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社長講話社長講話

入社式当日はとても緊張しました。社長がおっしゃった
『自分が幸せになりたい！』と思う事や、一日一歩づつ進んで
己を成長する事を目標に毎日努力していこうと思います。
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新入社員紹介
2019年

⑥仕事を覚えて、分からない
部分はきちんと聞く

   作業で工夫しながらテキパキ
こなせるようにする。

①知立高等学校
②お菓子作り、
　YouTube を見る事
③たまご焼きを上手に作れる事
④ゆーみん
⑤たまご焼き、サーモン

質問内容

４月１日より、3名の方が入社されました。
おめでとうございます！！

①刈谷東高等学校
②絵を描く事
　ものづくり（レジンで
　アクセサリー作り等）
③ものづくりができること
④ゆいちゃん、先原ちゃん
⑤いちご、お寿司、チーズ

⑥仕事に慣れる事
　『なくてはならない人』になる
為に一日一歩づつ進むこと

①出身校は ?
②趣味は ?
③自慢できること
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初めてのお給料はどうしますか？

①啓明学館高等学校
②絵を描く事、音楽
③好きな事には集中力が
　あがる、絵を描くこと
④はる、はるちゃん、
　さっきー
⑤フルーツ

⑦半分貯金、残りは家族と食事、
母と妹の誕生日プレゼントを
買います。

⑦家族をごはんに連れていく

⑦自分が使う金額を決めて、
余ったお金は貯金する

⑥遅刻、早退、欠勤しない
　目標を持って毎日成長できる
ようにする。



神部 大成
かんべ　たいせい

山田 息吹
やまだ　いぶき

1月入社

2月入社
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質問内容質問内容

試作部試作1課に2名の方が入社されました！！
宜しくお願いします！！

①趣味は ? ②自慢できること
③ニックネームは ? ④好きな食べ物は ?
⑤抱負を教えて下さい。

①カラオケ、少しアニメと映画、遠出
②すごく健康的
③これといって無いので呼びやすい呼び方で大丈夫です。
④炒飯、ピザ
⑤すごくネガティブなので考え方をなるべくポジティブにしていけたら良いなと思います。

①ゲーム、アニメ、YouTube、音楽鑑賞
②好きな物事に集中して取り組めること
③小、中学生の時は『ブッキー』と呼ばれていました。
④数の子、レモン、からあげ、グラタン、ポテトサラダ、リンゴ
⑤自分は、粉末造形に関する知識がゼロで、社会人としても未熟者ですが毎日の仕事から
　しっかりと学び、一つ一つを丁寧にこなし粉末造形の担当の 1人として仕事をこなして
　いけるように努力していきたいと思っています。

月入社

試作部試作1課に2名の方が入社されました！！
宜しくお願いします！！

①カラオケ、少しアニメと映画、遠出
②すごく健康的
③これといって無いので呼びやすい呼び

中途採用者紹介中途採用者紹介

はじめは手や腰が痛くなって
次の日に筋肉痛になりましたが、
慣れてくるとコツをつかめるようになり、
スムーズに取り組めるようになりました。

新就職者激励ボウリング大会2019新就職者激励ボウリング大会2019

大﨑さん優勝！！　
木藤さん3位！！　

渡刈クリーンセンターでの見学を終えて、
改めてごみの分別は大事だと思いました。
また、オゾン層の破壊についてみんなで話し合い
環境について深く考えることも出来ました。



２０１9
年    度

本年度の会社方針説明会が、
4月3日（試作部） 4月5日（製造部）の日程で
執り行われました。

愛知県知事表彰受賞愛知県知事表彰受賞
おめでとうございます！

会社案内を　　　　　　 しました！会社案内を　　　　　　 しました！

 

◆永年勤続優良従業員表彰◆
（主催：一般社団法人愛知県鉄工連合会）

　2018年11月27日(火)に『第59回 愛鉄連優良従業員
表彰式』が執り行われました。
　当社からは、会社の推薦により、勤続20年の製造部
若山 満さんが愛知県知事の名前で表彰を受けました。
表彰式には業務多忙の為出席できませんでしたが、
後日、長坂社長より、表彰状と記念品が授与されました。

この度、会社案内 (企業パンフレット )を
大幅にリニューアルしました！
主に採用活動で使用することから、先輩社員メッセージや、
作業風景写真をメインで取り上げ、職場の雰囲気が伝わる
会社案内へと仕様を変更しました。
なお、会社案内制作にあたって、多くの方に撮影にご協力を
いただきました。
この場をお借りし御礼申し上げます。
ご協力ありがとうございました！！

リニューアルリニューアル

Before After

2018年度社内表彰者            　　　　　　　　　  (敬称略）

年間カイゼン優秀賞

年間件数優秀賞

松井崇さん
（試作部）

城殿勇史さん
（試作部）

加藤璃奈さん
（製造部）

浅田美帆さん
（製造部）

小林美稀さん
（製造部）

中家豊和さん
（試作部）

押切忍さん
（試作部）

《カイゼン提案》

勤続30年

勤続10年

小林浩さん
（試作部）

三浦丈治さん
（試作部）

竹内より子さん
（管理部）

五十嵐仁美さん
（製造部）

加藤伸隆さん
（試作部）

久米弘美さん
（製造部）

久米弘美さん
（製造部）

脇坂幸奈さん
（製造部）

《永年勤続》
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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。

『長坂ふれあい広場』Vol.50の発行が遅れてしまい、社内報制作にご協力いただきました皆様、
ならびに発行を楽しみにして下さっていた皆様にご心配とご迷惑をお掛け致しました。

この場を借りてお詫び申し上げます。

尚、秋号で紹介を予定しておりました永年勤続表彰につきましては、今回号でご紹介させていただきます。

管理部　総務課

―  お 詫 び  ―

1．社外クリーン活動
  （雨天時は延期）

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19日(日)
6月度　6月16日(日)
7月度　7月21日(日)

5月14日(火)

6月3日(月)～6月14日(金)

6月3日(月)～6月14日(金)

7 月 3 週目 ( 予定 )

5．全国安全週間 準備月間　6月1日(土)～30日(日)
本週間　　7月1日(月)～7日(日)

このコーナーでは皆さんから投稿いただいた S(すごく)N(長坂)S(社内報)映えする写真を紹介します! !

いいね！

『おっさん座り』
久米弘美さん

『丸い虹』
森村藍翔さん

『シャチ』
五十嵐仁美さん

『おつりはカエしません』
大久保雅章さん 『私は誰でしょう ?』

入 賞

＃ ユーモア賞

大 賞
募集期間が短期間だったのにも関わらず、

たくさんの従業員の方から写真を
提供いただきました。

ご応募ありがとうございました。
それでは、結果発表です！！

なお、大賞は編集者の独断と偏見で
決めさせていただきました。

長坂ふれあい広場 春号5



～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

皆様、お久しぶりです。
『長坂ふれあい広場』も50回号を迎え、季節も春
になってしまいました。
そしてそして、新元号が『令和』に決まりましたね！
皆様、『令和』の印象はどうでしたか？そんな話題の
元号について少し調べてみました。そしたらなんと
昔は元号を変えるタイミングが今とは全然違って
おり、コロコロと元号を変えていた為、今までに
231個も元号があるみたいですよ！
全然知らなかったです！！！私たちが知っている元号
はその中の一部でしかないんですね。
これからはきっと『平成っぽい』と言われる事が多く
なるかもしれないですね(笑)

いよいよ待ちに待ったGWが始まります！皆様
しっかりとからだを休めて、リフレッシュして下さい。
ケガや事故には十分気をつけて楽しい連休をお過ごし
下さい。

5月からも頑張りましょう。

『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

Lesson2( 初級編 )『 ～まい 』【助動詞】

『歩きだとえらいで車で行こまい』

意　味

使用例

『 ～しようよ 』
標準語では打ち消し (否定 ) で使いますが、
三河弁では勧誘表現で使います。

 ( 歩きだと疲れるから車で行こうよ )

『今日はさぶいで鍋にしよまい』
 ( 今日は寒いから鍋にしようよ )

撮影者 　　　　
　 　松井 萌 さん

表紙写真(題名) 　　　　
　 『 お堀と桜 』

撮影場所  　　　　
　 　滋賀県彦根市　
　　 彦根城周辺

撮影時の一言エピソード

彦根に行くことが多い私ですが、彦根の桜を見るのは初めてで彦根城

のお堀と桜の景色はずっと見ていられるくらいとても綺麗でした。

花見をしながら彦根の名物を食べてとても良い休日を過ごせました。

来年もまた行きたいです。

次回は夏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】2019年7月26日（金）まで 【提出先】総務課 大久保・松井まで

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 製造1課　吉澤 結菜さん  よろしくお願いします。

私のオフメシは、蒲郡市にあるお好み焼き、もんじゃのお店『すこやか』です。
落ち着いた雰囲気の中ゆったりとした
イスで熱々の広島焼とミックスもんじゃ
を食べました。
カリカリでもちもちな麺の広島焼は特に
オススメです。1つでお腹いっぱいになり
ます！
リーズナブルなお値段で、最後まで温かい
まま食べられ、ソファーのようにゆったり
と腰をかけられるのできっと誰でも満足
いくのではないでしょうか！！
まずは、検索！検索！

試作部 生産管理課   押切 忍  さん

次回は、   試作部 生産管理課　小林 浩 さん  よろしくお願いします。

　動物が好きなので、昔から色々な動物を家で飼ってきました。今まで飼ってきた
動物の中で特に印象に残っているのは『プレーリードッグ』を飼っていた事です。
『プレーリードッグ』はウサギ科の生き物で、鳴き声が犬に似ている為『ドッグ』
という名前がついていますが、見た目のどこにも『犬』な部分はありません。飼って
いる人も少なく、私もテレビか動物園でしか見たことが無くて、また動物病院の先生
ですら知らない人がたくさんいました。人懐っこく、飼いやすいと聞いていたので
すが、何故か私はよく引っ掻かれたり噛まれたりして
いました。それでも機嫌が良いと触らせてくれたり、
遊んでいる姿が可愛くて、ずっと見ていられるなと
ほっこりしていました。寿命は7～8年と言われていて、
飼い始めて7年くらいで何の前触れもなく突然
亡くなってしまいました。今ではふつうに見かける
事も少なくなってしまったので、時々テレビでみると、
噛まれた思い出とともにとても懐かしい思いがして、
また飼える事があったら飼ってみたいなと思います。

、季節


