所定の場所へ排出
して下さい。(なお、段ボールの排出量を減らす環境カイゼン活動も
随時募集しています！！)

保護めがね着用義務化～6/1よりスタート～

段ボール無償回収始まる

回
収
所

工北 場

施工業者 : ㈱榊原 施工期間 :7月4日 ( 土 ) ～7月25日 ( 土 )

リニューアル工事

北工場入口のリニューアル工事が 7月 4 日から始まり、先日、工事が無事に終わりました。

今後、来社されるお客様にも、気持ち良くお迎えできるものと信じております。

Before

Before

After

Before

After

Before

After

After

今回のリニューアル工事の目的は、当社の顔である本社工場の『玄関
イメージの一新』と、『セキュリティレベルの向上』です。
特にセキュリティ面では、改装以前は誰しもが入場できるエリアが
一部にありましたが、今回の工事によって、社内でも限られた人しか
入室出来ないエリアが新たに増設されました。
改装の企画・細部仕様の決定から施工まで、業者の方には懇切丁寧
な対応とご協力を賜り、予定通り工事を完了することができました。
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配属された新入社員は今・・・特 集

先輩　製造1課2係　加藤 璃奈さん

製造1課　課長代理　若山 満さん

先輩　製造1課2係　池田 真姫子さん

新入社員の方は、慣れない作業に対し少しでも
早く吸収しようとする姿が実に初々しく感じます。
また、その周囲のベテランもそれに習って従来
よりも作業が活性化されている様に感じます。

今後もお互いが今何をすべきかを考えながら、
作業し品質・生産性の高い職場を維持して行き
たいと思っています。

Q2.会社でのや担当する仕事には慣れましたか？

Q3.自分で工夫し改善している事は、何かありますか？　

Q4.初任給はどのように使われましたか？

Q5.今後、会社の中で新たにチャレンジしたいこと
　　(目標など)を一言お願いします。

Q1.もう学生気分は抜けましたか？
　　社会人となった感想はいかがですか？

新入社員に聞きました。

配属職場の先輩指導者に
お伺いしました。

配属職場の職制にお聞きしました。

新入社員 製造1課2係 小林 美稀さん

新入社員 製造1課2係 浅田 美帆さん

Q2.担当している仕事のどんな所に
　　注意して指導ていますか？
　　（例：安全面や作業のカン(感覚)やコツなど）

Q5.先輩として将来に向けて
　　アドバイスを一言お願いします。

Q1.新入社員の仕事振りはどうですか？

Q3.仕事以外では、どのような事を話し
　　合ったりしますか？

Q4.あなたの初任給又は初ボーナスを
　　もらった時、どのように使われましたか？

Q1.新入社員の仕事振りや配属先の皆さんの様子は、
　　どのように変化しましたか？

Q2.これから、どのような職場を目指して行きますか？

学生気分は抜けました。
社会人になって、1日中立った仕事をする
のがどれだけ辛いのか分かり、親の気持
ちがよくわかりました。

仕事には慣れました。注意された事は、メモ
をとって後から見返して、流れを覚えて
次の日には間違えないようにして、徐々
にスピードを上げています。

行動範囲をなるべく減らす為に検査済の
箱を近づけたり、向きを変える、検査済の
製品をどうしたらキレイに素早く入れるか
などを工夫して作業しています。

家族それぞれに
父には、「ハンカチ」母には、「アロマオイル」
妹には、「好きなキャラクターのグッズ」を
プレゼントしました。

圧力検査の速さのパーセントテージを
200％を目標に少しずつ上げて行きたい
です。あと、まだ仕事に関係してない事も
あるのでそれをすべて覚えて行ければと
思います。

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.

慣れない作業で手も痛くなって
いると思いますが、一生懸命やって
くれています。

A1.

製品の入れ方や圧検のやり方を
なるべく細かく教えています。

A2.

A1.

A2.

好きなタレントとか、同じ卒業校
なので、高校の話をしました。

A3.

覚えていませんが、多分貯金と
遊びに使ってしまいました。

A4.

これから色々あると思いますが、
無理せずに頑張って下さい。

A5.

帰りのチャイムが鳴ってから、教わった事をノート
にメモしている姿をよく見掛けます。仕事に対する
努力の姿勢を感じます。

A1.

技術・技能・マナーについては、自らやって見せ、その
上で実践させています。目で見て盗めと。
その他、報告・連絡・相談（ホウレンソウ）といった業
務を円滑に遂行する為の教育を心掛けています。

A2.

毎日、体調管理やメンタル面で不安が無いか声掛けを
し、コミュニケーションをとっています。
新入社員+作業者全員

A3.

家事と仕事と男一人で育ててくれた父親に感謝の
意味を込め、2人で外食に行きました。

A4.

自分の意見を押し付ける命令ではなくて、相手の意
見を引き出して、自分もそこから新たに様々なこと
を学びます。話し合うことや、意見を持ち寄り「学ぼ
う」とすることは、自分を高めると同時に相手に
「考える機会」「学ぶ力」を与えます。ですから、お
互いが同時に多くの事を吸収していけるので、
日々恐れることなく突き進んで邁進して欲しい。

A5.

学生時代とは違い、時間が経つの
が早いと感じ、その分ゆっくり過
ごす休日のありがたさを感じる
ようになりました。

まだまだ覚える事が多いので大変
ですが、私がよく扱う製品に関し
てはだいぶ慣れてきました。

バーコードを読み取る前にその
製品で使う道具を揃えてからや
るようにしています。

家族と食事へ行きました。

無駄をなくしスムーズに早く作業
が出来るようになりたいです。

A1.

A2.

A3.

A4.

A5.
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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定期審査（JQA）

2.　刈谷わんさか祭り
　　2015 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

　　
（環境ボランティアサークル亀の子隊）

8/6（木）～8/7（金）

8/15（土）19：00 ～20：15
開催場所：刈谷市総合運動公園

10/5（月）～10/9（金）

11/17（火）～11/19（木）

・ 8月度　 8/16（日）10：00 ～11：00

・ 9月度　 9/20（日） 10：00 ～11：00

・10月度　10/18（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。

7月20日（月）～7月24日（金）の 5日間で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、管理部のメンバーが全員が監査員となり、経営者（社長）をはじめ9 部署を対象にして監査を行いました。
今回は、JQAによる更新審査後 2 年目に当たり、

を重点に、特にマネジメントプログラムによる目標達成のための具体的な活動内容とその進捗状況に
関して、かなり突っ込んだ確認や意見交換が行われました。

監査ポイントとしては

　(1)2014 年 8月定期審査および内部監査（E-14-01）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り組みと、その運用状況の確認

精励賞を受賞しました！精励賞を受賞しました！
去る、5月15日(金)に開催された、(一社)刈谷労働基準協会主催の第3回定期会員総会にて、
当社が『精励賞』の表彰を受けました。
この賞は、同協会が主催する安全衛生講習会および労務
管理講習会等に1年間皆出席した企業に対して送られる
もので、当社の日頃の労働安全衛生への取り組みが評価
されるものでもあります。
今回で8年連続の受賞となりますが、今後も協会行事を
通じて安全・安心・快適職場づくりを目指していきます。
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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

『今だから云えるちょっと〇〇な話』
　　　　　　　～誰もまわりに居なくてホッとした話～ 第一弾1

す！

今回の

テーマ

蒸し暑い夜だった。夕食に飲んだビールで、いささかいい気分。エアコンをゆるやかに効かせた居間の
ソファーでいつも楽しみにしている番組の“テレビ”を見ていた。ところが、いつの間にか夢心地の世界へ・・・。
“ブーブーブー”と呼び出し音が聞こえてきた。“うるさいな、こんな時間に・・・!!”と思いながら、玄関ドアの鍵を
あけた途端にドアが開き、見知らぬ男の顔がにゅ～っと現れた。思わず「誰だ！」と声が出て目が覚めたが、テレビ
の画面で、丁度不審な男がドアを開けて侵入するところであった。何か不思議な気持ちになったが、声を出した
のは確かだ。周りに誰もいなかったので、マッイッカー!!引き続きドラマを鑑賞した次第である・・・(^_ ;̂

管理部 総務課　高橋清行さん

試作部 試作1係　鈴木りさ子さん試作部 試作1係　平野文栄さん
休日に友達と遊ぶため集合場所まで向かう
時、ヒールを履いて歩いて行ったら、道路の
ちょっとした段差につまずいて足が“カクン”
となってこけそうになって、近くに大きな
駐車場があるので誰かに見られたんじゃ
ないかと思って心配でしたが、誰も見当たら
なかったので「ホッ」としました。

最近、何度か洗濯
していて一週間
ぐらい経っても
どうも汚れが落
ちないと思って
いたら、柔軟剤
で洗っていた。

 

Road Station

愛知県新城市
道の駅 『もっくる新城』

なかったので「ホッ」としました。で洗っていた。

Roadd SSttation

愛知愛知県新城市
道の駅 『もっくる新城』

前略 道の駅より

管理部 総務課  竹内 さん・深谷 さん 紹介者

長々続く梅雨の真っただ中、この日も空は薄曇り、時々小雨
が降る中、2015年3月21日にオープンしたばかりの道の
駅、『もっくる新城』へ管理部の女子2人で行ってきました。
東名高速道路『豊川IC』から車で約30分、国道151号沿いにあり、奥三河・
新城の木材をふんだんに使用したドーム型の建物が目印です。車を止め、
まず目に入ったのは、湯谷温泉のお湯を使用した無料で利用できる『足湯』、
足を拭くタオルの自動販売機もありました。
館内に入ってすぐ、地域の特産品はもちろんのこと、隣接する長野県や静岡県産
などの果物や野菜も並べられていました。中でも「UFOズッキーニ」と称する
珍しいものもありました。スイーツやお酒も種類がとても豊富でした。スイーツ
では、なんと50ｃｍもある「もっくるロール」に遭遇(@_@)、生クリームたっぷりのくるみ入り！
他では買えないもっくる限定お値段￥1980です。
また館内には、コンビニも併設してフードコーナーもあり、地元野菜を使った『お惣菜
バイキングもっくる』『奥三河製麺』の2軒が営業していました。
最後に利用したトイレは、全て木造で、パウダールームもあり木のぬくもりをいっぱい
感じられる素敵なトイレでした。
是非、一度「もっくる新城」へ足を運んでみてはいかがですか？

道の駅『もっくる新城』
住所：新城市八束穂五反田329-7　TEL:0536-24-3005　営業時間：9:00～18:00

あり 奥
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長坂ふれあい広場 夏号６

～ある編集者のつぶやき～

　今年は、エルニーニョ現象の影響で、梅雨
前線が停滞し相次ぐ台風襲来など、防災の
備えや気象情報の収集に神経をとがらせる
毎日でした。梅雨も明け夏本番、体調管理に
気を付けて下さい。

　さて、当社の顔でもある北工場の玄関を
はじめ、外壁の塗装なども一新され来客応対
やセキュリティ面で一層の充実がはかられ
ました。いよいよ夏季休暇が始まります。海や
山、お祭り、花火大会などのイベントに参加
される方は、事故・ケガのないように気を付けて
お出かけ下さい。

編 集 後 記

３リットルと５リットルの水が入る容器があります。

２つの容器を使って正確に4リットルの水を量り取ってください。

マッチ棒を2本移動させて
正方形を7つ作ってください。

問題！

先
答

先先
答

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。

３リットルと５リットルの水が入る容器があります。

２つの容器を使って正確に4リットルの水を量り取ってください。

マッチ棒を2本移動させて
正方形を7つ作ってください。

問題！

答答答

 

容器に入った水は何回捨ててもかまいません。量り方は何通りかあります。

 
❷ 

➐ 

➏ 
➍ ➌ 

➊ 
➎ 

写真決定!!
撮影者  
  　　竹内より子 さん

表紙写真 ( 題名 )
  雨降る 四谷の千枚田

撮影場所
  　 新城市四谷230

撮影時の一言エピソード
以前、訪れた時は10月頃で稲刈り
も終え、寂しい景色でした。
今回は、田植えも終わり青々とした
早苗が見たくて出かけました。
小雨の中での撮影でしたが、霧も
出ており、風情があってとても
きれいな景色でした。日本の棚田
百選にも選ばれています。

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】201５年10月16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。

僕のオフメシは、刈谷駅北口から徒歩
3分圏内にある『日南家(ひなや)』という
お店です。
外観、内観ともに落ち着ける雰囲気に
なっています。鳥料理がメインのお店で
すが、店主さんが食材にかなりこだわって
おり、正直何を食べても美味しいですが、
『鳥刺し』は絶対オススメです。鳥刺し
三種盛、自家製白菜の漬物、芋焼酎、

この3つがあればお酒が好きな方は幸せになれます。(笑)
気の知れた友人などとカウンターでゆっくり過ごすのがオススメです。

次回は、  試作部 試作１課　鈴木友明さん  よろしくお願いします。

渡邊 裕貴さん
 氏名

オフの日もお酒！！
試作部 
試作1課

テーマ

試作部生産管理課  尾方梨紗

次回は、  試作部生産管理課 中家豊和 さん  よろしくお願いします。

　私が最近ハマっている事をお話しします。
1つ目はダーツです。実は数年前からやっていて、
Myダーツも持っています。だがしかしっ！かなり
下手くそなので練習して上手くなりたいです。

　もう１つはフィギュア集めです。私は漫画や
アニメが好きで、よく観ているのですが、遂に
フィギュアにも手を出してしまいました…。
『ONE PIECE』や『ジョジョの奇妙な冒険』
などのフィギュアを集めていますが、特に今
ハマっているのは『ドラゴンボール』です。棚に
飾ってニヤニヤしながら眺めています(笑)
全部集めることはできないので、好きな
キャラクターを少しずつ集めていきたいです。
(ダーツカードも色々な種類があるなか、ドラ
ゴンボールのカードを選んじゃいました！)
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