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　計測機の一種で、立体を三次元的に計測できる測定機をいいます。
主な用途としては、自動車部品などの金型や各種機械部品、それらの試作
など立体物の三次元測定や、図面との差異の測定などに用いられます。
趣味のDIYであれば、材料の寸法取りにはメジャーや定規などを使用すれば
十分ですが、製品ともなりますとコンマ何ミリの精度が要求されます。
　試作部では、お客様からお預かりした図面やCADデータを元に試作品
を製作しますが、製作した製品がお客様が要求する精度を満たしている
ことを保証するためには、より高精度な計測機器が必要となります。
予てから使用していた三次元測定機は、他社に先駆け1985年(昭和
60年)に導入した設備でしたが、老朽化が進み、このままでは品質に影響
を及ぼしかねなかったため、
今回の入替えが決まりました。

　健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020年4月1日
より全面施行されます。
そこで、当社における受動喫煙防止対策としまして、2月24日より
屋内での喫煙は禁止とさせていただきました。
その代わりとしまして、テントハウス横に『指定喫煙所』を設置
いたしましたので、喫煙される方はこちらの設備をご利用ください。
　法律の改正により、事業者だけではなく従業員においても望ま
ない受動喫煙を防止するための取組みが必要となりますので、
皆様ご理解およびご協力のほどお願いいたします。

　三次元測定機は操作が容易ではなく、誰でもすぐに使い
こなせる設備ではありません。試作部 生産管理課の酒井係長
は、三次元測定機のオペレータとして10年以上携われ、当社
では誰もが認めるマイスターな存在です。酒井係長の流れる
ような手順や、時として直感的な操作には、見た人の心を引き
付けるものがあると取材時に感じました。
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今回は、試作部が１月下旬に設備入替えをした『三次元測定機』についてご紹介いたします。

屋内禁煙のご案内屋内禁煙のご案内禁煙



事柄   年代 1984年(昭和59年) 1996年(平成8年) 2008年(平成20年)

出来事

ヒット曲

ヒット商品

・日本が世界一の長寿国になる
・オーストラリアからコアラ6頭が
   日本に初めて上陸
・第1回名古屋国際女子マラソン開催

・コアラのマーチ（ロッテ）
・カラムーチョ（湖池屋）
・紙おむつメリーズ（花王）

・名もなき詩（Mr.children）
・DEPARTURES（globe）
・LA・LA・LA LOVE SONG
（久保田利伸with NAOMI CAMPBELL）

・もしも明日が…。（わらべ）
・ワインレッドの心（安全地帯）
・Rock’ｎ Rouge（松田聖子）

・truth/風の向こうへ（嵐）
・One Love（嵐）
・I AM YOUR SINGER
（サザンオールスターズ）

・たまごっち（バンダイ）
・ポータブルMDプレーヤー（SONY）
・ポケットモンスター（任天堂）

・BD(ブルーレイ・ディスク)レコーダー（SONY）
・フリクションボール（PILOT）
・iphone 3G（APPLE）

・「海の日」施行
・「Yahoo！JAPAN」がサービスを開始
・アムラーファッションが流行

・福田首相が辞任、麻生内閣発足
・米大統領選でオバマ氏当選
・北京オリンピック開幕
・後期高齢者医療制度スタート

　子年生まれの方は、柔和で明るい性格をしています。
いつも穏やかで笑顔を浮かべているので、人から好かれ
やすいという特徴があります。人付き合いが良いため、
グループではマスコット的な存在になることも多いです。
　また、ケンカや争いを好まず、周囲に波風を立てるよう
な行動をしないタイプの方が多いです。

ねずみと言うとちょこちょこすばしっこいイメージですが、
どちらかと言うとのんびりしている方だと思います。
家でも休日のお父さんという感じです。ただ何かにハマると時間を忘れて没頭する事があります。

昨年は上の子が受験生と言う事もあって家族で出掛ける事があまりありませんでした。
そんな中でたくさん家族と話す時間が持てました。あと自分の中ではラグビーW杯。
もともと好きだったのですが更にハマり、家族ににわか解説をしながら楽しみました。
国内リーグのチケットもGETしました。

趣味の釣りでよく釣れると言われている場所へ行った時に
そこの船長に釣り方のダメ出しをされ怒られた事。

早いもので今年で48歳。40歳を過ぎたあたりから体の疲れが取れにくくなったり、
身に覚えのない痛みが出たり・・・。そこでまずは健康に気を付けていきたいと思っています。
家族との時間や趣味の時間も充実させたいです。出来るだけ仕事は早く片付けて・・・。

健康に過ごせるよう、休日も早く起き、ダラダラしない。

試作部  試作1課  松本 亮さん

気にした事はあまりないが、比較的合っていると思う。

試作部  試作1課  奥村 彰英さん
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Q1. 大人になって一番最初に
　   やってみたい事(やった事）はなんですか？

Q2. 子どもの頃、将来なりたかった職業はなんですか？

Q4. なりたい大人像を『漢字一文字』で表すとなんですか？

お酒を飲んだ事です。アルコールの味にまだ慣れて
いないけど、友達と色々な店に行って、はしご酒
したいと思います。

『漫画家』
保育園から小学校卒業の夢は漫画家です。中学に入ってから
イラストレーターになりたくて現在でもその夢を追いかけています。

Q3. 学生時代、一番の思い出はなんですか？
高校のクラスＴシャツ作りです。Ｔシャツのデザインを任されて
自分がデザインしたTシャツを皆に着てもらえて嬉しかったです。

どれだけ歳をとっても好きな事ややりたい事は挑戦
し続けたいと思っています。諦めずに満足するまで
挑んでいきたいと思います。

『挑』

吉澤結菜
さん

吉澤結菜
さん

製造部 製造
１課

製造部 製造
１課

Q1. 大人になって一番最初に
　   やってみたい事(やった事）はなんですか？

Q2. 子どもの頃、将来なりたかった職業はなんですか？

Q4. なりたい大人像を『漢字一文字』で表すとなんですか？

お酒を飲みました。すぐに顔が赤くなり、頭が痛くなって
自分がお酒に弱い事が分かりショックでした。

成人おめでとうございます！！　
新成人3名の方にいくつか質問してみました！

『保育士』
親戚や知人の家族に自分より年下の子が多く、触れ合う機会が
たくさんあり、遊んだりお世話をする事が大好きでした。

Q3. 学生時代、一番の思い出はなんですか？
中学生の時の部活動です。とても大変で嫌になった時もありましたが、
今はとても楽しい時間だったなと思います。

大人としての自覚を持ち誠実な人になりたいです。『誠』

松本花果さん
松本花果さん

製造部 製造１課
製造部 製造１課

大人になって一番最初に

Q1. 大人になって一番最初に　   やってみたい事(やった事）はなんですか？

Q2. 子どもの頃、将来なりたかった職業はなんですか？

大人買いをしてみたいです。値段を気にせずに欲しい物を買いたい。20歳になったら現金を持って買ってきます！
『パティシエ』
お菓子を作るのが好きで高校までなりたいなと思っていたけど、現実を見て諦めました。今は気分で趣味としてやる事にしました。Q3. 学生時代、一番の思い出はなんですか？熊本地震のボランティアに２回行きました。良い人生経験になったので過去最高の思い出です。

新しい事、苦手な事を少しずつでも成長できるように。まだまだ成長過程！立派な大人になります！

『成』
Q4. なりたい大人像を『漢字一文字』で表すとなんですか？

森村藍翔
さん

森村藍翔
さん

製造部 生
産管理課

製造部 生
産管理課



今回は、会社が契約している各種保険についてご紹介させていただきます。

従業員の疾病による入院費用を補償する保険です。
当社の従業員であれば自動的に被保険者となります。
従業員が疾病を被り、高額療養費制度または労災補償制度を利用して入院した場合に、
医療費用を負担したことによって被った損害に対して、保険金が支払われます。

なお、どちらの保険も更新時に保険内容の見直しを行う可能性がありますので、ご了承ください。

団体定期保険 ( 傷害保険 )団体定期保険 ( 傷害保険 )

疾病入院医療費用保険疾病入院医療費用保険

知って得する知って得する長坂情報長坂情報 知れば得する社内情報を改めて紹介するコーナーです。

会社が契約者となり、従業員が任意で加入する定期保険 (傷害保険 )です。
当社では入社時に加入を案内しており、従業員のほとんどの方が加入されています。
当保険は、事故による死亡・後遺障害保障や、業務内外のケガに対して保障されます。
(業務内は『労災保険』が別に給付されます。)
交通事故に遭った、自転車で転んでケガをした、たんすのカドに足をぶつけてケガをした場合など、
その際の入院・通院費用の一部が保障されます。
決して大きな保障ではありませんが、個人の保険料負担は0円なので、従業員にとってはメリット
しかない保険です。
ただし、あくまで福利厚生の一環としての保険であり、全てを保障する保険ではありませんので、
個人で加入する保険の保障の上乗せと考えていただくと良いかと思います。
また、会社を退職されますと保障は消滅してしまいますので、ご注意ください。

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．屋内全面禁煙 4．西の浜クリーンアップ活動
　 (亀の子隊へ参加を希望される方は
　  総務課までお問い合わせ下さい。)
　

2月24日（月）～

4月1日(水)2．入社式

4月23日(木)3．定期健康診断＆特殊健康診断

3月度 3月15日(日) 10:00～11:00
4月度 4月19日(日) 10:00～11:00
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～ある編集者のつぶやき～

長坂ふれあい広場 Vol.53６

編 集 後 記

今年の干支は子(ねずみ)ですが、『古事記』では、
須佐之男命(スサノオノミコト)が放った野火に囲ま
れて焼け死にそうになっている大国主命(オオクニ
ヌシノミコト)を、ねずみが巣穴へ招き入れて命を
救ったという話もあり、古来より大変縁起の良い動物
とされています。

余談ですが、大国主命は八十神(兄弟)たちから嫉妬
を受け、義理の父である須佐之男命に会う前に
すでに2度殺されています。

私も最近になって、某芸人が発信するYoutube大学
で『古事記』の内容を知りましたが、大変分かり
易くて面白いので、興味のある方は検索してみて
下さい。

なお、子は十二支の中で最初の干支であることから、
開業、進学、就職、引越しなど新しいことを始める
には良い年とされています。

何かを始めるのに遅すぎることはないと思うので、
私も今年は自動二輪免許の取得を目標に頑張り
ます！！！

『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

Lesson5( 中級編 )『 なんだん 』【連語】

『なんだん もーはい来たの？ 
 ちぃとまっといて』

意　味

使用例

『 どうしたのか、どうしてだ 』

説　明 ちょっと文句を言うときに使います。
特に意味もなく、
呼びかけに使うこともあります。

 ( なんだよ もう来たの？ 少し待ってて )

撮影者 　　　　
　管理部 総務課 
 　大久保 雅章 さん

表紙写真(題名) 　　　　
　 『 日本のはじまり 』

撮影場所  　　　　
　 奈良県 橿原 (かしはら )市

撮影時の一言エピソード

令和初の正月にふさわしい場所へ参拝してきました。　　　　　　　

初代天皇とされる神武天皇と皇后を祀る橿原神宮は、『日本のはじまり』

とも言われています。なお、神宮近辺にはキトラ古墳等もあり、国宝

の壁画は期間限定で一般公開中でした。

次回は春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】2020年3月31日（火）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　大﨑 春菜さん  よろしくお願いします。

私のオフメシは知立市にある『ダルマ屋』というラーメン屋さんです。
メニューは大きく分けて豚骨醤油ラーメンと中華そばがあります。私はラーメン
の方しか食べた事が無いのですが、麺は中太でモチモチしていてトッピングの味玉
は半熟でとってもおいしいです！
味付けの濃いめ薄めだったり他
にも自分好みに変えられるので
オススメです！知立駅のすぐ近く
にあるので皆さんも是非行って
みて下さい！

長坂社長  
皆さん、こんにちは。社長の長坂です。いよいよ、私にバトンが回ってきました(笑)。
今回のバトンタッチで、皆さんに何を紹介しようと考えた結果、私の甥を紹介すること
にしました。残念ながら、私には子供がいませんが、私のことを実の親のように慕って
くれる甥と姪が、それぞれ２人います。４人とも個性的で性格も素直、そして何よりも
親孝行に育ってくれたことを本当に嬉しく思っています。
さて、今回皆さんに紹介させていただくのは、２０歳の甥なんです。彼のフルネームは、
『鏡味トミー琢磨』といいます。米国のサンディエゴで生まれ育ったため、国籍が日本と
米国の二重国籍であることから、トミーというミドルネームを持っているわけです。幼い
ころからサッカーを始めた彼ですが、中学生の時に京都にあるアメリカンフットボール
の強豪校、立命館宇治高校にスカウトされ、３年生の時には、アメリカンフットボールの
U-19日本代表選手に選ばれ、メキシコ遠征に参加しました。そして現在は、関西学院大学
のアメフトチーム『FIGHTERS』に所属し、日々練習に励んでいます。この４月からは
３年生に進級し、試合に出場するチャンスも増えてくると思います。皆さん！テレビで
彼のプレーを見かけたら、是非応援してやってくださいね！伯父からのお願いでした！
『FIGHTERS』のオフィシャルホームページをご覧ください。

次回は、   管理部総務課　大久保 雅章 さん  よろしくお願いします。


