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我が家のペット紹介

熱中症にご注意を！ 7 月中旬～下旬にかけて
えびの コカコーラ工場の
ひまわり畑が満開でした。
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■安全

■健康

■7月の主な出来事

①7/1　錦江湾クリーンアップ作戦（鹿児島）

　ご家族を含めて 67名の方に参加いただきました。ありがとうござ

いました。いつもの事ながら、こういう清掃活動でも楽しそうに明る

くやっているのはいいなと思います。

②7/13　イノアック展示会 (鹿児島 )

　我が社で行った展示会では最大級の展示会。総勢でイノアックさん

から 20名を超える方が来てくれた。真剣にプレゼンテーションを行

っていただきましたし、展示即売会をやっていただいた。女性社員を

中心に即売だった。たくさんお買い上げいただきありがとうございま

したとのことでした。サマカでもやりたいという話もあったんですけ

ど、被災地にそれをまわしたいということで中止したいという連絡を

いただき、そういうことであればと快く了承致しました。また来年以

降は、やってくれる可能性があります。

　楽しい夏季連休を無事故で乗り切ろう！後１週間もすれば夏季連休

に入りますので、是非皆さん無事故で楽しい夏季連休を過ごしていた

だきたいと思います。今年も愛知県は死亡事故がワースト１。なんで

こんなに毎年毎年続くんだろう。なぜ？と愛知県の警察も真剣に考え

ないといけない。この辺が縦割行政の難しさっていうのもあると思う

んですけど、誰かが真剣になぜ愛知県は交通事故死が減らないんだと

考えたら、まともな答えが出る様な気がするんですけどね。でも自分

達の周りでそういうことが起きないように、とにかく再発防止・未然

防止をしっかりとやっていきたいと思います。

　それから自転車の転倒事故がありましたね。これは個人攻撃をする

つもりではないですが、大変心配しましたので少し触れさせていただ

きます。様々なアクティビティに参加することは決して悪いことでは

無いし、むしろ喜ばしいことですよね。皆さんが、色んなことにチャ

レンジして楽しむという行為自体は大変良いことだと思う。だけどや

っぱりそういう中でも事故が起きてしまう。このリスクを出来るだけ

下げるためには、KYをしっかりやることかなと思います。失敗の三

要素を前も言いましたが、①慢心、油断　②情報不足、知識不足　③

思い込み。この三つを常に頭において、油断はないか、情報はしっか

り取れているか。情報不足、知識不足を補うために KYがありますし、

再発防止の知識も必要。思い込みをなくすためには、指差呼称や同行

者の目を借りるなども必要だと思います。こういうことも是非行って、

自分達でリスクを減らすということを是非やって欲しいと思います。

すごいなと思ったのは 1980 年モスクワオリンピックの記念硬貨。モ

スクワオリンピックは、日本はボイコットして出ていない年。なんで

そんなのがあるんだと思った。これを売ろうと思って調べたが、価値

のあるものは少ないことが分かりました。

■明治 150年記念貨幣

　明治150年記念貨幣というのが、今日から 3週間申込み受付期間が

始まります。額面 1000 円の記念硬貨なんですが、販売価格が 9,000

円、販売枚数 50,000 枚。これ投資だと思って皆買うと、大きな間違

い。個人満足です。僕が身をもって分かっているのが、実は我が家は

6月に義理の母親を迎えるために家をリフォームした。その時に断捨

離をした所、家内が僕の親から受け継いだ記念硬貨をどっさり持って

きた。その中には、1964 年東京オリンピック、冬季オリンピック、

＜明治 150年記念貨幣＞

　見てもらうと分かる通り、カラーです。ホームページを見たらよく

分かると思います。

＜1964 年東京オリンピック記念硬貨＞

　我が家にあった記念硬貨ですが、ナンバーが書いてあった。1000

分の 750 と書いてあったので、1000 個発売したんですかね。これは

もしかしたら価値があるかもしれないですよね。

・裏面

　昨日僕は、愛知から鹿児島に来ました。鹿児島に着いたらまさに避

暑地。高原の爽やかさを感じました。今 ,愛知で 35度以下の所に居る

と快適とさえ感じてしまう。それくらい毎日 38～ 39度。ニュースで

もやっていますが、名古屋の真ん中のコンクリート地帯にいくとプラ

ス 3～ 5度。明らかに 40度超えて、42～ 43度という世界。是非、

愛知にいる皆さん暑さに気を付けてください。熱中症を対策するのに

よく言われていることですけど、「水分」「塩分」「睡眠」「丈夫な体」。

日頃の生活態度そのものにかかってくることで、特に今年の暑い夏を

乗り切るためには普段からの丈夫な体づくりや睡眠が大変大事になっ

てきますので、良い睡眠をとって体を鍛えて欲しいと思います。加え

て、我々毎日会社に来て仲間の顔を見ていますので「見逃さない家族、

仲間の変化」も大事にしてください。よく言われるのは、子供は遊び

に夢中になったりすると、自分から水分や塩分を取ったりしないです

よね。それは、親がその変化に気づいてあげなければいけない。それ

は会社でも同じだと思うんですよね。一緒に働く仲間の変化は、僕た

ちが気づいてあげれるといいかなと思います。よろしくお願いします。

Top

Message 8 月 3日 全社月例会
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・表面

③7/14　霧島国分夏祭り

　ご家族を含めて 118名の方に参加いただき、大変楽しい時間を過ご

すことができました。ありがとうございました。

④7/18　上期 TY出向者懇親会

　出向者の懇親会で恒例になりつつあるんですけど、最近はクインシ

ーズのメンバーに来てもらっている。今回は、キャプテンの高橋さん

を始め３名の方に来ていただきました。僕らとしては、クインシーズ
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⑤7/21　小西専務ご来社

　室長以上の講演会で、今後の開発の方向性の話しもいただきました。

我々としては良い意見交換になったと思います。

以上

⑥7/28　TY開発部門ゴルフ大会 (愛知 )

　4名が参加していただいて、団体が準優勝。ベスグロが個人優勝で

下くん、ドラコンで木村常務だったそうです。

⑦7/28　車体協和会 親善スポーツ (ボウリング )大会 (愛知 )

　今年は２チームが参加して、ワイヤーハーネスのチームが９位、ボ

デーチームが 15位。全体で 109チームが出ていますから大変優秀な

成績ですね。順位とか何よりも皆楽しそうにやっているのが良いです

よね。きっと来年もありますから、出たいという人がいたらどんどん

参加していただければと思います。

⑧7/29　薩摩川内市次世代エネルギーフェア

　毎年出ていますが、車体のメンバーが来てくれて研究所のメンバー

が手伝ってコムスを展示したり、試乗会をしたりしています。38名

コムスに試乗してもらった。

の皆さんをご招待したんですけど、クインシーズサイドからは、ファ

ンクラブの勧誘にちゃっかり利用されてしまいました。その場で入っ

ている人もいました。鹿児島の人には、あまりメリットが無いので強

くは勧められませんが、是非鹿児島にも来て握手会なりサイン会なり、

バレーボール教室をやってくださいとお願いしました。たくさんファ

ンクラブの会員が居たら実現するかもしれません。

トヨタ車体クインシーズファンクラブ開設

平成 30年 7月豪雨による被害に対する支援について

TOPICS

今秋より開幕する新リーグ『V.LEAGUE』に向けて、クインシーズファンクラブでは

「クインシーズをファンの皆様と一緒になって盛り上げていただき、共に過ごす時間を楽しんでいただける」

よう様々な企画を計画されています。興味のある方、是非ご入会ください！

平成 30 年 7月豪雨により亡くなられた方々に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、被災された皆様に心より

お見舞い申し上げます。

トヨタ車体研究所と、トヨタ車体、岐阜車体工業は、このたび豪雨による被害に対する支援として総額 500 万円の

義援金を拠出いたしました。

被災地の１日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。

トヨタ車体研究所　１００万円（拠出先：特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム）

トヨタ車体　　　　３００万円（拠出先：特定非営利活動法人ジャパン・プラットフォーム）

岐阜車体工業　　　１００万円（拠出先：岐阜県災害対策本部）

＜拠出内容と拠出先＞

■会員特典

　・会員証の発行

　・シーズンチケット２枚プレゼント

　・メルマガ配信

　・会報誌の発行

　・ファン感謝祭・イベントのご招待

　入会特典として

　ファンクラブ限定オリジナルマフラータオルをプレゼント！

　また、ホームゲームではファンクラブ会員限定のイベントも計画中。
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熱中症にご注意を！

熱中症とは…

熱中症の症状

熱中症の応急処置

めまい・失神

＜熱中症による死亡者数＞

参照：熱中症環境保護マニュアル 2018（環境省）

熱中症とは、体温が上がり、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温の調整機能が働かくなったり

して、体温の上昇やめまい、けいれん、頭痛などのさまざまな症状を起こす病気のことです。

筋肉痛・筋肉の硬直

Yes
No

No

No

□チェック１ 熱中症を疑う症状がありますか？

□チェック 2 呼びかけに応じますか？ 救急車を呼ぶ

医療機関へ

涼しい場所へ避難し、服をゆるめ体を冷やす
涼しい場所へ避難し、服をゆるめ体を冷やす

救急車が到着するまでの間に応急処置を始めましょう。
呼びかけへの反応が無い場合には無理に水を飲ませてはいけません。

氷のう等があれば、首、腋の下、太腿のつけ根を
集中的に冷やしましょう。

本人が倒れたときの状況を知っ
ている人が付き添って、発症時
の状態を伝えましょう。

大量に汗をかいている場合は、
塩分の入ったスポーツドリンクや
経口補水液、食塩水がよいでしょう

□チェック 3 水分を自力で摂取できますか？

□チェック 4 症状がよくなりましたか？

Yes

そのまま安静にして十分に休息をとり、回復したら帰宅しましょう

Yes

水分・塩分を補給する

Yes

Ⅰ度

意識障害・けいれん・手足の運動障害

高体温

肝機能異常、腎機能障害、血液凝固障害

Ⅲ度

頭痛・吐き気・嘔吐
・倦怠感・虚脱感

Ⅱ度

熱中症は

油断すると

死に至る病です
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熱中症の予防と対策

研究所での対策

熱中症を予防するためには、暑さに負けない体作りが大切です。

日常的に適度な運動をおこない、適切な食事、十分な睡眠をとるようにしましょう。

のどがかわいていなくても

こまめに水分をとろう

１

「水分を」

こまめに

とろう

毎日の食事を通して

ほどよく塩分をとろう

「塩分を」

ほどよく

取ろう

日々ぐっすりと眠ることで

翌日の熱中症を予防しよう

「睡眠環境を」

快適に

保とう

バランスの良い食事やしっかりと

した睡眠をとり丈夫な体をつくろう

「丈夫な体を」

つくろう

日々の生活の中で、暑さに対する工夫をしよう！

暑さは日々の生活の中の工夫や心がけでやわらげることができます。

適度な空調で室内の温度を快適に保ったり、衣服を工夫することで、熱中症の危険を避けやすくなります。

いま自分のいる環境の気温

や温度をいつも気にしよう

2

「気温と温度を」

いつも

気にしよう

扇風機やエアコンで

室温を適度に下げよう

「室内を」

涼しくしよう

衣服を工夫して

暑さを調節しよう

「衣服を」

工夫しよう

帽子を被ったり日傘をさす

ことで直射日光をよけよう

「日ざしを」

よけよう

冷却シートやスカーフ、氷枕

など冷却グッズを利用しよう

「冷却グッズを」

身につけよう

シーズンを通して、暑さに負けない体づくりを続けよう！

炎天下でのスポーツや、空調設備の整っていない環境での作業時などでは、

熱中症の危険からしっかりと身を守るアクションをとることが必要です。

8月より鹿児島（総務・人事室）・愛知（分室）それぞれで熱中症対策

グッズを常備しています。（経口保水液OS-1、塩分タブレット、冷えピタ）

何か作業をする前や熱中症かもと思った時にご利用ください。

いつも飲み物を持ち歩き、すぐ

水分補給できるようにしましょう。

3

「飲み物を」

持ち歩こう

こまめな休憩をとり、無理

をしないようにしましょう。

「休憩を」

こまめに

とろう

携帯型熱中症計やテレビ、Webなど

で公開されている熱中症指数で、

熱中症の危険度を気にしましょう。

http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.php

熱中症指数とは…

人間の熱バランスに影響の大きい

の３つを取り入れた温度の指標。

サイトなどで各都道府県や時間帯

での指数が分かりますので、何か

活動する前は要チェックです！

気温　温度　輻射熱「熱中症指数を」

気にしよう

特に注意が必要なシーンや場所で、暑さから身を守るアクションを！

参照サイト
・ 環境省 熱中症予防情報サイト （ http://www.wbgt.env.go.jp/ ）

・ 一般財団法人 日本気象協会サイト （ https://www.netsuzero.jp/ ）
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錦江湾クリーンアップ作戦日

7 月 8 月の主な行事

会社行事

イベント

●4日　サマカ前社内一斉清掃

●4日　第 50回洲原ほーむボランティア （愛知）

●10日　オープンハウス

●10日　サマーカーニバル

●25日　ふれ愛夏祭り 2018 （愛知）

●25日　散策路クリーン活動 （愛知）

●25日　第 4回企業の森づくり活動 （愛知）

●27-31 日　夏インターンシップ受入れ （鹿児島）

05

従業員とご家族含めて 67名が、朝早くからゴミ拾いを行いました！

14
霧島国分夏祭り 総踊り日

従業員とご家族含めて 118名でお揃いのハッピを着て２時間踊りました！

18
上期 出向者懇談会日

今回もクインシーズの方が３名参加されました！

28
TY 開発部門ゴルフ大会日

全16チームの中で団体準優勝！下さんはベスグロ個人優勝！
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来年の４月から新元号になる予定ですね。

最近ニュースなので 「平成最後の夏」 と言われると

何かしないと！という気持ちになりませんか？まぁ、 気持ちになるだけなんですけど （笑）

新元号は何かな？来年は 「新元号初の夏」 って言われるのかな？などと考え出すとキリがありませんね。

皆さんは、 何だと思いますか？ハナタバコで新元号予想特集でも組もうかな…

ここだけの話

28
第 15回親善スポーツ大会日

ボウリング大会に２チームが参加しました。

全 109チーム中 ハーネスチーム 9位、ボデーチーム 15位！

29
次世代エネルギーフェア日

コムスの試乗やペーパークラフト工作を体験してもらいました！

我が家のペット紹介

名前 もちこ ♀ 5才くらい

雑種

CAE 室 さん本村 希代香

とーーっても甘えん坊で、 出社前と帰宅後は私の足元

をグルグル回りながら 『かまって』 アピールをしてきます。

遊んでいると、 かんだり猫キック。

寝る時は、 そっと近寄ってきて

一緒の布団で寝るかわいいや

つです。

靴下をはいている様に見えるところ ・鼻の穴に見える模様があるところ。 全てが可愛くてたまらない、 私の癒しです。


