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～長坂54年の軌跡～
おかげさまで当社は、今年で創業 54 周年を迎えることができました。

そこで、今回号では『長坂 54 年の軌跡』と銘打ち、

1980 年代頃の当社に関わる写真をご紹介します。

西工場での作業風景

　右の写真は、1986 年 ( 昭和 61 年 ) 頃に撮影された

西工場の外観写真です。 西工場の隣には足場が組まれ、

中工場の一部が竣工途中であることがうかがえます。

この写真が撮られる１５年以上前の 1968 年 ( 昭和

43 年 ) には、日本電装㈱ ( 現在の㈱デンソー ) 冷暖

房部より、ウォーターホース組付の受注を開始して

いますが、8 0年代当時の組付治具は、現行の ABS

樹脂材ではなく、木材を加工して使用していたことが、

次の写真からうかがえます。

貴重写真発見！！《長坂には『野球部』が存在していた !? 》

　『ナイスプレー！！』と、今にも聞えてきそうな１枚です。

長坂にも軟式野球部があったことをみなさんはご存知でしたか?

当時を知る製造部製造 1 課所属の山下達也さんからうかがった話

によりますと、週に１度は定時後に集まって練習をしていたそうで、

時には刈谷球場を貸し切り、他の会社の野球部と試合をしたこと

もあるそうです。『球場で野球をすることは滅多にないので、

その日はテンションが上がったよ！！』、『野球に熱中

しすぎて薬指を骨折する人が続出した』など、興味深い

エピソードもうかがうことができました。時代とともに

長坂野球部も廃部となっていますが、部署の垣根を超えて

一緒の趣味に熱中されていた当時が、少し羨ましくもあります。

受注開始より 50 年近く経ちましたが、先人たちが培った

ノウハウが、現在の仕事にも脈々と受け継がれています。
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な つ の お も い で

この度、抽選の結果刈谷わんさか花火大会招待者席券を獲得された
𦚰坂さんに花火大会の様子と感想をお伺いしました。  

製造部 製造1課　𦚰坂 幸奈さん

いつ のな つ の お も い で

夏の思い出夏の夏の思い出
この度、抽選の結果刈谷わんさか花火大会招抽選の結果刈谷わんさか花火大会招の度、

𦚰坂さんに花火大会の様子と感想をお坂さんに花火大

製造部 製造1課　𦚰坂 幸奈さん

刈谷わんさか祭り2017に行ってきました。

8月19日に開催された『刈谷わんさか祭り2017』に行ってきました。
日中は晴れていて、夜も暑くなるかと思いきや、日が落ちると風も
出て涼しくなり、良い花火見物となりました。席は川沿いにあり
打ち上げられる花火に手が届きそうな距離で楽しませてもらいました。

この花火大会は、音楽と共に打ち上げる花火が目玉らしく
空高く上がる花火と、河川敷ぎりぎりに上がる花火が共演し
目の前が花火一色。大きな花火の細かいところまで分かり
なかなか味わえない体験をさせていただきました。遠くから
見るのも良いですが近くで見るのもオススメです。

♪あなたのポジティブソング♪♪あなたのポジティブソング♪♪あなたのポジティブソング♪♪あなたのポジティブソング♪
皆さんにも辛い時や、落ち込んだ時に聴く曲、聴くと元気の出る曲があると思います。
このコーナーでは、そんなあなたのポジティブソングを紹介していただきます！

私のポジティブソングは『DREAMS COME 
TRUE』 の『何度でも』という曲です。
『10000 回だめでも、10001回目にはなにか
変わるかもしれない…』というフレーズを
聴く度に、また頑張ろう…まだまだ行ける。
もっと頑張ってみよう！！
と思わせてくれる名曲
だと思います。

私が辛い時や落ち込んでいる時に聴くと元気
の出る曲は、『嵐』の『Happiness』です。
この曲はどんな気分の時に聴いても気分を
明るくしてくれる曲です。この曲以外にも
たくさん元気の出る曲があるので迷いました
が、私が音楽を好きになるきっかけとなった
曲なので私にとっては一番のポジティブ
ソングなのかなと思います。
落ち込んだ時などに歌詞を見ながら聴くと
気分が明るくなると思います！お勧めです！

試作部 試作1課　
杉本 明子さん
試作部 試作1課　
杉本 明子さん
試作部 試作1課　
杉本 明子さん

管理部 総務課
松井 萌さん
管理部 総務課
松井 萌さん
管理部 総務課
松井 萌さん
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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。

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

♪

の
ど

今回のオーナーＱ１ 現在の愛車は？

プリウス

Ｑ2 購入時のこだわりを教えて下さい！！

燃費の良さと、グレード

Ｑ4 今まで車で行ったことのある一番遠いところは？

乗り換えたばかりなので遠出はしていませんが、これから色々な場所に行こうと思っています。
いつか故郷の宮崎県まで行ってみたいと思います。

印象深いエピソードは？

プリウスを購入する前は、プリウスは運転が遅いというイメージが
あってあまり良い印象がなく、プリウスの後を走るのが嫌でした。
でも今は、自分も同じような運転をしているような気がします。燃費
を気にして急発進や急な加速が無くなって安全運転に繋がりました。

Ｑ3

製造部 製造１課  山下 達也 さん

～NO CAR, NO LIFE～

ふん　 　 とう　　　 きふん　 　 とう　　　 きふん　 　 とう　　　 き
子育て

『 お昼寝の時間 』

今回ご紹介するのは… 試作部 試作１課　加藤 伸隆さん

我が家で苦戦している事がお昼寝です。２人
の子どもがいるのですが、同時に寝る事はまず
ないので、普通に布団へ寝かすだけでは２人
ともハイテンションになってしまい、寝る事
はありません。そういう時は、2人を車に乗せて
ドライブに行きます。子どもが眠たくなってきた時を見計らって出掛けると、
１０分くらいもあれば、寝かしつけられます。その為、困った時に使う

とっておきです。たまに走った事がない道を
走ったりして新しい発見もあるのでちょっと
した楽しみでもあります。大変ですが、日々
楽しみながら頑張っています。

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！！
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朝、夜がとても涼しくなり秋を感じられる様になりました。
風邪をひかないように気を付けましょう。

秋といえば栗！！

私は『栗きんとん』が大好きです。昔は祖母の家で採れた
栗を使って自分で作っていましたが、滑らかな舌触りになる
まで濾すのがとても大変で、お店の味には程遠い栗きん
とんにしかなりませんでした（泣）

今は買って食べる事がほとんどですが、やはり栗きんとん
といえば岐阜県にある『川上屋』の栗きんとんが本当に
美味しいです。毎年食べていますが、この時期が待ち
遠しくて私の毎年の楽しみです。

他にもさつま芋やカボチャを使ったスイーツが多く登場
する秋は本当に最高ですよね。食欲の秋、今年もいよいよ
本格的に始まる予感がしています（笑）

そして、今年も残すところあと2ヶ月となりました。
あっという間です、時間が過ぎるのが早すぎて怖いくらい
です。
やり残す事のないように一日一日を大切に過ごして下さい。

～ある編集者のつぶやき～
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編 集 後 記

られる様

マッチ棒を2本動かして動物の名前を作って下さい。

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。

どれを動かそう…

【ヒント】身近な動物です。

どれ

近な動物で

        に入る数字はなんでしょう??

正解は…『 12 』でした。
□の中の数字は、漢字に含まれる
『口』の数です。

新体操は3つ、器械体操は7つ、

陸上競技は2つなので、足して12
になります。

?

写真決定!!
撮影者 　　　　
　 　深谷 志保 さん

表紙写真(題名) 　　　　
　 『 紅葉狩り 』

撮影場所  　　　　
　広夢山　定光寺（瀬戸市）

撮影時の一言エピソード

ニュースで紹介された『紅葉
スポット』が気になって出掛けました。　
定光寺は、重要文化財で国定公園内にあり、お散歩するにはちょうど
良い距離でした。紅葉はとても綺麗でした。途中、展望茶屋があり景色
も良かったです。お出かけするには、それほど遠くないので穴場
スポットです。紅葉時期お勧めです♪

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】2018年1月15日（月）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 生産管理課　小竹 重好さん  よろしくお願いします。

横江　勝利さん
 氏名

休日にゆったりと
試作部
試作1課

テーマ

休日にゆったりとした時を過ごしたいなら、
オススメのカフェがあります。名城公園
北にある『DEAN＆DELUCA』です。
ここは公園の中にある為、緑に囲まれ
ゆっくり過ごせます。街中にありながら、
喧騒を忘れさせてくれる場所です。
テニスや散歩の途中に立ち寄っても
良いかもしれません。屋外にはテラス
席もあり、これからの季節、心地よい風
がリラックスさせてくれます。大きな
ソファーもあり、子ども連れもOKです。

製造部 製造1課   浅田 美帆  さん

次回は、  製造部 製造1課　杉浦 舞子 さん  よろしくお願いします。

 私の好きなものについて紹介したいと思います。
　それは抹茶です。抹茶のお菓子やアイスなどを見つけたら、値段も気にせず
にすぐに買ってしまいます。
　抹茶は期間限定ですぐに無くなってしまうものが多い中、私が良く飲んで
いるのは『辻利 抹茶ミルク やわらか風味』という粉抹茶です。これは、勿論
ホットでも飲めるのですが、なんと水にも溶けて夏でも美味しく飲めるので
特にお気に入りです。また、ホットにプラスでマシュマロを２個入れると更に
美味しく飲めます。
　マシュマロはコーヒーや紅茶、ミルク、ヨーグルトなどに入れるのも結構
好きです。意外にも比較的低カロリー
で、肌に優しいコラーゲンで出来ている
ので、太ってしまう可能性は低いそう
です。飲み物に入れずに普通に食べる
事も好きです。


