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1. 配属された新入社員は今…
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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～

　久留主さんは、１ヵ月の実習を終えて製造部 製造１課に配属
されました。配属されて２カ月が経ち、少しずつ仕事にも会社に
も慣れてきた頃だと思います。
そんな久留主さんにいくつか質問をしてみました。

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？
抜けましたが、社会人という実感はまだないです・・・。
少しだけ大人に近づけたかなという感じです。
抜
少

自分で工夫し改善している事は、何かありますか？
まだ仕事をするのに精一杯なので、
これから工夫し、改善できることを見つけたいです。

会社での担当する仕事にはもう慣れましたか？
慣れましたが、まだ分からない事だらけで
不安はあります。

Q1 新入社員の仕事振りはどうですか？
仕事の覚えも早く、新しい品番でもバリバリこなしています。
早くもベテランさんの様な動きで本当に新入社員かな？と思うほどです…。

Q2 仕事以外ではどのような事を
話し合ったりしますか?
趣味の話や最近あった出来事など
いろんな事を話しています。

Q4 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。

Q3
久留主さんにお勧めする
あなたのストレス解消法を教えて下さい。

会Q2

Q3

初任給はどのように
使われましたか？

家族とご飯を食べに行きました。
残りは、貯金と趣味に使いました。

Q4 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。
目標は、今より早く1日にたくさんの
製品を作りたいと思っています。

Q5

配属職場の先輩にお伺いしました 先輩 ： 製造１課　五十嵐仁美さん

色々な品番を覚えるのは大変
だと思うけど、出来る仕事が
多いのは必ずプラスになるので、
この調子でこれからも頑張って
下さい。

美味しいものを食べて
ひたすら趣味に没頭して
います。
カラオケに行って
6時間くらい熱唱すれば
ストレスも吹っ飛びます。

GOOD!

ないです・・・。す・・・。です・・・。
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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 ONOO LIFE

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

神戸に行きました。

試作部 生産管理課  押切 忍 さん ヴィッツです。

Ｑ１ 現在の愛車は？

印象深いエピソードは？

前のヴィッツで15万ｋｍ、今のヴィッツで10万ｋｍを乗っていますが、
特に調子が悪くならないので、すごいなと思います。

Ｑ3

試作部
今回のオーナー

前の車もヴィッツだったので、乗り慣れている
車にしました。

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！！

コーナーは続きます！

の
を

～

ヴ

現現在在の愛車は？現在の愛車は？現在の愛車は？現在の愛車は？

ふん　 　 とう　　　 きふん　 　 とう　　　 きふん　 　 とう　　　 き
子育て

『 子どもの成長に感激！！』

今回ご紹介するのは… 試作部 試作１課　鈴木 友明さん

僕には、４歳になる娘と１歳の息子がいます。
普段はなかなか育児を手伝うことが出来ないの
ですが、休日は家の近くの公園に遊びに行った
り、２人をお風呂に入れたり、出来る限り育児
の手伝いをするようにしています。
最近は、４歳の娘がひらがなを読めるようになったので、今度は
ひらがなを書けるようにちょっとずつ教えています。

その結果、自分の名前と、僕の名前は書けるように
なり、少しずつですが、成長を感じる事が出来て
いるのが嬉しいです。
１歳の息子も歩くようになり、１日１日子どもが成長
する姿を楽しみながら育児を手伝っています。

このコーナーでは、仕事をしながら子育てを頑張っている
パパ・ママの奮闘記を紹介していきます！！

次回は　試作部 試作 1 課　加藤 伸隆さんの奮闘記をご紹介します。
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one's 
own carone's 
own carone's 
own carcararcar

普段は半径5ｋｍ以内の移動ですが、１度だけ岐阜県の池田温泉へ遠出しました。

次回は、製造部 製造1課  山下 達也 さんの愛車をご紹介します。

製造部 製造１課  
吉野 幸子 さん

ダイハツ ミラココア です。
Ｑ１ 現在の愛車は？

印象深いエピソードは？

買った当時は、同じ車に出会う事がほとんどなく、たまに出会うと
じ～っと目で追っていました。

Ｑ3

今回のオーナー

丸っこいフォルムに、水色と白のツートン
カラー、店頭展示車を見て、一目ぼれして
即買いしました。

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！！

owowoowno nown can caown car

part.2part.2part.2

印象深いエピソ ドは印象深いエピソ ドは？印象深いエピソ ドは？印象深いエピソ ドは？Ｑ3

優勝者インタビュー ！！優勝者インタビュー ！！
ウルトラマラソンウルトラマラソン

マラソンを始めた
きっかけは？

製造 1 課所属の松野真帆さんが、先日行われたウルトラマラソンで
見事、優勝されました！おめでとうございます！
なお、松野さんよりコメントを頂戴しました。

マ

ここで質問！！ここで質問！！ここで質問！！
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夏真っ盛りです。連日の猛暑に少しバテ気味ですが、先日、
暑気払いのため、ビアガーデンに行ってきました。

美味しいお肉と開放的な気分が味わえ、良い気分転換に
なりましたが、どうやら払ったのは暑気だけではないよう
で、ふと気が付くと、財布の中身も寒くなっていました。

ただ、そんな中でも食後のデザートは欠かせません。

この時期、無性に食べたくなるのが、『氷菓子』です。

かき氷など冷たいものを一気に食べたとき、『キーン』と
頭が痛くなりますが、この頭痛には変わった名前がついて
いて、医学的な正式名称は、『アイスクリーム頭痛』という
そうです。

かき氷を食べてなっても『アイスクリーム頭痛』

ソフトクリームを食べてなっても『アイスクリーム頭痛』

ネーミングにかなりの違和感を覚えますが、あの『キーン』
によって夏を体感する私でした。

さて、今回もなぞかけで締めさせていただきます。

『アイスクリーム頭痛』と掛けまして、『消費者金融』と解き
ます。その心は、

『氷菓子 ( 高利貸し)には十分注意しましょう。』

どうやらお後がよろしいようで…。

～ある編集者のつぶやき～
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編 集 後 記

に入る数字はなんでしょう?

新 体 操 － 平均台 = 2 
器械体操 － 鉄　棒 = 7

陸上競技 － 砲丸投げ = 1 
新 体 操 + 器械体操 + 陸上競技 = ? 

問題！

先回号の

答え
先回号の

答え
先回号の

答え

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】体の部位と関係があります。

競技 ?

2、1、7 …？

?

        に入る数字はなんでしょう??

?

正解は…『 3 』でした。
数字は五感を表しています。
『目』は視(4)覚、『鼻』は嗅(9)覚、
『口』は味(3)覚なので『3』が入ります。

?

『目』＝  4 『鼻』＝  9
『口』＝ 

写真決定!!
撮影者 　　　　
　 　松井 萌 さん

表紙写真(題名) 　　　　
　 『 瀬戸大橋 』

撮影場所  　　　　
　瀬戸大橋記念公園

撮影時の一言エピソード

初めて見る瀬戸大橋はとても
迫力がありました。
瀬戸大橋を渡るときに運転を
していたのでしっかりと
景色を見る事が出来なかった
のが少し残念です。 

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】2017年１０月１３日（金）まで 【提出先】総務課 大久保・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　横江 勝利さん  よろしくお願いします。

菅 千登勢 さん
 氏名

友だちとランチ
試作部
試作1課

テーマ

私が紹介する『 オフメシ ! 』は、安城市
にある『 " 海と畑の台所 " CocopeLLi 
Shrimp 』( ココペリシュリンプ )です。
友達とよくランチに行くのですが、今回
行ったお店は、地元のおいしい食材を
使い、ココロとカラダにやさしいごはん
屋さんです。

お店の外観と内観は、学校風になっていて
昔懐かしい雰囲気で落ち着きます。
誕生日会、食事会プチパーティなど、少人数
でも予約ができるそうですよ !!
ぜひオススメします。

屋さんです。

昔
誕

製造部 製造1課   小林 美稀  さん

次回は、  製造部 製造1課　浅田 美帆 さん  よろしくお願いします。

 私は最近、『バンドじゃないもん！』という
アイドルグループにハマっています。
　きっかけは、ある雑誌のモデルとしてメンバーの
恋汐りんご（汐りん）ちゃんが載っていたのがきっかけです。
　汐りんは、黒髪ツインテールと姫カットが似合うとても可愛い女の子で
一目惚れしました。それから『もっと知りたい！！』と思い、『バンもん！』
の音楽など全て調べ、リリースイベントやライブに行きました。
　まだまだ全部を知り尽くしていないのですが、『バンもん！』のメンバー
みんながてっぺんを目指していて今年行われたワンマンライブでは、全て
の会場が完売したのがすごく嬉しくて感動しました。
　これからもずっと応援していきたいと思えるグループです！！

　もう一つは、土日休みにロリィタを着て名古屋
に行く事です。ロリィタは高２の時から着ている
のですが、今も変わらず見ていても癒されるので
素敵なお洋服だなと思います。

ンバーの

次回は 製造部 製

ず 応援

に
の
素


	表紙
	P-02_HP用
	P-03_HP用
	P-04_HP用
	P-05_HP用
	P-06_HP用

