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BSとの対面BSとの対面BSとの対面

組付作業では、慣れないペンチを使っての作業で
筋肉痛になりましたが、工夫しながら作業をして
いくうちにコツが掴め、作業スピードも上がりました。

カーエアコンの快適性向上技術で、暑がりの人や
寒がりの人それぞれの人に合わせた温度に調節
できる技術に驚きました。

入社前から気になっていたBS制度ですが、
交換ノートを通して、先輩からアドバイスを
いただいたり、楽しい話もできました。

クリーンセンターではクレーンでごみを掴み焼却炉に
入れるところを見せていただきました。有害物質を
外に出さないように燃やす温度を高温にするなど
の工夫がされていました。



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。

5．西の浜クリーンアップ活動予定
　 (環境ボランティアサークル亀の子隊)

8月18日(土) 19:00～20:15
開催場所：刈谷市総合運動公園

9月1日(土)～30日(日)
10月1日(月)～7日(日)

準備月間　
本 週 間

10月上旬

11月上旬～中旬

1．刈谷わんさか祭り2018
　 花火大会(当社も協賛)

2．市立中学校特別支援学級 職場体験学習

3．市立中学校普通学級 職場体験学習

4．全国労働衛生週間
【今年のスローガン】
『こころとからだの健康づくりみんなで進める働き方改革』

9月16日(日)
10月21日(日)
11月18日(日)

9月度
10月度
11月度

『Ｓ（すごく）Ｎ（長坂）Ｓ（社内報）映えする写真』大募集！！
かわいいペットや素敵な場所、奇跡の一枚など、どんな写真でも構いません！
ＳＮＳ映えする写真を募集します！！たくさんのご応募をお待ちしております！

参加賞はもちろん、
最優秀賞に
選ばれた方には
素敵な景品を

ご用意いたします！！2018年9月10日（月）～2018年9月28日（金）
食堂・更衣室前に掲示しますのでご確認ください。

応募期間

応募方法

組織変更のお知らせ

　試作部 試作１課が、自動車用冷暖房機器の試作品を主に製作する
1係と、組付・検査治具を製作する2係に分かれ、『1課2係体制』と
なりました。
この度の組織変更によって、拡大傾向にある組付・検査治具部門の
一層の成長が見込まれるとともに、作業効率の向上とコスト削減が
大いに期待されるところです。
　なお、2係の係長には二宮章広さんが、リーダーには松本孝政さん
が就任いたしました。

変更前 変更後

試作部 試作部

試作 1 課

1 係

試作 1 課

2 係1 係

2018年4月1日付けで組織が一部変更となりましたので、皆さまにお知らせいたします。
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管理部 総務課　松井 萌さん

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

『あなたのストレス解消法を教えて～！！』1

！

今回の

テーマ

　私の最近のストレス解消法は、日本100名城を巡る
ことです。
　2年前から登城スタンプを集め始め、現時点で25城
を巡りました。石垣・城郭マニアな私は、天守よりも石垣
に癒されます。重機が無かった当時、どのようにして石
を運び入れ、積み上げていたのかを想像していると、
あっという間に時間が過ぎます。足軽兵の気持ちになっ
て城郭を見て周るのも、楽しみ方の一つです。

　最近のおすすめの城は、奈良
県にある日本三大山城の一つ、
『高取城』です。
天守はありませんが、苔むした
石垣はまるでラピュタの神殿の
ようで壮大でした。

管理部 総務課　大久保 雅章さん

　私のストレス解消法は、ショッピングを
することです。
買い物をすることがとても好きで、もち
ろん購入もしますが、ほとんどがウィン
ドウショッピングです。
 見たり、試着したりするのがとても楽し
くて、私にとっては良いストレス発散法
方になっているのではないのかなと思
います。買うことでストレスを発散する
事もないのでお財布にも優しいです(笑)

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, NONN LIF

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

♪

苔むした
の神殿の

～

なばなの里です。

 製造部　製造1課　加藤真未さん ＴＯＹＯＴＡ 『AQUA』です。

Ｑ１ 現在の愛車は？

印象深いエピソードは？

通勤メインで乗っていて、1ヵ月以上ガソリンがもったことです。
以前の車は2週間ごとに入れていたのでびっくりしました。

Ｑ3

製造部
今回のオーナー

燃費の良さと特別仕様車でいろいろ
付いていて得だったからです。

今まで車で行ったことのある一番遠いところは？Ｑ4

携帯で指定した時間、場所に自動で来てくれる機能があったらいいですね（笑）

今後車にどんな機能・性能が欲しいですか？Ｑ5

Ｑ2 購入時のこだわりを教えて下さい！！
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～ある編集者のつぶやき～
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編 集 後 記

本格的に暑くなりました。各自で水分補給など熱中
症には十分に注意をして下さい。

私は暑さにイライラしてしまうタイプなのですが、最
近友人からアロマディフューザーを貰いアロマを焚
き、日々リフレッシュしています。

植物や果物などを抽出させて作りだした精油の香り
はとても良くリラックス効果があります。精油にはた
くさんの種類があり、自分の好みを見つけるのは大
変ですが、実際に匂いをかぎながら選ぶのはとても
楽しいです。

色々な香りがあるので自分の好きな香りをブレンドして
自分だけのオリジナルの香りで焚く事も出来ますよ。

始めたばかりなのでこれからが楽しみです。

次回は50回号を迎えます。次回号もお楽しみに！！

先回号の

答え
先回号の

答え
先回号の

答え
マッチ棒を2本動かして
動物の名前を作って下さい。

【問題】
左右のマッチ棒を下の場所に置くと
『 I N U（犬）』になります。

【正答】

『三河弁』とは愛知県三河地方で話されている方言で、
大きくは西三河と東三河に分かれます。名古屋弁と比べ
ると知名度の低い三河弁ですが、かの有名な徳川家康も、
もしかしたら三河弁を使っていたかも！？
本コーナーでは当社がある西三河地方の方言をみなさんにご紹介します。

目指せっ！！三河弁マスター！！

西三河

Lesson１(初級編 )『 ～りん 』【命令形】

『このまんじゅう美味しいから、
 はよ食べりん！！』

意　味

使用例

『 ～しなさい 』
 動詞の連用形に『りん』を付けて軽い命令形を作ります

 (このまんじゅう美味しいから、早く食べなさい )

す

写真決定!!
撮影者 　　　　
　 　久米 弘美 さん

表紙写真(題名) 　　　　
　 『 万燈祭りにて 』

撮影場所  　　　　
　 　刈谷市

撮影時の一言エピソード

友達の息子が若頭をする
とのことで何年か振りに
万燈祭に行きました。 
ちょっと見学のつもりが各町内で知り合いに会い、会う人会う人
にお酒を振る舞われ、酔ってしまいました！見学のつもりが知り合
いとの飲み会になってしまいましたが、楽しかったです。

ご協力　ありがとうございました。

次回は秋号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10月12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、  　製造部　生産管理課　森村 藍翔さん  よろしくお願いします。

竹内　より子さん
 氏名

野菜たっぷりランチ
管理部
経営管理課

テーマ

私のオフメシは、碧南市にある「農家れすとらん葉菜の舎」。地元で採れた野菜
を中心とした、バイキング形式のお店です。メニューが豊富でやさしい味が私の
お気に入りです。野菜のかき揚げ、煮物、和え物、ピザ、スパゲティ、サラダ等々、
ついつい取り過ぎてお
腹一杯。でも食後のデザ
ート（アイスクリーム、ぜ
んざいなど）もしっかり
いただきます。

製造部 製造1課   深谷志保  さん

次回は、  試作部 生産管理課　押切 忍 さん  よろしくお願いします。

私が、今ハマっている事は、いつでもどこでも野点籠（のだてかご）を持って
出掛ける事です。
　野点籠は、お抹茶道具が携帯用になっている籠の事です。いつでもどこで
も野点籠を持って出掛けられるのが私の楽しみです。お花見の時も、旅行に
行く時も友人の家へ遊びに行く時も持参しています。外でお湯を沸かしたり
する時もあります。旅行先でお抹茶を点てて一服する事が楽しみです。ピク
ニック気分でワクワクします。
特に旅行先でご当地の和菓子
を頂きながら一服するのが最高
です。
　今は、和菓子と抹茶の香りが
私の癒しです。


