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「ダイアモンド桜島」
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ここだけの話

会社行事・イベント

Winter Party の裏側
夕日と桜島の山頂が、わずかな時間重なり
宝石のように輝く「ダイアモンド桜島」

12月中旬～ 1月中旬の間のみ
見ることが出来ます。

発行日：2018 年 12月 26日



④11/14　交通安全立哨ボランティア (鹿児島 )

　93名の方が参加されました。ありがとうございました。今年のテー

マは、「横断歩道に歩行者を見かけたら必ず止まりましょう」。どうや

ら鹿児島も歩行者が居て横断歩道で止まる人の率が低い。愛知も多分

そうだと思うので、横断歩道で歩行者を見かけたら必ず止まるという

ことを心がけたいと思います。

②11/10　トヨタ車体技術会カート大会 (愛知 )

　研究所からは、２チームが参加しました。１チーム目が内装設計室。

20チーム中 5位と良い位置じゃないかなと思います。2チーム目は、

ボデー設計室。20チーム中 15位。まぁこれも頑張ってくれました。

来年もできるだけたくさんの人に参加してもらえればなと思います。

いと言っていました。後ろに見えている絵は、猿田彦神（さるたひこ

のかみ）、瓊瓊杵尊（ににぎのみこと）、天鈿女命（あめのうずめのみ

こと）と３人の神様のモザイクアートを作りました。イイなカードに

霧島市の良い所を書いてくださいとなっており、この中の 100人の方

には協力していただいた。トヨタ車体研究所の 100枚を合わせて、全

部で 11,700 枚を使って国分中央高校のボランティア部の方々が中心

となって後ろの神様の絵を作り上げてくれた。それの除幕式に参加し

てきました。1週間くらい展示があったので、見に行かれた方も居る

と思います。中々良いイベントに参加させていただきました。

　先月、総務人事室の奥さんから健康経営について話がありましたが、

もう一度展開します。「BMI 肥満率」「メンタル疾患」「喫煙率」が重

点実施３項目です。会社も真剣に考えて、来年度の年度方針にはアク

ションプランを載せるということで考えています。やっぱりこういう

のは、本人が自覚して、本人がなんとかしようと思っていただかない

と良くなっていきませんので、１人１人が目標を持って今から取り組

んでください。

■健康

　国分で防災訓練がありました。その時にも皆さんにお伝えしました

が、初期消火の３原則をもう一度皆さんにリマインドしたいと思いま

す。「早く知らせる」「早く消す」「早く逃げる」の３つです。火を見つ

けたら、まずは「火事だー！」と大きな声で叫ぶ。周囲に人が居たら、

その人に通報を頼んで自分は初期消火に走る。「早く消す」は、最初

の３分が勝負と聞きました。火が天井まで上がってしまったら、それ

は消火を諦めてください。素人では消せないので、その時は早く逃げ

る。逃げ方も色々あって、低い姿勢で煙を出来るだけ吸わないように

ハンカチなどがあれば、口元を押さえて避難する。

■安全

■今日は何の日

■新型レクサス ES Project Award
　11月 7日にトヨタ自動車九州のラインオフセレモニーでプロジェク

ト表彰がありました。盾と賞状がトヨタ車体の中にありますので、刈

谷の人はもしかしたらどこかで目に触れているかもしれません。皆さ

んの努力の賜物だと思います。感謝しております。

■TY社内報　ダイバーシティ取組み紹介
　トヨタ車体の社内報冬号にトヨタ車体研究所のことが紹介されてい

ます。ダイバーシティの取組み紹介という所で、小西専務と私が２シ

ョットで写っています。下にトヨタ車体研究所の取組みということで、

ジョカツの活動が紹介されています。我々の活動がトヨタ車体のお手

本になっているということも書いてあります。トヨタ車体に良い刺激

を与えてくれたと思います。ありがとうございます。

①11/7　霧島市モザイクアート除幕式

　11月 7日は、霧島市の誕生日なんだそうです。11年前に１市６町

が合併されて、新しい霧島市が出来た。「イイなの日」と覚えてくださ

■11月の主な出来事

③11/14　にこにこ米ふるまい (鹿児島 )

　10月末に稲刈りを行ったお米が精米されて、食堂で出されました。

・姉の日

・音の日

・シンフォニー記念日

・ラジオアイソトープの日

・小倉～鹿児島　日豊本線全線開通（1932 年）

Top

Message 12 月 6日 全社月例会
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⑦11/17　トヨタ車体技術会 鹿児島支部イベント

　15名の方が嘉之助蒸留所にウイスキーの工程を見学しに行かれまし

た。試飲もあったみたいですね。

⑨11/23　防災訓練 (鹿児島 )

　皆さん生々粛々と行っていただいて、消火器の使い方や消防局の方

の初期消火や避難の時の話しをしてくれました。

⑧11/17・18　新 V.LEAGUE 刈谷大会 (愛知 )

　ご存知だと思いますが、今年からVリーグが新しくなって東西に分

かれました。序盤戦は交流戦なので東のチームとの試合が多いですが、

今週久光と佐賀でやりますので、今週末時間のある方は是非応援に行

ってください。今首位ですよね。実力を見るとリーグトップ３の実力

は今身に着けていると思います。

⑤11/15　技術企画委員会

　国分からも多くの方に参加していただきました。当日は、企画・開

発から参画してくれた女性メンバーが説明員として活躍していただき

ました。大変好評だったと聞いております。お疲れ様でした。

⑥11/16　ふるさと佳例川　新米ウォーキング

　残念ながら１名の竹之下さんのみの参加になってしまいました。

1000 年の歴史がある稲富神社すごいですね。

⑩11/23　第 8回霧島市 10万本植林プロジェクト

　今年は、勤労感謝の日にあり出勤日だったので例年より人が少ない

ですが、４名の方が参加してくれました。ありがとうございました。

以上



1
Winter Party の裏側

STEP

レク会議キックオフ 10 月 7 日

TV 会議を繋いで、国分と刈谷のレク委員全員でウィンターパーティ
の方向性と今後の進め方をすり合わせます。

Winter Party 皆さんいかがでしたか？楽しいイベントになる様、レク委員や事務局の皆さんが

２ヵ月も前から準備を進めてきました。皆さんの裏側を取材しましたので紹介します！

3
STEP

当日準備
事務局・司会・レク委員全員で昼過ぎから会場に向かい準備とリハーサルを行います。

会場装飾（刈谷） 安全を確認しながらツリー設置 本番を想定しながらリハーサル

気合の円陣！！全員で最終確認

2
STEP

レク会議
国分と刈谷それぞれで週に１回集まり、司会者・余興・役割分担など細かい内容を決めていきます。

役割毎に内容を詰めて、レク会議で話し合ったり・事務局に相談して内容を決めていきます。

☆…事前準備　　★…当日対応

毎週 1 回

各役割

☆ 台本作成
☆ 各担当とのすり合わせ
★ 当日の司会進行

☆ BGM 選定＆準備
☆ 全ての音源を CD にまとめる
★ 会場にて音源チェック

音楽 司会

☆ 備品予約＆事前申請
★ 当日撮影
★ 集合写真位置決め

☆ 景品の選定・調達
☆ 包装
★ 当日の進行

撮影抽選会

☆ リスク評価シート作成
☆ 作業安全確認＆指導
★ 現地での安全チェック

☆ イベント企画
☆ 景品の選定・調達
★ 当日の進行

子供向け
イベント

安全 KY

☆ 装飾企画
☆ 装飾品の選定・調達
★ 当日の装飾

☆ 飲み物の選定・調達
☆ 備品の選定・調達
★ 当日の配置

飲み物会場装飾

☆ チケット・抽選券の作成
☆ 参加者集約
☆ レイアウト・配席表の作成

☆ イベント企画
☆ クイズ内容考察
★ 当日の進行

制作 テーブル
対抗
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ご家族や従業員の皆さんが描いた絵が
風船と一緒に頭上に装飾されました♪

＼いよいよ本番！頑張るぞーエイエイオー！／＼いよいよ本番！頑張るぞーエイエイオー！／

＼START ／
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4
STEP

本番

国分　12月 12日 in京セラホテル

刈谷　12月 21日 inあいおいホール

司会は、石岡さん＆藤井さん

司会は、武富さん＆森川さん 電技グルーヴによるバンド演奏♪ 会場後方では、子供向け釣りゲームやボッチャが！

にこにこ米 500g に近づけろ！設計者代表で木村さんも参加

抽選会は、マリオ集団（マリオ、ルイージ、キノピオ）が担当♪ 288 名参加されました！

274 名参加されました！

オールスター感謝祭風クイズ。各テーブル盛り上がりました！

まるちゃん達からのクイズ。各テーブル盛り上がりました！

IT 部による平山部長へのドッキリ動画

毎年恒例！ボデーによる出し物。今年も様々なキャラクターが出てきました！

毎年恒例 RW によるツリー点灯式 ボデー設計部によるオタ芸。暗闇に見えるサイリウムが綺麗♪

増井監査役による総評【抜粋】

みなさん本日は参加させていただき、ありがとうございました。

トヨタ車体研究所は、サイズ的にもちょうど良く、従業員一人ひとりの顔が見える会社って良いなと思いました。

お世辞を言うわけではないですが、研究所は車体グループの中でも活気があって、特に女性の方が元気が良くチャーミングな方が

多いなと参加して感じました。

IT 部の動画は、あんなに連続して騙されていると流石にきついだろうなと思いました。皆さんに愛されている部長なんだなと感じました。

それからなんと言っても今回のベストパフォーマンスは「ボデー設計部」だと思います。これはかなりの出来だと思いました。
もっとクオリティを上げていって、また来年見れるのを楽しみにしています。

それから、抽選会では藤ヶ森さん家がたくさん当たりましたね。なんと幸運な家族なんだと思いました。来年もその幸せが続きますように。

そして、裏方・出演者・司会の方々に感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございました。

是非、来年も呼んでいただきたい。この Winter Party を楽しみに私の働く糧として、来年１年も頑張りたいと思いますので、

来年もよろしくお願いします。今日は、本当にありがとうございました。
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本番　その時各担当は！！

受付は、来場者のチェックや飲みませんシール、駐車券の配布でバタバタ！

シャッターチャンスを狙って、カメラマン！

パソコン操作は、タイミングが大事！

余興のメイク中！ RWのお菓子貰って帰ってね～

5
STEP

後片付け

＼レク委員 ・司会 ・出演者 ・事務局の皆様お疲れ様でした／

来年も楽しいイベントを全社で協力して作っていきましょう！！

会場が閉まってしまうので、後片付けはスピード勝負！ 1時間以内に会場を綺麗に！

＼GOAL
／



11 月 12 月の主な行事

会社行事

イベント

●1日　刈谷駅周辺クリーン活動

●4日　インフルエンザ予防接種 （鹿児島）

●9日　知立駅周辺クリーン活動

●12日　Winter Party （鹿児島）

●15日　洲原ほーむボランティア

●19-20 日　品質事例展示会 （鹿児島）

●21日　Winter Party （愛知）

●22日　企業の森 （愛知）

●28-1/6 日　冬季連休
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霧島イイな展日

11月 7日を「霧島イイな（117）の日」とし、

霧島市のいい所を褒めて発信しようと 11,700 枚の

褒めるカードで巨大モザイクアートが作成されました。

研究所も 100枚の褒めるカード作成に参加し、

オープニングセレモニーでは、企業代表として

立松社長が除幕式にも参加されました。

10
車体技術会カート大会 (TY本部 )日

研究所からも２チームが参加しました。20チーム中、

内装設計が 5位！ボデー設計が 15位と頑張りました^^

14
交通安全立哨ボランティア日

約130名が横断幕やプラカードをもってドライバーに

横断歩行者優先による横断歩道付近の減速や停止など

安全確認の徹底を呼びかけました。

14
にこにこ米ふるまい日

にこにこたんぼで採れた新米が食堂で無料ふるまいされました。
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23
防災訓練（国分）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！

23
霧島市 10万本植林ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ日

17
車技会鹿児島支部イベント日 15名が、ウイスキー蒸留所見学に参加され、歴史や工程を教えて頂いたり

海の見える会場でウイスキーの試飲も行われました！

平日の祝日だったため、例年より参加者は少なかったですが
4人が植林に参加されました！

2018 年ハナタバコにご協力いただきました皆様ありがとうございました。

来年も読んで楽しい！読みやすいハナタバコになる様、 取組んで参ります。

何かリクエストなどありましたら、 お気軽に教えてください。

来年もよろしくお願いします。 皆様良いお年を！

ここだけの話


