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我が家のペット紹介

みんな夏休み何してた？ 宮之城で咲いていた蓮。
3～ 4日間咲き、

最後は閉じることなく
散っていくそうです。

（撮影：経営管理部　鶴さん）

発行日：2018 年 9月 12日



　今日は、色々とトラブルで国分と刈谷の映像が繋がっていないので

すが、こういうトラブルは付き物ですね。それでもめげず、こういう

時こそ冷静に対応できなければいけない。やれることをやりましょう。

■安全・健康

■今日は何の日

■8月の主な出来事

■そうめん流し考

①8/3　TY杉田専務・米澤常務ご来社 (鹿児島 )

　IT・生技部門を主体に報告させてもらった。大変良い評価をいただ

きまして、今後も継続してやっていきましょうとなりました。

②8/4　サマカ前社内一斉清掃 (鹿児島 )

　57名のたくさんの方に参加していただきました。昨年の倍以上の

参加率だと聞いています。ありがとうございました。

　安全は、夏季連休というリスクが高い期間を過ごしましたが、この

時には全く事故等ありませんでした。大変素晴らしかったと思います。

ありがとうございます。それから、色んなニュースで流れていました

が、防災の日が９月１日にありました。その前後の 8月 30日～ 9月

5日までが防災週間と定められています。

　９月 7日は、特筆すべき記念日がありませんので、代わりに先ほど

の 9月 1日　防災の日（8月 30日～ 9月 5日　防災週間）について

考えてみたいと思います。

９月１日は、防災の日で皆さんご存知だと思いますが、国民一人一人

が台風、高潮、津波、地震などの災害について認識を深め、これに対

処する心がまえを準備しようというのが創設の狙いだそうです。1960

年に制定され、これは 1959 年 9月 26日 伊勢湾台風被害（死者 4,6

97 人、行方不明 401人）がきっかけとなっているそうです。9月 1

日としたのには２つの理由があって、1923 年 9月 1日に発生した「

関東大震災」に由来していることと、暦の上で「二百十日」にあたる

台風の多い時季ということでこの日に定められているそうです。

おりしも、昨日も地震が発生していますし、台風の被害もありました。

皆さんもう１度防災について考えてみてください。是非、今月はそう

いう月にしてほしいと思います。

■第１００回全国高等学校野球選手権記念大会

　多くの方が夏休み楽しまれたと思いますが、甲子園の野球大会が

100回目を迎えました。最終的には、北大阪代表　大阪桐蔭高校が優

勝。秋田県代表　金足農業高校が準優勝だった。

ここで紹介したいのが、CAE佐藤学くんが実は金足農業高校の野球部

出身で、1999 年甲子園に出場された。実は、出場された時の動画が

ありますので、どっかで見れるようにしてください。残念ながら金足

農業高校に 1回戦で負けたのは、鹿児島実業高校でした。

　中日新聞に唐船峡の「そうめん流し」の記事が掲載されていた。僕

は鹿児島に行った時にそうめん流しの看板を色々見ました。愛知県で

は「流しそうめん」と言い、「そうめん流し」とは言わない。なんで鹿

児島は「そうめん流し」って言うんだと興味を持った。実は、全く異

なるものだということを後で知った。唐船峡も昭和 37年から「流し

そうめん」を始めた。だけど、２つの問題があった。竹筒のカビに悩

まされていたこと。それから、そうめんを流す人が必要になってくる

ので、流す人も一緒に食べれないかということから「そうめん流し」

という機械が発案された。昭和 42年から唐船峡では「そうめん流し」

に変更された。あれは、全くモーターは使っていないそうです。唐船

峡行かれた方は分かると思うんですけど、僕はどっかでモーターで回

しているんだろうなと思ったらちょっと違って、唐船峡は１秒間に１

トンの湧水が湧き出る。あの装置は、特許を取得している。これはテ

レビで知ったが、左利きの人がいると２階だてにしてくれる。２階の

部分には、逆回転を流してくれてそうめん流しが楽しめる。後は、携

帯型やさらには夏冬兼用型といって、あったかいのが食べたい時は、

バーベキューセットに変えてくれるそう。ちなみに「流しそうめん」

発祥地は、宮崎県だそうです。

　健康は、大分涼しくなってきて、秋の香りを感じる様になってきま

した。まだまだ熱中症に対する対策は必要だと言われていますので、

皆さん注意しましょう。

１つ興味を持ったのは、決勝の前の日に秋田県　東北勢初の優勝なる

かという文字が大きく踊っていた。いったい都道府県別の優勝ランキ

ングはどうなっているかというのと、優勝経験がない県はどれくらい

あるのかなと調べた。優勝ランキングの１位は、大阪府で２２回も優

勝経験がある。２位が愛知県（18回）、３位が神奈川県と兵庫県（13

回）。ある意味、大都市が優勝しているケースが高い。鹿児島は、１回

優勝している。1996 年春に鹿児島実業が優勝している。そして、優勝

経験がないのは１４県あり、その中に東北・北陸が並ぶんですけど、

あったかい地方の代表は宮崎県。是非宮崎の方、一生懸命応援して、

宮崎を全国１にしようと地元を盛り上げるといいかなと思っています。

　私は、甲子園色んな楽しみ方をしたんですけど、佐藤くんの話は１

回戦で鹿児島実業が負けた後、佐藤くんに会った時に「実は私は…」

という話を聞いて知った。新聞などで色々言われているが、今年は優

勝旗が新調された。今回で３代目と聞いたので、色々と調べました。

深紅の大優勝旗は、大深紅旗と呼ばれている。春の甲子園ではこれに

対して、紫紺旗と呼ばれている。大深紅旗は初代は、1957 年の第 39

回大会まで使われていて、第 40回大会で２代目になっている。京都の

西陣織の職人さんの手作りだそうです。旗に書いてある文字が、英語

で書いてあるかなと思って読んでみたら読めない。当たり前だよね。

ラテン語なんだそうです。書いてある文字は「勝者に栄光あれ」。もう
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③8/4　第 50回洲原ほーむボランティア (愛知 )

　5名の方とご家族の方にも１名ご協力いただきました。ありがとう

ございました。

⑤8/5　第 22回はずストーンカップ チャレンジレース 2018( 愛知 )

　なんとDIY 部門で準優勝。乗っている船は自分達で作ったそう。

④8/5　桜島遠泳大会 (鹿児島 )

　１チーム研究所から参加して、１時間 30分 01秒でゴールされた。

泳ぐ距離が約 4㎞くらいあるんですよね。5人でチームを組んで全員

一緒にゴールする。ご苦労様でした。
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トヨタ・トヨタ車体の方と一緒にチームを作って出場した。良い交流

をしているんじゃないかなと思います。是非また来年優勝という報告

を聞かせてください。

以上

⑥8/9　TLC三浦ドライバー懇親会 (鹿児島 )

　サマカの前日に TLC三浦ドライバーと懇親会を行いました。上玉利

くんが手作りで「祝！五連覇」など書かれたものも三浦さんに贈呈さ

れたということで喜んでもらえた。

サウンズバンブーの「西郷どん」の演奏はすごかった。皆さんから感

動したとコメントを聞きました。ありがとうございました。色々な企

画があった中で、ボデー設計部が○秘企画で優勝した。

⑦8/10　オープンハウス・リコチャレ・サマーカーニバル

　オープンハウスは、ご家族や近隣の方など 153名が来場された。大

変盛況でした。今年はお子様の夏休みの良い思い出作りをしてもらお

うということで子供向けのイベントを増やした。FunFanGP など喜ん

でいただけたんじゃないかなと思います。

　同じ日に少し時間をずらしたのですが、リコチャレという理工チャ

レンジの夏のイベントを行った。いわゆる理系女子の就職してからの

イメージを具体的に描いてもらう内閣府が主導になって行っている取

組み。トヨタ車体研究所は、リコチャレ応援団体ということで認定し

てもらっている。鹿児島県企業としては、初めて行った。本来は女性

中・高・大学生が対象ですが、初めての企画なので枠を広げて男子学

生にも来てもらった。第一工業大学　杉安研究所の大学生４名や工業

高校の男子高生が１名、女子高校生が４名と全員で９名参加されまし

た。今後も継続していきたいと思っております。

　サマーカーニバルは、580名が来場されこちらも大変盛況でした。

⑧8/24　かごしまCO2吸収量認証制度　表彰

　鹿児島県から毎年表彰されている。今年の大きな変化点は、11年目

を迎えて霧島市と企業の森プロジェクトに取り組んでいるが、今年か

ら研究所の単独名となっている。去年までは、トヨタ車体と連名だっ

た。我々も自立化を測る良いバロメーターのひとつになっています。

⑨8/24　会社見学会 (鹿児島 )

　肝属地区小学校の先生たちが来社されました。

⑪8/25　第 4回企業の森づくり活動 (愛知 )

　西郷さんが参加してくれました。お疲れ様でした。

⑫8/27 ～ 31　夏季インターンシップ

　大学生・高校生が 13名参加してくれました。たくさんの人が来て

くれるというのは、我々にとって嬉しいこと。部署によっては、負担

になるかもしれませんが、是非これからも拡大したいと思います。

協力してください。ありがとうございました。

⑩8/25　散策路クリーン活動 (愛知 )

　淵上さん中禮さんに協力いただきました。ありがとうございました。

かごしま CO2 吸収量の認証について

TMC認定 DRBFMエキスパート合格

TOPICS

8 月 9 日 ( 木 ) 鹿児島県の「かごしま CO2 吸収量認証制度」の認証を受け、

8月 24 日 ( 金 ) に認証書の交付式が執り行われました。

これまでの活動の中で、2017 年度に実施した、霧島市牧園町の面積 2.00ha の

ヒノキの森林整備の成果として、2017 ～ 2021 年度の 5年間の CO2 吸収量

71t-CO2 が認証されました。

TMC認定 DRBFMエキスパートの認定書授与式が

8月 7日にトヨタ自動車で開催されました。

今回合格したお２人は、

寺師副社長より認定書を授与されました。

おめでとうございます！

ボデー設計部　井関  健一郎さん 技術管理室　染川  和広さん
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技術管理室

栗元 美紀さん inマレーシア

クアラルンプールに住んでいる友人に会いに行ってきました。
ペナン島のジョージアタウンという所にも行き、
熱中症になりそうなくらい暑かったですが、
現地を感じることが出来て楽しい時間を過ごせました。

マレーシア旅行

平成最後の夏！！

皆さんの夏休み＆夏の思い出を紹介します！みんな、夏休み何してた？

総務・人事室

眞邉 夏海さん in屋久島

1日目は白谷雲水峡・太鼓岩、
2日目は縄文杉トレッキングをしました。
ひたすら続く山道を前にクタクタになりましたが、
自分の足で歩く達成感・頑張った先で見た景色や
縄文杉に感動しました。皆さんもぜひ屋久島へ！

材料技術室

小藤 菜緒 さん in島根県

車で鹿児島に帰省して、その帰りに島根県に住む祖母に
会った後、翌日に島根観光をしました。
祖母が元気そうで一安心 !!
翌日は島根西部の出雲大社と松江城へ♪
国鉄時代の大社駅を観光するのを忘れてしまったけど、
楽しい旅行となりました！

経営管理室

簗瀬 光 さん in錦江湾

性能開発部の川畑さんに船を出してもらい海釣りに行って
きました。狙いは鯛！釣果はというと…狙い通り 40cm
オーバーの鯛を釣りあげました！
釣り上げた魚は刺身にしておいしくいただきました。
1年中釣りしてるので、興味のある方はぜひご一緒に！

外装設計室

坂口 洋夢 さん in鹿児島港⇒錦江湾内

船は揺れましたが、海風でとても涼しかったです。
イベントも多く、自分も恥ずかしい目に遭いましたが、
みんな楽しんでもらえたみたいでよかったです。
濱崎さんが景品当ててはしゃいでました。
自分も欲しかったなー。

祖母へ会いに！

川畑丸 in 錦江湾

屋久島でトレッキング！

夏の部レク、桜島納涼船！



8 月
9 月の主な行事

会社行事

イベント

●7日　優良企業の製品技術展示会 （愛媛）

●15,22 日　社内パソコン研修会

●16日　ふれ愛運動会 （愛知）

　　　　 ふれ愛運動会後掃除ボランティア

●21日　自動車技術会　技術講習会

●30日　日本ハンドボール　刈谷大会
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4
オープンハウス前一斉清掃日 早朝から57名の方（昨年の倍の参加者！）が

研究所と木村あられの周りなどの草刈りや清掃を行いました。

5
桜島・錦江湾横断遠泳大会日

記：デジタルエンジニアリング室　松田さん

今回、 桜島遠泳大会に初めて参加させていただきました。

本番までド緊張でしたが、 チームの皆さんのアドバイス・

先導する船長さんの応援・振り返る度に見える桜島と

素晴らしい環境の中で、 楽しく泳ぎ切ることができました。

コメント・応援を下さった皆様、 ありがとうございました！

5
第 22回はずストーンカップ日

6 人で手作りイカダに乗り、 漕いでスピードを競うレースです。

500mの長距離と 50mの短距離があり、 今回両方のレースで準優勝しました！

桜島小池海岸より鹿児島磯海岸までの 4.2kmを 5人１チームで

泳ぐ競技です。 全員で無事ゴールすることができました！

【チーム名】

（昨年より 8分短くなりました！）

東 (伸 ), 津之浦 , 中村 (ゆ ), 松田

元トヨ研メンバー　計５名

１時間 30分 01秒【タイム】

【メンバー】

ベネチアンズ
【メンバー】

ボデー設計

橋本 , 藤ヶ森 , 益山 , 西小野 , 永仮

TY,TMCの方々　    計９名

記：第 2ボデー設計室　永仮さん

去年は ,14チーム中 13位と大変悔しい思いをしました…

しかし今年は ,船体・オールの設計・Ｔシャツのデザインを

見直し , 気合MAXでレースに臨み , 準優勝を勝ち取りました！

オールは折れても , 心は折れなかったのが今回の結果に結び付

いたと思います。 たくさんの方々が応援して下さり ,差し入

れと声援がとても力になりました！ありがとうございました。

来年こそ優勝します !!
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10
オープンハウス日

10
サマーカーニバル日

▲ダカールラリー車試乗 （担当：電技）

▲楽器作り （担当：経管）

▲憩の森 （担当：ジョカツ）

▲今年も司会は、 本村さん＆たくちゃん！

▲今年は、 社員のご家族も交えたバンブーに！ ▲YMCAに合わせてダンス！

▲秘企画　みんなでつながろうゲーム！優勝はボデー！ビリは内外装で、 痛～い罰ゲーム （足ツボ長縄）

▲動け！オリジナルマイカー （担当：情報システム）

▲ロボコン （担当： SAT）

▲ロボットアーム （担当：デジタル）

とても楽しく参加させていただきました。

社員の皆さんの手作りの企画がとても良かったです。

家族も参加させていただきました。

社員の方がとても親切に対応して

いただいた事を感謝していました。

来年もすばらしい企画を

期待しています。

【記：木村常務】

毎年恒例夏のオープンハウス！

153名が来場され、 各部が力を合わせて作ったイベントを楽しまれました！

今年は 「維新伝心 ～みんなでつながる～」 をテーマに開催され、

580名の方が夏の楽しい夜を過ごされました！

▲FUNFANGP （担当：ボデー+技統+車技会） ▲模擬衝突体験 （担当：内外装）

名刺交換中…

RWの皆さん

お疲れ様でした！！！

初参加の木村さん！オープンハウスどうでしたか？
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25
第 4回企業の森日

27-31
夏季インターンシップ日

高校生と大学生 13名が参加されました。

25
散策路クリーン活動日

2名参加され、池周りの散策路を清掃されました。

10
夏のリコチャレ職場見学会日

理工系にもっと興味を持ってもらおう！と始まったリコチャレ。
高校生・大学生合わせて９名が参加されました。

我が家のペット紹介

名前 リリィ ♀ 8 ヶ月

チワワ

経営管理室 さん日髙 一兵

性格は、 おてんば・甘えん坊。 かまって欲しい時は、

おもちゃを振り回しながらすり寄ってきます。

我が家の癒しです。
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皆様、 夏休みはどう過ごされましたか？

私は、 8月 1日よりスカイマークが開通した奄美大島に行ってきました！

綺麗な海に様々なアクティビティ、 美味しいご飯に黒糖焼酎…

もう、 全てが最高で一気に奄美の大ファンになりました！

そして、 鹿児島⇔名古屋便もスカイマークに続き、

ソラシドエアも 10/28 ～開通など、 益々便利になってきましたネ。

ここだけの話


