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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2017』
(刈谷市雇用対策協議会主催)に出場

２０１7年２０１7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

久留主 志歩
く　る　 す　 　し　ほ

新入社員
受入教育

新入社員
受入教育

４月１日より久留主志歩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 刈谷東高等学校
② ゲーム、アニメを見る事、絵を描く事
③ 絵、スヌーピーグッズの数
④ 特にないので志歩ちゃんと呼んでもらえたら嬉しいです。　
⑤ からあげ、オムライス、ハンバーグ、エビ
⑥ 社会人になったんだという自覚を持って
　 生活したいです。
⑦ 家族とご飯を食べに行きます。

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、

(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
トヨタ車体いなべ工場

① 座　学

② 実　習

③ 見　学

④ その他

学
座

て

社長講話社長講話

BSとの対面BSとの対面

品質・環境マネジメント
システム教育

品質・環境マネジメント
システム教育
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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)の五十嵐さん、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、久留主さん１か月間の実習お疲れ様でした！！

組付作業組付作業組付作業

乾燥剤挿入作業乾燥剤挿入作業乾燥剤挿入作業

圧力検査圧力検査圧力検査

習
実

学
見

他
そ
の

自分で実際に製品を作ることで、
達成感を味わう事が出来ました!

デンソーギャラリーデンソーギャラリーデンソーギャラリー

新就職者激励ボーリング大会2017新就職者激励ボーリング大会2017新就職者激励ボーリング大会2017

豊田市渡刈
クリーンセンター
豊田市渡刈

クリーンセンター
豊田市渡刈

クリーンセンター



２０１7
年    度 会社方針 開催される説明会

本年度の会社方針説明会が、

4月10日(試作部)、11日(製造部)の2日間にて執り行われました。

今年は、中期経営計画(3ヵ年計画)の初年となりますが、経営ビジョンの

7つの重点項目は、昨年度より引き継がれ、最終目標を達成するための

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。

会社方針説明会次第
　　一、開会のことば
　　一、2017年度会社方針について
　　　 （背景・取り組みの重点など）
　　一、各部マネジメントプログラム説明
　　一、各部の総括（部長の決意表明）
　　一、全体総括（長坂社長）
　　一、閉会のことば
2016年度社内表彰
　　一、永年勤続20年表彰
　　一、カイゼン提案表彰

長坂社長

石井専務

試作部　斉田部長

試作部　石井課長 製造部　若山課長

試作部　池田次長

製造部　蟹江課長代理

試作部　斉田部長 試作部　池田次長

2016年度社内表彰者            　　　　　　　　　  (敬称略）
《永年勤続》

永年勤続20年（試作部）

年間カイゼン優秀賞

年間件数優秀賞

池田 彰彦

松井 崇
（試作部）

久米 弘美
（製造部）

押切 忍
（試作部）

大瀬良 美千代
（製造部）

五十嵐 仁美
（製造部）

加藤 璃奈
（製造部）

城殿 勇史
（試作部）

中家 豊和
（試作部）

酒井 博司

城殿 勇史

松井 崇

浦 哲哉 小竹 重好  石井 孝典 奥村 彰英

《カイゼン提案》

永年勤続表彰 カイゼン提案表彰

取り組みの重点

全体総括

各部マネジメントプログラム説明
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このコーナーでは、皆さんの愛車への
こだわりや印象深いエピソードなどを
ご紹介します。

～NO CAR, NO LIFE～～NO CAR, R ONONO LIFE

one's 
own carone's 
own carone's 
own car♪

♪

まだ買って日も経っていないのでそれほど遠くまで行った事がないですが、そのうち行きたいです。

次回は、試作部 生産管理課 押切 忍 さんの愛車をご紹介します。

試作部 試作1課  柴田 将宏 さん ホンダの『Ｎ-ＯＮＥ』です。

Ｑ１ 現在の愛車は？

印象深いエピソードは？

ガソリンスタンドでオイル交換している時に、赤色は手入れが
大変だと言われてから洗車には気を使うようにしています。

Ｑ3

試作部
今回のオーナー

特にこだわりはなかったのですが、ディーラー
で見たときにいいなと思い購入しました。

今まで車で行ったことのある一番遠いところは？Ｑ4

Ｑ2 購入時のこだわりを教えて下さい！！

 

Road Station

愛知県岡崎市 『 NEOPASA岡崎 』

次回は、試作部 生

RRoad Station

愛知県岡崎県岡崎市『 NEOPASA岡崎 』

前略 道の駅より

管理部 総務課 松井 萌 さん紹介者

番
外
編

上下線集約型のＳＡですが、上り下り線で外見が全く違う
のでぜひ両方見てみて下さい！写真は、上り線側です。

おかざえもんグ
ッズコーナーも

大充実！！
フードコートには、名古屋名物の『矢場とん』
や岡崎に本店がある『大正庵釜春』など
東海地方の名物が食べられますよ。

お土産コーナーも岡崎感満載でした。
試食もたくさんあり大満足！！

今回は、番外編という事で昨年岡崎にオープンした新東名高速道路岡崎ＳＡ『NEOPASA岡崎』へ行ってきました。
一般道からも行く事が出来るのでおすすめです。
お土産コーナーはもちろんですが、テイクアウト出来るグルメもたくさんあって、見ているだけでも楽しむ事が出来ました。
                                                     さらに屋上には子どもが遊べるスペースなどがあり、施設内がとても充実していました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　   高速道路を利用した際にぜひ立ち寄ってみて下さい。

『NEOPASA 岡崎』（上下線集約）〒444-2109　愛知県岡崎市宮石町六ッ田10-4

お知らせコーナーお知らせコーナーお知らせコーナー 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。

1．社外クリーン活動
 （雨天時は社内クリーン活動）　

2．所得証明書提出（関係者のみ）

3．特別支援学校（高校生）
　 職場体験学習

4．EMS内部監査

6．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月度　5月21日(日)
6月度　6月18日(日)
7月度　7月17日（月）

5月16日(火)

6月1日(木)～6月15日(木)

6月5日(月)～16日(金)

7月4週目(予定)

5．全国安全週間 準備月間　6月1日(木)～30日(金)
本週間　　7月1日(土)～7日(金)
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新年度がスタートしました。
桜もあっという間に散り、もうすでに暑いくらいですね。

春といえば暖かく、過ごしやすいので天気の良い休日
は予定が無くても外へ出かけたくなる私ですが、毎年
この時期になると苦しめられるもの、そうです『花粉症』
です。病院にかかるほど重症ではありませんが、
ティッシュ・マスク・目薬は欠かせません。私にとって
は防具です。国民病ともいわれる花粉症ですが患者
数は３人に１人の割合だそうです。たくさんの人が苦労
している事が分かりますね…。

いつから花粉症なのかも覚えていませんが、これからも
ずっと花粉とは戦う事になるので頑張って対抗してい
きたいと思います。（泣）

話は変わりますが、もうすぐ長期休暇（ＧＷ）に入ります。
皆さんはもう予定がびっしりと埋まっているのでは
ないでしょうか。楽しい思い出話を『長坂ふれあい
広場』でご紹介していただける事を楽しみにお待ち
しております。

良い連休をお過ごし下さい。

～ある編集者のつぶやき～

長坂ふれあい広場 春号６

編 集 後 記
～

『目』＝  4　『鼻』＝  9  『口』＝ 
  　　に入る数字はなんでしょう?

問題！

先回号の

答
先先回号の

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。

【ヒント】
感覚を研ぎ澄まして考えていただくと答えに近づきます。

うーん、なにがはいるの…？

うー
なにに入る数字はなんでしょう?

回号号号号号ののの

答答答

【ヒント】
感覚を研ぎ澄まして考えていただくと答えに近づきます。

の ？

ます。

?

        に入るアルファベットは
なんでしょう?
?

?

S G

Ｍ A ?
正解は…『 S 』でした。
アルファベットはそれぞれの県の頭文字を表しています。
左上のSは滋賀県、Gは岐阜県、Mは三重県、Aは愛知県
です。愛知県の右隣は静岡県なので、『S』が入ります。

写真決定!!
撮影者 　　　　
　 深谷 志保 さん

表紙写真(題名) 　　　　
　 『 桜色 』

撮影場所  　　　　
　 刈谷市 亀城公園

撮影時の一言エピソード

4/8　曇りで雨が今にも降りそうな天気でしたが、
姪と一緒におにぎりとお菓子を持って出かけました。           
桜の木の下でおにぎりを食べ、桜を見ながら野点をして
わらび餅とお抹茶を堪能しました。　  
途中で小さな檻があり、中に孔雀が5羽もいました。
2羽が一生懸命羽を広げあって華やかで見入ってました。

ご協力　ありがとうございました。

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】2017年7月12日（水）まで 【提出先】総務課 深谷・松井まで

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。

次回は、  試作部 試作1課　菅 千登勢さん  よろしくお願いします。

鈴木　竜一さん
 氏名

伊勢名物と名古屋名物
試作部
試作1課

テーマ

今年私は、本厄を迎える事になりました。
そこで、同年会で伊勢神宮へ厄払いのご祈祷
に休日を使って行かせてもらいました。
その時、昼食で名物伊勢うどんと手こね
寿司を食べました。
久しぶりでとても美味しかったです。
ちなみに、私の娘は名古屋名物のスガキヤ
らーめんが大好きです。
ハートのねぎが入った奇跡
の一枚が撮れたのでご覧
ください。

製造部 製造1課   山本 美津子  さん

次回は、  製造部 製造1課　小林 美稀 さん  よろしくお願いします。

こんにちは、皆さんは自分の体の事を考えた事は
ありますか？
私は５０歳まではどこでも眠れていましたが、50歳を
過ぎた頃から寝つきが悪くなり、どうしたのだろうと
心配になって、近所の漢方薬の専門店へ相談に行き
ました。

『じゃあまず血圧を測りましょう。』と言われ、測って
みると、上が180、下が105だったので、もうびっくり
しました。お店のすすめで『松寿仙』を飲み始めて16年
になりますが、今では血圧も安定しています。それに
７年前から『血圧の薬も飲まなくていいですよ』と先生
に言われました。６５歳を過ぎても若い人たちと一緒に
仕事ができる事に幸せを感じています。
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