
トヨタ車体研究所社内報

今年は、感染症に振り回された１年でしたね。

来年は、明るい兆しがみえてきますように…＊
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　健康：本日この後、トヨタ自動車の奥山先生にお越しいただいて、

メンヘル教育の話をしていただきます。その前にトヨタ自動車、トヨ

タ車体ではここ数日でコロナウイルス感染陽性者が続出しています。

個人とか部署に対して、心無い言動や不当な扱いは絶対にしないでく

ださい。皆さん分かっていると思いますが、もう一度リマインドした

いと思います。感染拡大防止協力と仲間の早期回復を祈りましょう。

毎朝朝礼で、岡元部長が色々コロナについてのデータを集めてくれて

いて、それを皆さんに展開しています。これを皆さん昼礼とかいろん

な所で把握していただいて、情報の一つとして捉えていただきたいと

思います。自分の身は自分で守るということだと思いますので、皆さ

んできる限りのことをやってください。今まで以上に良識ある行動を

してください。特に愛知県の方は、そのリスクが高まっています。最

近テレビでもよくいっている「マスクはワクチンだ」ということを信

じて、皆さんマスクの着用を心がけてください。できる限り家の中で

もマスク着用した方がいいかなと思いますけど、それはそれぞれの判

断に任せます。

安全・健康
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今月の社長の想い
①創立30周年記念事業（ここまでの総括）

　先月予告した通り、30周年記念式典の振り返りを行います。ここ

までの記念事業の総括です。

　ご存知の様にいっぱいいろんなことをやりましたよね。特に青字に

している「社歌（社歌動画）」、「VISION　2030」、「社員手帳」、「30

年のあゆみ（動画）」は、私自身力を入れて、いろんな思いを込めて

作りました。期待値以上のものができたなと自画自賛しております。

ぜひ皆さん、もう一度これを見てください。特に「社員手帳」。これ

は非常に秀作だと思いますので、もう１回目を通していただければと

思います。次は何？ということですが、まだまだ 30周年の企画を進

めることが可能ですので、ぜひいろんな提案をしていただきたいと思

います。特に刈谷の人。刈谷の人は、30周年の式典も含めてWEBで

の式典参加でしたから、今一つ盛り上がっていないという気持ちがあ

るのでは？そうであれば、自分たちでぜひ企画提案してください。

「言ってみよう、やってみよう」を実践する事で良いと思います。

　・テーマ  ・ロゴマーク  

　・Ｔシャツデザイン ・Ｔシャツ  

　・スティックバルーン

　・記念品  ・タイムカプセル

　・講演会

　・社歌 　（社歌動画） 

　・ＶＩＳＩＯＮ　２０３０ 

　・社員手帳    

　・３０年のあゆみ　（動画）    

　・３０年年表       ・３０年史　（冊子） 

たと言ってもらえました。これも残念ながら、刈谷の人は感動が伝わ

ってなかったのかな？鹿児島にいた人で、初めて見た人は大きな感動

があったと思います。迫力、真剣さ、伝統、三方よし。三方よしと書

いたのは、演者の方々もコロナの関係で久しぶりのパフォーマンスだ

ったそうです。半年振りと聞きました。「伝統文化を守るためにもこ

ういうパフォーマンスができたのは非常に嬉しかった」と直接言葉を

いただきましたので、皆さんにお伝えします。心からやって良かった

なと思いました。

★記念式典（10月 30日）

・霧島九面太鼓　⇒感動（迫力、真剣さ、伝統、三方よし）

　オープニングセレモニーで霧島九面太鼓を演奏してもらいました。

僕は非常に感動しました。いろんな人の意見も聞きましたが、感動し

・30年のあゆみ（動画）　⇒感謝（先人の想い、歴史の重み）

　30年のあゆみの動画は、これはやっぱり初代 小林社長のコメント

から歴史や先人の想いというのを感じましたよね。僕は、九面太鼓と

この動画の所で、すでにうるうるした感じがありました。なので、あ

まり感情移入しないようにしました。この後、式典でのあいさつもあ

ったので、ちょっと目を伏せながら見ていました。

・挨拶　⇒誇り

　僕自身この場で、30周年の節目に社長をやっていて、あいさつが

できたことは非常に誇りに思いました。久保委員長のあいさつも非常

に良かったなと思いました。先ほども言いましたが、僕はこのあいさ

つの前に、自分の感情をあまり出さないように、感動し過ぎないよう

に苦労しました。僕が緊張し過ぎると、司会の石岡さんとか、久保委

員長に悪い流れを作ってしまうのではないかと考えたからです。そう

いう想いも感じながらのあいさつでした。

・祝辞　⇒鹿児島での「良き企業市民」としてのステータス

　新知事の塩田さんと霧島市長の中重さんから祝辞をいただきました。

知事の祝辞は、中村副知事が代読していただきました。本当に我々は

この 30年間で、鹿児島での「良き企業市民」としてのステータスが

上がったのだなと思いました。

・ビデオメッセージ　⇒「チーム九州」の一員としての自覚

　レクサスの佐藤さん、TMKの永田さん、TPECの馬場さんの３名の

関係会社トップからメッセージをいただきました。キーワードは「チ

ーム九州」。チーム九州の一員としての自覚を再確認することを、リ

マインドさせられました。

・錦江会贈呈品紹介　⇒先輩方の激励

　30周年を記念して絵画をいただきました。これは、諸先輩からの

激励をいただいたということだと思います。私は鹿児島にいる時は、

毎日見ています。皆さんも見てくださいね。

・増井社長挨拶　⇒地域への感謝と我々への期待値

　増井さんからのメッセージの中に地域　鹿児島の皆さんへの感謝と

トヨタ車体研究所に対する今後の期待値というのをお話ししていただ

きました。これも非常に心に響きました。

・社歌（社歌動画）　⇒底力

　本当は、式典の場で社歌を歌おうということだったのですが、それ

が叶わないとなった時点で、動画を作ってくれました。これも本当に

皆さん全員の力だなと思います。全員が参加して、我々の底力が見せ

られたなと強く思いました。
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①11/5　トヨタ自動車 LIC Z 小林主査　ご来社

　小林さんの来社は、5回目と言われていました。我々とは非常に良

い関係。僕自身、彼は大学の後輩。しかも今回は立ち上がったばかり

の IS を持ち込んでくれて、何人かの方が試乗させてもらいました。

さらに「新型 IS のすべて本」が本日発売されました。これにグルー

プ長４人がインタビューを受けて掲載されています。これすごいこと

だと思いますよ。僕はトヨタ自動車に 32年くらいいたのですが、2

回しか掲載されたことはありません。彼らを中心に、研究所として非

常に素晴らしい成果を挙げてくれました。同時に小林さんの配慮もあ

って、こういう本に我々研究所として掲載してもらえたということは、

非常に名誉なことだと思います。開発に携わった全てのメンバーの代

表として、彼らはインタビューを受けたと思います。ぜひ買って読ん

でくださいね。

②11/13　東洋紡様 ご来社

　東洋紡の 4名の方が来社されました。創立 30周年のお祝いとして

社長名でバカラの花瓶をいただきました。高さ 21cmあります。ずっ

しりと重い花瓶です。どこかに展示します。

③11/14　社会貢献ブロック合同クリーン活動

　刈谷でクリーン活動がありました。当社からは、ボデーの大野さん

が参加してくれました。ありがとうございました。

④11/18　JAあいら様　ご来社

　鹿児島に JAあいらの 18名の方が来社されました。質疑応答で 30

個以上の質問があったそうです。非常に盛り上がったと聞いています。

⑤11/19　歯科健康教室

　37名の方が参加してくれました。皆さん健康に興味を持っていた

だいて良いことですね。

⑥11/21  霧島市 10万本植林プロジェクト

　ご家族含めて 18名の方に参加してもらいました。その時に最近定

着してきた「ボラエクサ」をやりました。ボランティアの活動の中で

何歩歩いたかというのを競いました。結果は、末廣さんが優勝、2位

が木村さんで私が 3位。なんで私の写真しかないかというと上位二人

は、早々に帰ってしまって表彰式にいませんでした。後から賞品だけ

受け取ったと思います。

⑦11/25  ちょいボラ（にこにこ米袋詰め）

　今年は残念ながら、田植えも稲刈りも中止になってしまいましたが、

お米は、地域の皆さんのお陰で収穫できています。これをちょいボラ

に参加してくれた皆さんで袋詰めしてくれました。さっき、刈谷にも

届いたというニュースを聞きました。しばらくすると皆さんの手元に

届くと思いますので是非美味しくいただいてください。

以上

★VISION　2030　公示式　⇒　「社員手帳」紹介、配布

　式典後にVISION公示式を行い、その後社員手帳を配布しました。

これは当然のことですが、トヨタ自動車の社員手帳をトヨタに出向し

ていた尾﨑さんが紹介してくれて、それを参考に福元部長が中心とな

ってまとめてくれました。非常に好評です。

★昼食 国分：特別食（弁当）、刈谷：鹿児島特産品配布

　昼食は、国分では特別食としてお弁当、刈谷の方はお弁当配布でき

なかったので、特産品を配りました。どうでしたか？思いを汲んで食

べてくれたらと願いました。同時に３つのグループに分かれてランチ

ミーティングをやりました。中村副知事とジョカツメンバー、小木曽

プレジデントと普段走っているランナーズの皆さん、小西本部長と言

ってみよう、やってみよう PJT に参加している皆さん、と３つのグル

ープに分かれました。私は中村副知事とのランチ会に同席しました。

副知事は色んな会話をしてくれました。私自身は何回か他の会でお会

いしていますけど、本当に素敵な人です。ランチ会で印象に残ってい

ることが二つ。一つは、鹿児島県の県民性。もう一つは、東京と鹿児

島の違いはなんですか？というジョカツからの質問に対しての答え。

これはここで話をしてもいいのですが、私が話すと長くなる。上手く

まとめてあるのが、ジョカツの広報誌。ここに副知事のコメントがの

っていますので、ぜひジョカツの広報誌を読んでください。

11 月の主な出来事
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SDGs 通信 最近、テレビ CMや新聞などでよくみる「SDGs」

会社でも話題にあがっていますね！

意外と皆さんの近くにあるかもしれない SDGs 活動を

今月から不定期連載で紹介していきます！

「SDGs」とは？

「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」の略称（読み方：エスディージーズ）

2015 年 9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟 193か国が 2016 年から 2030 年の 15 年間で国際社会が

実現すべき 17 の開発目標（ゴール）と 169 のターゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残さないことを誓

っています。世界の企業や投資家を巻き込み取り組みは加速していますが、現在コロナの影響で多くの目標が後退して

います。

研究所の取組み

参照：国際連合（https://www.jp.undp.org/content/tokyo/ja/home/sustainable-development-goals.html）

トヨ犬

SDGs.ver

今回紹介する研究所の取組みは「ボランティア」について

会社でのボランティア活動

▲清掃活動 ▲献血

研究所では、社内外問わず多くのボランティアに参加しています。

個人でも自発的にボランティアに参加している人が多く、社会貢献活動に積極的

な人が多いです。皆さんが参加したボランティアは、どの SDGs に当てはまるかな？

このボランティアの SDGs

「15. 陸の豊かさも守ろう」

このボランティアの SDGs

「3. すべての人に健康と福祉を」
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個人でのボランティア活動

ワイヤーハーネス設計室　正木さんサッカーコーチのボランティア

3年前に長男が入った市のサッカーチームの指導員の方から声をかけて頂き、

私自身が小学生の頃からサッカーを続けていた事と子供が大好きという事もあり、

昨年の 4月からサッカーの指導員をしています。

技術というより、まずは子供達にサッカーの楽しさを知ってもらい、好きになって楽しんでもらいたいという思いでやって

います。自分の好きな事を通じて地域の方々に喜んで頂けている事を感じられるので、とてもやりがいがあります。

活動のきっかけ

・保育園年中～小学校 6年生を対象にサッカーの指導

・サッカースポーツ少年団付帯事業 (指導会・交流会・運動適正テスト・審判 )

・安城市サッカー協会少年連盟参加行事 (安城選手権・安城ＣＵＰ・リーグ戦等 )

活動内容

シート設計室　髙田さん

このボランティアの SDGs

「11. 住みつづけられるまちづくりを」

このボランティアの SDGs

「14. 海の豊かさを守ろう」

「15. 陸の豊かさも守ろう」

球磨川 ( 熊本豪雨 ) 災害ボランティア

ふるさとが豪雨に被災し、ボランティア募集を待っていたが、

コロナ禍で人吉では県外からの受入れがなかった。

最近になり熊本県在住の知人から誘いを受け、球磨村での奉仕作業が叶った。

今回は一般にほとんど知られていない地区での作業でした。そのため、ボランティア登録しても順番待ちとのこと。

また、地震災害の時と違いコロナ禍の人手不足や撤去する災害ゴミに付着している土砂等で作業の進みはかなり遅く感じます

活動のきっかけ

被害を受けた民家にある家財 (家具、家電、寝具など )や

壊れた建具 (サッシ、ドアなど )、及び、流入物 (余処方の物、流木など )を

家屋から搬出して、分別作業をしてからそれぞれを集積所へ運搬する。

活動内容

電子設計部国分メンバー下井海岸清掃ボランティア

きっかけは、ワイヤーハーネス設計室 国分グループの年間計画に

「ボランティアを年に一回実施しよう！」という企画があり、

どうせなら、国分在籍の電子設計部メンバーで実施しようという事で、

参加を募り実施しました。

清掃後は、とても気持ちが良く全員”笑顔”で終われました。ちょいボラ（短い時間）でも、人が集まると大きな成果が得ら

れます。コロナ禍であっても、３密に注意しながらボランティア活動へ参加しましょう。

活動のきっかけ

下井海岸のゴミ拾い

活動内容

SDGs って聞くとなんだか難しそうだな～と感じてしまうかもしれませんが、

実は、皆さんが何気なくしていることが SDGs に繋がっています。

今後も皆さんの近くにある SDGs 紹介していきます！（リクエストもお待ちしています）

このボランティアの SDGs

「4. 質の高い教育をみんなに」



05

EVENT CALENDAR
＼トヨタ車体研究所 11 月のできごと／

日

社会貢献ブロック合同クリーン活動

14

清掃活動にボデー大野さんが参加しました

日

霧島市 10 万本植林プロエジェクト

14

ご家族合わせて 18 名が参加しました

10月

日

歯科健康教室

19

TV 会議を繋いで 37 名の方が参加しました

「歯と口の健康について」

講師：有村歯科クリニック　有村先生

ボラエクサ結果

1位：末廣さん

（1926 歩）

2位：木村さん

（1777 歩）

3位：立松さん

（1696 歩）

10 月

日

ちょいボラ（国分）

25-30

昼休みにアトリウムにてにこにこ米袋詰めを実施

50 名が参加しました

あっという間に12月が過ぎ、2020年が終わりますね

皆さん冬季連休は何をされますか？

私は、引きこもれるグッズをいくつか購入しました！

例年とは違う年末年始で戸惑うことが多いですが、

来年また皆さんと元気な姿でお会いできるのを楽しみにしてます～^^/”

よいお年を～！！

ここだけの話


