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我が家のペット紹介

みんな GW何してた？ 福岡県海の中道海浜公園に行きました。
ネモフィラブルーで

幸せな気持ちになりました♪

（撮影：経営管理室　前原さん）

発行日：2018 年５月 23日



■安全・健康 ■4月の主な出来事

①4/1　開発部門駅伝大会

　トヨ研 SPアスリートチームが準優勝ということで大変頑張ってくれ

ました。ありがとうございました。他のチームの皆さんも頑張ってくれ

ました。

②4/2　入社式

　6名の方が入社されました。大変フレッシュな顔ぶれで、彼らがイキ

イキと目を輝かせていたので良かったなと思います。

③4/2　TY方針公示式（子会社Good News）

　トヨタ車体の方針公示式に代理で竹之下さんに出ていただいたのです

が、鹿児島県より「女性活躍推進優良企業」として県知事表彰を授与し

たことが紹介されました。子会社の良かった点などをいつも紹介してい

る。

④4/7　洲原ほーむボランティア（愛知）

　4名の方に参加していただきました。ありがとうございました。

以上

⑤4/14　トヨ研カップ（鹿児島）

　祁答院ゴルフ倶楽部で行いました。

⑥4/21　トヨ研カップ（愛知）

　国分の次の週に日吉ハイランド倶楽部で行いました。両方共快晴で

したね。

⑦4/22　TYフットサル大会

　3チームが出場しました。出向者の月報を見ていると、車体のチーム

で何人か出られている。写真を何枚か見ましたけど、随分色んな所で活

躍してくれているなと思います。本当にありがとうございました。良い

笑顔で皆写っていますよね。

⑧4/24　創立記念式典前　全社一斉清掃活動

　たくさんの方に参加していただきました。本当ありがとうございまし

た。本当綺麗になりましたよね。常にこれをキープできたら良いかなと

思います。

⑨4/26　創立記念式典

　奉告祭で玉串を奉奠させてもらいました。表彰式では、たくさんの方

々が表彰されました。本当におめでとうございます。式典後に、表彰者

懇談会でご家族からのメッセ―ジをいただいたりして本当心温まる良い

会だったなと思いました。

■ＧＷ in 京都

　京都では年２回（春季・秋季）、非公開の文化財を特別公開する。

大体 20～ 30か所が公開される。今年は、明治維新 150周年にちな

んだ文化財の特別公開が多かった。ということで、興味を持って行っ

てきました。スタートは、壬生寺だった。名前から想像つくように新

撰組が訓練に使った場所。その隣に八木邸という新撰組の人達が寝泊

まりする場所があった。彼らから言うと、明治維新 150周年ではなく

近藤勇没後 150周年。僕にとっては、明治維新 150周年。特に薩摩

藩が関わった所は、いっぱいある。その内の２つに行ってきた。

＊伏見・大黒寺

　伏見は、伏見稲荷が有名で京セラの本社もある場所。このお寺は、

1614 年に薩摩藩士だった島津義弘の守り本尊「出生大黒天」を祀る

ということで大黒寺という名前に変わったそうです。大黒寺から徒歩

3分の距離に薩摩藩邸があり、近いということもあり祈祷所にしても

らった所から始まったそうです。通称「薩摩寺」という。お寺の中に

は、色々な文化財があって、例えば「西郷・大久保会談の間」。随分傷

＊相国寺内「養源院」

　相国寺の中に色んなお寺があって、養源院では毘沙門天立像が特別

公開だった。養源院というのは、薩摩の人達には大変ゆかりのある場

所。薩摩藩士の野戦病院になっていて、手術も行われていた。そこで

重傷を負った西郷従道が手術を受けたというのでも有名なお寺。

んでいて歩くとクッションの様に沈んでいく。６人くらいで行くと全

員で入らないでくださいと言われる。他には、以前治水神社の話しを

しましたが木曽三川工事を行った薩摩藩家老の「平田靱負の墓」があ

ったり、「伏見寺田家殉難九烈士の墓」という同士討ちで亡くなった方

々の魂を慰めるということで西郷さんがお墓を建て直した。このお墓

の書は、西郷さん自身が名前を書いている。

■今日は何の日

　・日本気象協会設立記念日

　・奄美黒糖焼酎の日

　・ファイトの日（リポビタンＤ）

　・リプトンの日（トーマス・リプトンの誕生日）

　・愛鳥の日　　・コットンの日　　・五島の日

・防火防災

　特に鹿児島県は火山県に住んでいますので、どんな怖さとかリスク

がある事を知って自分なりに対策を考える。愛知の皆さんは、やはり

東南海地震に対する備えが必要になってくると思います。梅雨の時期

もきますので、水害も一つのリスクとして考えておいてください。

Top

Message 5 月 10 日 全社月例会
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創立記念式典 2018 年 4月 26 日

▲国分表彰者 ▲刈谷表彰者

創立 28周年を迎えるにあたり、創立記念式典が行われました。

まず始めに、創立時から昨年度までの出来事がまとまった動画を上映して 28周年を振り返りました。

その後、立松社長より式辞をいただき、2017 年度社内表彰式が執り行われました。

功労表彰

●最優秀功労表彰：ジョカツW/G

●優良功労表彰：ランプ設計室　西郷竜治さん

●社内検定表彰（CATIA 選手権）：最優秀　第 2ﾎﾞﾃﾞｰ設計室　益山司さん

●特別社内検定表彰（CS検定 )：技術開発室　岩切葵さん

優秀　外装設計室　荻野真啓さん

優秀提案表彰　第 3ボデー設計室　蒲地利典さん

優秀職場表彰　内外装設計部

●特別功労表彰：技術開発室　藤井知美さん

技術開発表彰

●優秀技術開発表彰：情報システム室　横道雄太さん、末松大典さん

●優良技術開発表彰：ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ室　小山航さん、前田英昭さん

●特別技術開発表彰：ボデー設計部、内外装設計部先行開発Gr+技術開発メンバー

創意工夫発明表彰

●発明考案表彰：最高得点表彰　ボデー設計部　井関健一郎さん

●優良業務改善表彰：デジタルエンジニアリング室　貞松貴之さん、福留 菜月さん

目標達成 VA表彰　第１・２・3ボデー設計室

特別貢献 VA表彰　電装設計室

●VA表彰：最優秀 VA表彰　ワイヤーハーネス設計室

今年は、珪藻土コースター

＼を記念品で配布しています！／
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優秀　シート設計室　坂元雅樹さん、髙田正浩さん、櫻井照久さん、前原拓朗さん
優良　ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ室　川野寿智さん、第 3ﾎﾞﾃﾞｰ設計室　橋本章さん、赤﨑祐介さん、

　　　第 1ﾎﾞﾃﾞｰ設計室　黒川敬久さん、第 3ﾎﾞﾃﾞｰ設計室　久木田康紀さん

●自工程完結活動表彰（上期）：最優秀　ﾃﾞｼﾞﾀﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ室　岩間太志さん、奥康博さん、假屋志穂さん

優秀　情報システム室　渡辺秀樹さん、宮田敏英さん、恒吉妙子さん
優良　ランプ設計室　永野誠さん、末満学さん、外装設計室　荻野真啓さん

●自工程完結活動表彰（下期）：最優秀　技術開発室　藤井知美さん、東園雄太さん、材料技術室　川畑正さん

交通・安全表彰

●交通安全表彰：車両実験室、外装設計室

永年勤続表彰

●CAE室　折田智幸さん

●シート設計室　櫻井照久さん

●TMC出向　原田昭人さん

●第 3ﾎﾞﾃﾞｰ設計室　牧瀬成一郎さん

●内装設計室　満田康太郎さん

●ランプ設計室　東郷 隆弘さん

●材料技術室　堀之内一弥さん

●里井 奈央さん

●総務・人事室　濵畑 朋子さん

立松社長賞『リチャード賞』

●CAE室　本村希代香さん

●技術統括部 技術管理室

●経営管理部 経営管理室 企画 G

●経営管理部 総務・人事室 刈谷総務 G

●中堅技術者懇談会事務局

表彰者懇談会
表彰式後に受賞者の皆様を対象に懇談会が開催されました。

今年度は、功労表彰＆永年勤続を受賞された皆様にサプライズでご家族、職場よりメッセージをいただきプレゼントしました。

ご家族や職場からのメッセージや似顔絵など温かいメッセージに

皆さんとても驚かれ、 思わず嬉し涙が溢れる方も… （聞いている方もウルウル）

たくさんの方に 「ビックリしたけど、 とても嬉しかった！ありがとう！」

と事務局にメッセージをいただきました。

ご協力いただきましたご家族の皆様本当にありがとうございました。
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4 月 28 日～ 5月 6日の GW

皆さんどう過ごされましたか？

5名の方の GWの思い出を紹介します！
みんな、GW何してた？

立松 哲二さん in京都

非公開文化財の特別公開を堪能。今年は「明治維新 150 周年」

ゆかりの文化財公開が多く、薩摩藩に縁の深い場所を選び鑑賞。

研究所に赴任したお蔭でこんな楽しみ方できたことに心から感謝。

京都で非公開文化財鑑賞　～彩豊かな○○を目指して～

総務・人事室

森 麻美 さん 村山 祐子さん in台湾

観光地で有名な九份や十份でフォトジェニックな写真を撮り、
夜市では美味しいグルメを堪能！足つぼマッサージも体験♪
道を聞かれビックリ！台湾人に見えたのかな？笑
とても充実した台湾旅行でした♪

デジタルエンジニアリング室

前薗 健一郎 さん in長野県 南木曽岳

同期と登山を初めて、７年目。毎年 年初めは、

春季連休に登っており、御嶽山噴火以降は拝観

出来る所に登ってお祈りさせて頂いてます。

天気に恵まれ御嶽山＋中央アルプス（木曽駒ヶ岳）

が望める最高の眺めでリフレッシュ出来ました。

同期と登山

技術開発室

東園 雄太 さん in石垣島・竹富島

4/29 ～３泊 4日で石垣島・竹富島に行ってきま

した。天候にも恵まれ、充実した旅行になりま

した。

透明できれいな海を泳ぎながら、

　　　　　　　　　　　とても癒されました～

石垣島・竹富島へ家族旅行

CAE室

本村 希代香 さん in2018 ひろしまフラワーフェスティバル

毎日、夜はイベントでご一緒させていただいた方々と懇親会で楽しい

時間を過ごさせて頂きました。お昼の休憩中に食べたお好み焼きも

美味しかったです！また観光で行ってみたい！

霧島ふるさと大使出張　初！広島

☆台湾旅行☆



新人６名の販売実習が各ディーラーにてスタートしました。近くに行った際は、是非お立ち寄りください♪

販売実習スタート

TOPICS

我が家のペット紹介

名前

性格

テン ♂ 4 ヶ月

柴犬

経営管理室 さん德元 友佳

好奇心が強く誰にでもしっぽをふる、 次女に

習性 食欲旺盛で、 食べたらすぐに出します。 他人

には全く吠えず、 掘った穴に向って吠えてます。

そっくりな性格で、 柴犬にしては大きく色白な所は、

長女にそっくりです。

４月に我が家の一員になりました。

子供達もお世話をしてくれ、 夫も早起きをするようになり日々、 家族の成長も感じています。 自然と夫婦の会話も増え

ました。 成長を願いつつも、 いつまでも手のかかるやんちゃな子でいてほしい複雑な気持ちです。。
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1
TY 開発部門駅伝大会日

7
洲原ほーむボランティア日

研究所からは、6チームが参加しました。SPチームは、２位と大健闘！選手の皆様お疲れ様でした^^

5名が参加し、車いすや福祉車両の清掃を行いました。

2
入社式日

4 月 5 月の主な行事

会社行事

イベント

●12日　母の日プリザワークショップ

●15-22 日　TY JKK 事例展示会

●18日　OB会

●19日　OB会ゴルフコンペ

●20日　南日本職域対抗ゴルフ大会

●23-25 日　自動車技術会　2018 年度春季大会

●23-25 日　集団健康診断 （国分）

●26日　RWレク

06

フレッシュなエネルギー溢れる新入社員 6名が、トヨタ車体研究所の新たな一員として一歩を踏み出しました。

14
トヨ研カップ（鹿児島）日

終日あいにくの雨でしたが、最後までプレーできました。



21
トヨ研カップ（愛知） 創立記念前一斉清掃日

25
日

快晴で絶好のゴルフ日和でした♪ 昼休みに建屋の周りを綺麗に清掃しました。

22
TY フットサル大会日 研究所からは、3チームが参加しました。

07

表彰者懇談会でご家族へメッセージをご依頼させていただきましたが、 内心返事をいただけるかとても不安でした。

ですが、 今回依頼させていただきました全てのご家族の皆様から返事をいただくことができ、

とても嬉しい気持ちとご家族からのメッセージが感動的でウルウルと感情が大忙しでした （笑）

メッセージを読んでいて、 ご家族の支えがあったからこそ勤続 20年を続けてこれたんだなとしみじみ。

ご協力いただきました皆様、 本当にありがとうございました！！

ここだけの話


