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ここだけの話

coffee break

会社行事・イベント

我が家のペット紹介

カフェテリアプランポイント上手に使えてる？ 実は、これ影絵です。
錦江町神川ビーチ 影絵の祭典
の展示品です。夕日と影絵が

とても綺麗ですね。
（撮影：経営管理部　鶴さん）

発行日：2018 年 11月 9日



　安全の方針年央点検で災害リスクについて議論しました。例えば、

勤務時間中に大地震発生した場合。20㎞くらいまでは、歩いて帰って

良いと許可を出そうかなと思っていたのですが、20㎞歩くのに 6～ 7

時間掛かる。そうなった時に、午前中はまだ良いが、昼～夕方発生の

場合は会社に泊まってもらいたい。安全を考えると、すぐに帰ってい

いよという指示は、会社としては出しにくいよねという話しになりま

した。ということで、ご家族の心配などを考えると皆さんすぐ帰りた

いと思いますが、皆さんが動くことによって色んな二次災害が起きて

しまうかもしれない。こういったことに対応できるように家族との間

で、どういうケースがあるかというのをよく話し合ってみてください。

是非、ご家族で話し合う機会を持っていただきたいと思います。

■安全

■今日は何の日

■健康

　「健康経営」について話し合いました。８つの項目があるということ

で、我が社は３つを重点に取り上げたいと思います。「BMI 肥満率」「

メンタル疾患」「喫煙率」の３つです。

■ボッチャ
　先月紹介したボッチャですが、本社アトリウムに設置をしました。

昼休み等で体験会を実施していますので、まだ体験されていない方は、

是非やってみてください。体験された方からは「楽しい！」と大好評

だと聞いています。

■10月の主な出来事

①10/1　内定式

　内定式があり、内定者６名が参加されました。来年 4月から６名の

皆さんが新たな仲間として加わります。

②10/16　明桜館高校会社見学 (鹿児島 )

　明桜館高校 20名の方々が、会社見学を実施されました。

③10/16　TY生技部門ボウリング大会 (愛知 )

　IT 部の方々を中心に参加され、部門賞３位、個人賞で貞松くんが２

位という大変良い成績を残されました。

④10/17 ～ 20　かごしま青少年海外研修

　３名の方が今年は参加されます。すでにボデーの西小野くんは、上

海に行って帰ってきました。今後は、総務・人事室の田村さんが 11

月 20日から 23日まで香港へ、総務・人事室 中村さんが 11月 27日

から 30日まで台北へ行かれます。

⑤10/20　京セラ運動会 (鹿児島 )

　京セラ運動会に今年初めて参加しました。「キングオブリレー」とい

う真剣リレーに参加して、結果は７位でした。初めて参加していただ

いて、一生懸命走って良い汗をかいてくれた。また来年リベンジを期

待しております。

⑥10/20　洲原ほーむボランティア (愛知 )

　６名の方が参加してくれました。ありがとうございました。

⑦10/21・27　トヨ研カップ (愛知・鹿児島 )

　愛知・鹿児島どちらも快晴の中、開催されました。大変楽しい時を

過ごさせてもらいました。ありがとうございました。

・戦争と武力抗争による環境搾取防止のための国際デー

■ホリデーシーズン

①ハロウィン：10月 31日

　…最近日本でも民間行事として定着していますね。元々は、宗教イ

ベントだったが、最近では欧米でも宗教色は一切なくなってきている。

特にアメリカ、イギリスではハロウィンを盛大にあげるんですけど、

実はオーストラリアは地域によりますが、そんなにやらない。同じキ

リスト教徒の中でも盛んな所と盛んでない所がある。ハロウィンの云

われというのは、元々はケルト人の収穫感謝祭や悪魔の悪霊を追い出

す儀式だったそうです。10月 31日は、ケルト人にとっては大晦日で

11月 1日が新年。新年に死者の霊が蘇るという云われがあったそうで

す。日本でいうとお盆みたいなものですが、お盆との大きな違いは死

者の霊も帰ってくるのですが、その時に悪魔や悪霊も一緒に帰って来

る。そういう悪霊たちを中に入れないために、かがり火を焚いた。な

ぜ、仮装をするのかと言うと、悪霊の仲間という風に捉えて、敵では

ないというのを示すために始まったそうです。

曜日が休みになると、当然金曜日も休みにしたくなって、サンクスギ

ビングウィークエンドと言って大体 4連休になる会社が多い。この日

は、有名な所で言うと七面鳥食べたり、最近は家族全員でアメリカン

フットボールを見たりするそうです。

②サンクスギビングデー：11月第 4木曜日

　…アメリカ人にとっては大きなイベントなのですが、この日は家族

と過ごす日。11月の第 4木曜日という微妙な所に設定されている。木

③クリスマス（ハヌカ）：12月 25日

　…ハヌカは、ユダヤ教のこと。クリスマスは、日本でもすっかり定

着したイベントですよね。

④ニューイヤーデー：１月１日

　…これは、新年のことですね。日本でも定着していますね。

この 4日間を大体ホリデーシーズンと呼んで、特に寒い地域ほどイベ

ントを楽しんでいる。

・お見合い記念日

　…FMきりしまでも言っていましたが、実は 1947 年（昭和 22年）

に東京多摩川の河畔で集団お見合いが開催された日。結婚紹介雑誌「

希望」が主催となり、戦争のために婚期を逃した 20～ 50代の男女

386名が参加した。会場で相手を探して、終了後最大３名までは結婚

を申し込めるという仕組みだったそうです。

・アパート記念日

　…1910 年（明治 43年）東京上野に日本初の木造アパートが出来た。

「上野倶楽部」という名前で、5階建て 70部屋あったそうです。
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Message 11 月 6日 全社月例会
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⑧10/22　TMC出向者懇親会 (愛知 )

　今 TMCの出向者は、７名。出向者の皆さんと上司・分室メンバーに

も参加していただいて懇親会を行いました。



⑩10/25　ダナン工科大学会社見学 (鹿児島 )

　本社で会社見学があり、ベトナムのダナン工科大学の方が 13名参加
されました。各部の説明も英語で行っていただきました。ありがとう

ございました。

⑪八束会 (鹿児島 )

　八束会とは、霧島市のメディアや企業、官公庁の方が集まる会。今

回 4年ぶりにトヨタ車体研究所が幹事会社。役員 4人の挨拶などを行

いました。

⑫10/28　にこにこ田んぼ稲刈り (鹿児島 )

　ご家族や地域の方々合わせて 84名の方に参加いただきました。楽

しい半日を過ごしました。皆さんありがとうございました。

⑬10/31　社内清掃ボランティア (鹿児島・愛知 )

　RW、IT 部が中心となって、交通安全の願いを込めながら清掃活動

を行いました。鹿児島が 120名、愛知で 151名と多くの方に参加し

ていただき、街も心も綺麗になったと思います。ありがとうございま

した。

以上

⑨10/25　TY小木曽取締役ご来社 (鹿児島 )

　CVカンパニーの小木曽プレジデントが来社され、皆さんとの記念撮

影やあいさつ会など開催しました。社員との昼食会で、ジョカツの活

動や個人でボランティアに参加している方々の紹介を行いました。バ

ンブーで恒吉さん中原さんやヨットをやっている出之口さん、献血の

宮田くんなどが報告をしてくれました。大変良いインプットが出来た

のかなと思います。館内も一通り見ていただいて、我々が遠隔地でや

っているチャレンジをしっかり分かっていただいた。やっぱりトヨタ

の人にとって TV会議設備が古く、クリアでない。研究所の TV会議

ほど、はっきりと映らない。リアルタイムで常時繋がっているという

のは、大変感激されていました。
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トヨタ VA表彰優秀 VA賞 受賞

新入社員配属

トヨタ VA表彰にて研究所から１チームが受賞されました。

2018 年度入社の新入社員 6名が各職場へ配属されました。

10 月 24 日～各職場でOJT 研修を行い、11 月 26 日～ 3月までは製造実習を行う予定となっています。

岩切 翔平

シート設計室

1グループ

80716

チーム名：イノーバシートチーム

《提案のポイント》

 現地で営業・技術部と議論を重ね、お客様の求めるレベルを

 確認し、要求性能を確保しつつシートサイド材の PVC 化を行った。

メンバー：全５名（研究所 3名、TKM1 名、TMMIN1 名）

⇒シート設計室　池田（清）さん、坂元さん、高田さん

TOPICS

第 2ボデー設計室

21グループ

白石 政義
80717

内装設計室

3グループ

羽生 泰浩
80718

四村 宙久

電装設計室

３グループ

80719

CAE 室

1グループ

中島 悠貴
80720

情報システム室

3グループ

山角 祐輝
80721



カフェテリアプランとは、社員１人１人に

ポイントが割り振られ、それらのポイントを

自分の好みに合ったメニューから自由に選んで

利用できる選択型福利厚生制度

年間付与される 600 ポイント（1ポイント＝100 円）を下記のいずれかのメニューで利用ください。

★期中申請 ★期中申請

11月 3月2月

＼今年度より新たに上記のメニューにプラスして、自己啓発支援 100 ポイントが付与されています／

期中申請は、年に３回あります。次の期中申請は、11月末予定です。

年度末まで残り４か月。計画的にポイントを利用しましょう！

もともとこの制度は、1980 年代にアメリカ

で広まっていき、1995 年にベネッセコーポ

レーションによって日本で初めて導入。

今では、全国で約 15％の企業が導入しており、

研究所でも 2010 年から導入されています。

旅行積立

将来の旅行のために、年度

初めに付与されるポイント

を積立

年間：600 ポイントまで

ポイントは翌年度繰越可能！

給食費補助

食堂利用時の食事代を

毎月の食費 2/1 ずつを補助

年間：420 ポイントまで

ポイントは翌年度繰越不可

随時申請

必要な時期に利用でき、利用するときに補助額を決めるメニュー

★生活支援
…ユニフォーム購入、車検代など

★家族支援
…育児施設利用費、介護・看護費など

★レクレーション・余暇活動
…スポーツ観戦費、職場レク費など

★健康維持・体力づくり
…人間ドック利用費、予防接種費など

年間：600 ポイントまで、ポイントは翌年度繰越不可

自己啓発支援

介護積立

将来の介護リスクに向けた

資産形成のため年度初めに

付与されるポイントを積立

年間：600 ポイントまで

ポイントは翌年度繰越可能！

民間家賃補助

民間の賃貸住宅に入居して

いる本人の家賃を補助

年間：600 ポイントまで

ポイントは翌年度繰越不可

実際の使用例

What？

MENU

Schegule

History

業務に活かせる資格取得・知識取得にかかる費用の支援

★資格・検定受験料補助（受験費）

★社内外の教育受講費補助（入会金、年会費、授業料）

★専門誌購入費補助（業務関係の書籍の購入代金）

年間：100 ポイント、ポイントは翌年度繰越不可

カフェテリアプランポイント上手に
使えてる？

・TOEIC 受験料

・TOEIC テキスト代

・英会話レッスン代

・自己啓発本代

・社内パソコン研修テキスト代

・各種資格受験料

・資格のテキスト代

4月3月

★期初申請
★期中申請

ポイント使用期間

7月

Next!

New!
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Coffee

break

ホッと一息

トヨ研ニュース

ボッチャが、本社アトリウムに設置

オープンハウスを自由研究テーマに

8 月のオープンハウスに来てくれた国分南小学校 5年生の岩﨑凜空くんが、 見学した内容を自由研究で取り上げて

くれました。 その内容が社会化作品審査会で入選！岩﨑凜空くんにお話を聞いてみました！

全社月例会などで展開ありましたが、 ボッチャが本社アトリウムに

設置されました。 昼休みに白熱した試合を繰り広げている方をよく

見かけます！是非、 皆さんお気軽に体験してみてください。

ヨーロッパで生まれた重度脳性麻痺者もしくは、 同程度の四股重度機能障がい者のために考案

されたスポーツでパラリンピックの正式種目です。 リオパラリンピックでは、 日本は初の銅

メダルを獲得しています！

刈谷でも、 玄関・ロビーにボッチャが設置されたり、 各部レク支援のための貸し出し用ボッチャセット配備、 ボッチャ体験会の

開催、 ボッチャ講師の派遣などをトヨタ車体が実施しています。 是非、 職場レクなどにご活用ください！

①初めにターゲットボール （白） を投げ、

　続けて自分のボールをターゲットボール （白） により近く止まるように投げます。

②次に、 相手チームの人が、 ターゲットボールを狙い投げます。

　その後は、 ターゲットボールに遠いチームが相手チームより近くなるまで投げ続けます。

③12 個のボールを全て投げ終えたら、 ターゲットボールに近いチームがまず勝ちになり、 そして相手チームの一番近いボール

　よりターゲットに近いボールの数が、 点数になります。 （1個 1点）

ボッチャとは？

ご協力ありがとうございました。 来年も参加お待ちしています！

Q1. 自由研究のがんばったポイントを教えてください！

ひょうしの中の文章・こまかいところ・ひょうしの絵とかをがんばりました。

Q2. オープンハウスに参加してみた感想を教えてください！

去年より、 物とかふえていたのでとても楽しかったです。

また来年もトヨタ車体研究所へいきたいです。

Q3. 将来の夢を教えてください！

トヨタの車を作る人

▼自由研究作品 （トヨタ車体研究所会社見学と月揚庵でのさつま揚げ作り体験　※下記にはオープンハウスの記事のみ掲載）

【ゲーム方法】



10 月 11 月の主な行事

会社行事

イベント

●6日　インフルエンザ予防接種 （鹿児島）

●7日　車体技術会 秋の講演会 （愛知）

●7-20 日　CATIA 選手権 #12

●10日　車体技術会カート大会 （愛知）

●14日　交通安全立哨ボランティア （鹿児島）

●17日　車体技術会鹿児島支部イベント

●20日　自動車技術会　九州支部講演会

●23日　第 8回霧島市 10万本植林プロジェクト

●29-30 日　自動車技術会　若手技術者懇談会
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1
内定式日

2019年度入社予定の大学生・高専生 6名を迎え、内定式を行いました。

式では、立松社長より激励のお言葉をいただき、

一人ずつ自己紹介と抱負を述べました。

入社までの日々を

大切に過ごしてもらいたいと思います。

【記：総務・人事室　長谷場千晶】

16
TY 生技ボウリング大会日

記：デジタルエンジニアリング室　東 健治さん

TY 生技よりお誘いがあり、 春に引き続き参加してきました。

参加人数は前回の半分でしたが、 トヨ研の足跡を前回同様に

どうしても残したく、 鼓舞し合いながら全力投球。 こける人

もいましたが怪我もなく無事に終了し ,結果は前回以上でした。

全体的にスコアが低調だったこともあり ,タナぼたで個人 2位 ,

部門 3位を獲得できました。 運も味方にできるメンバーに感

謝です。

今後も TY生技部門に認知されるよう活性化に積極的に参加し

ていきたいと思います。

20
京セラ運動会日

京セラ運動会 「キングオブリレー」 に初参加しました。

定時後に練習したりと選手の皆様お疲れ様でした。

TY生技ボウリング大会にデジタルメンバーが参加しました。

春 （部門賞準優勝） に引き続き、 今回も好成績を残されました！

部門賞：3位

個人賞：2位 （360スコア）

       　DG貞松さん

【結果】
トヨ研 SPチーム

【メンバー】
坂口 ,原田 , 福山 , 宮田 , 津之浦

【結果】
7位 （7チーム中）

記：第１ボデー設計室　津之浦さん

今回は貴重な機会を与えて頂き、 ありがとうございます。

初参戦させて頂けることとなり、 楽しみと不安の日々でした。

快く走って下さる方々も見つかり、 基礎体力向上からバトン

パス等練習に励みました。 本番まであまり時間のない中、

練習に時間を割いてくれたメンバーには感謝しています。

当日も応援に足を運んでくれた方々の声掛けで不安と緊張を

和らいでくれました。 昨年度優勝チームと走る焦りや緊張等

でハプニングもありましたが、 怪我なく走れて一安心でした。

結果は残念でしたが、 来年のリベンジに向けまた努力してい

きます！
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16
会社見学（明桜館高校）日

明桜館高校 20名の皆さんが、販管部門の業務紹介を聞いたり

グループディスカッションなど１日校外研修を当社で行いました。

20
洲原ほーむボランティア日

６名の方が参加され、車いすや福祉車両の清掃を行いました。

22
TMC出向者懇親会日

TMCに出向されている方々の懇親会が初開催されました！

25
TY 小木曽取締役ご来社日

21,27
トヨ研カップ日

愛知・鹿児島共に晴天に恵まれ、ゴルフ日和となりました！

▲優勝は、 瀬戸口さん！ ▲ベスグロは 83が２名：北倉さん ,TY 蔦谷さん

▲恒例の下から挨拶 （東園さんはブービー）▲優勝は、 坂元さん！

愛知

鹿児島
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28
にこにこたんぼ稲刈り日

社員とご家族、地域の方々含め約 70名が参加し

手刈りで稲刈りを行ないました。

作業の後は、にこにこたんぼで採れた新米と豚汁を

食べました。美味しすぎておかわり者続出でした！

31
RWゴミ拾いボランティア日 組合主催の交通安全啓蒙ゴミ拾いボランティアに

国分：120名、刈谷：151名が参加し、会社周辺を綺麗にしました。

我が家のペット紹介

名前 きなこ ♀ 9才

三毛猫

経営管理室 さん簗瀬 光

性格は人見知り＆猫見知りで初めて会う人にはびくびく

おびえます。 が、 家族にはとても甘えん坊でみんなに

甘やかされてます。 子猫の時から僕がずっとお世話してま

した。 そのせいか、 実家を出て 6年になりますが帰省す

るとすり寄ってきたり、 夜は一緒の布団で寝ます。

ペットを飼うとどうしても飼い主バカになってしまいます。
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アトリウムに来たボッチャ皆さん体験されましたか？

正直な話 , 体験する前はこれ盛り上がるのかな…？と思っていましたが ,やってみるとめちゃくちゃ楽しいです^^♪

運動が得意 , 不得意関係なく楽しめて、 戦略が大事なスポーツです。

是非、 皆さん体験されてみてください！

ここだけの話


