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　健康 :健康については、コロナの対策本部が活動してくれています。

対策本部及び各職場の皆さんの温かい対応には今月も感謝したいと思

います。人を大切にする当社らしい対応ができていると思っています。

ありがとうございます。

　安全 :２年連続で年度目標達成に向けて推進中です。過去最少の

加害事故数で推移しています。これは、安全衛生委員会で RW・

久保委員長が言われた言葉を引用していますが、連続記録３００日

以上達成した同じ年度に最少の加害事故数を達成するということを

彼は２冠という言葉を使いました。是非これを皆で達成し、喜びを

共有したいと思います。

一方で、被害事故がまた増えてきています。注意していきましょう。

注意しきれない所もあるかもしれませんが、最小限の被害に出来る

ような努力はしましょう。
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安全・健康

① ホットタイム　　～今日は節分。明日は、立春～
　2月 2日が節分になるのは１２４年ぶりです。去年までは２月３日

が続いたわけですよね。３日以外の節分は、１９８４年２月４日以来

３７年ぶりです。何故、こんなことが起こるのかなと疑問に思ったの

で調べました。「国立天文台の観測により」と言うと、少しアカデミッ

クな感じがしますね。太陽黄経が３１５度になった瞬間が属する日を

「立春」というそうです。その前日が「節分」。ということは、２０２

１年の立春の瞬間というのはいつ？と思うでしょ。明日の２３時５９

分だそうです。それが、太陽黄経が３１５度になる瞬間です。

2025 年から４年ごとに 2月 2日が節分です。2月 3日が 3年続いて

次の年が２月２日になると。２０５７年と２０５８年は２年連続で 2

月２日になるそうです。いろいろと調べていくと二十四節季？暦の仕

組みってどうなっているの？太陽黄経が３315度って何だろう？０度

ってどこだろう？答えられますか？ちなみに０度は春分です。

春分の次にくるのは４５度毎に立夏、夏至、立秋、秋分。地球の公転

周期が１年３６５日ジャストではないというところからきているそう

です。365日と５時間４９分。これが公転周期です。そのために、

閏年や閏秒で調整をしているということです。閏年っていうのは４年

に１回来ると思っているでしょ。ところが、閏年が４年に１回あると

45分長くなるらしく 400年に３回、閏年がない年があるそうです。

次はいつ来るのだろうと思いませんか？皆さん調べてみてください。

僕は生きていないだろうな。いろんな疑問が出てきて天文を学ぶのも

楽しそうだなと思ったので、引退したら天文でも学ぼうかな？空を見

上げて１日過ごすということですね。

今月の社長の想い

12月の主な出来事
①12/2　全社メンタルヘルス教育
　トヨタの奥山先生に「思いやりコミュニケーション」というテーマ

で講演をして頂きました。大変面白い講演でした。先生のキャラクタ

ーも面白い方でした。通常２時間ほどの講演を１時間でやってもらっ

たので、消化不良な面もありました。また機会があったらやってもら

いましょう。

②12/7　企業の森
　紅葉を植林しました。33名の方が参加してくれました。さらにボラ

エクサもやりました。写真には、チェーンソーで作った、今年の干支

「牛」の木彫りも写っています。

③12/8 駐車場まわりクリーン活動
　前鶴さんと西郷さんが参加してくれました。ありがとうございました。

④12/9 会社見学：鹿屋工業高等学校
　４２名の方が来てくれました。技術統括室の皆さんの協力でCATIA

の操作体験もしてもらいました。良い体験になったと思います。

⑤12/9 ジョカツ講演会
　プレゼンジャパンの梶田香織先生に「即実践できる！マスク姿でも

オンラインでもコミュ力高い伝え方」というテーマで講演をして頂き

ました。皆さん実践していますか？忘れている方は、是非今日からや

ってください。

⑥12/9 来客　フジ技研様　ご来社
　フジ技研株式会社の平野顧問が来社されました。

平野さんは、もともとアラコの方で合併後にトヨタ車体の役員をされ

た方です。フジ技研は三重県本社の会社。鹿児島事業所が１０号線を

曽於市方向に１０～１５分行ったあたりにあります。トヨタ車体とも

繋がりがあり、初代社長の小林さんが顧問をされていました。

それを平野さんが引き継いでいるとのことです。平野先輩から会社の

取組みについてお褒めをいただきました。

⑦12/9 甲南高校出前授業（ＤＨ高倉さん）
　電子設計部の高倉さんと徳元さんと２人で行ってくれました。

理工系女子育成プログラムの一環ですが、女子学生だけでなく、興味

を持った男子学生も参加してくれました。高倉さん感想を一言お願い

します。

●高倉さん：１、２年生の生徒さんが対象でした。全員が理系を希望

している生徒ではなかったので、自分の仕事や車業界の事を伝える

ことが難しかったです。高校生なので、堅苦しい話をしてもつまらな

いかな、寝られても困るなと思ったので、フレンドリーな形として、

自己紹介カードを事前にやり取りしました。(趣味など、そういった

ことも共有しながら ) 講義内容は、自分の業務の紹介やモノを見せて

実験したり、ＬＣメータを見せたり、最後には未来の話（自動運転や

スマートシティ）をしました。いろんな感性を持った人たちがこれか

ら必要になってくることや未来を見て仕事をしているといった話に

興味が湧き、楽しそうな仕事と思ってくれたようです。みんなキラキ

ラした目で聞いてくれました。講義後には、「高倉さん、楽しそうに
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話をしていましたね。仕事が好きなのですね」と声を掛けられました。

日々の業務に追われると入社したころのワクワク感を忘れがちで、そ

ういうところを気付かされました。とてもいい経験になりましたので

是非、こういう経験は皆さんにもして欲しいなと思いました。

次、機会があればどうですか？

こういう機会は、今後増えてきますので、是非皆さん手を挙げて若い

人たちと触れ合ってくると、心の栄養になるかもしれませんね。

⑧12/11 集団献血
　２５名（目標達成）の方が献血に協力してくれました。ありがとう

ございました。

⑨12/11 来客
　ＴＭＣ　ＫＢＲＬの大野主査他４名の方が来社されました。

⑩12/18 布切りちょいボラ
　クッションコースター作りのボランティアに、４名の方（西郷さん

東山さん、岡本さん、染矢さん）が参加してくれました。

ありがとうございました。

⑪12/18 鹿児島工業高校出前授業

　福元部長が講師として行きました。

電子機械科 79名（2年生 78名、3年生内定者 1名）の多くの学生が

開発の魅力を感じ、目を輝かせて聞いていたようです。

⑫12/24 臨時全体夕礼
　竹之下常務と木村常務の送別会でした。お二人とも長い間ありがと

うございました。竹之下さんは、まだ EAとして会社に居ますけど一

つの区切りということで。

１月からこの２人抜きの新経営体制でチャレンジを開始しています。

権限移譲を積極的にやっていきます。３人の役員の方には、自分の役

割をしっかり果たしてもらい常に全社目線で PDCAを回してスパイラ

ルアップしてくれることを期待しています。３人のリーダーシップを

強く期待しています。

⑬1/13 社内成人式
　新成人は、下町さん、濱田さん、恒吉さんの３名です。久しぶりの

社内成人式ですね。私が社長になってから初めてです。コウヨウ桜を

植樹しました。また、人事のメンバーが、ご家族からお祝いの手紙を

預かってきてくれ、新成人の皆さんは大変感激した様子でした。

⑭1/27 ハイエースパレット社内展示会
　たくさんの方々に参加いただきました。電子設計部の山本さん一言

お願いします。

●山本さんコメント：ハイエースパレットの苦労したエピソード

７月末に企画が始まり、トヨタカローラ鹿児島様と一緒に進めてきま

した。具体的にやりたいことが何も決まっていませんでした。どうい

ったことをやりたいかというところから始まりました。法律の課題や

簡単に出来ないことも多々ありました。カローラさんとやり取りする

際には、特殊車両の要件を頭に叩き込んでから内容を決めていきまし

た。ベース車両の手配は、トヨタのこの町一番支援室の方々に後架装

は東海特装社の方々にご協力いただきました。１１月末くらいから本

格的に実車制作が始まり、物合わせの手探りでやっていった所もあり

ました。東海特装の技術部部長から１日５回位電話が掛かってきたり

週３回位東海特装に行ったり、即断即決を求められました。加治屋さ

んや勝田さん、いろんな方と相談し、協力し合いながら、ここまでこ

られたとホッとしています。この車のコンセプトは、「コトを運ぶ」

「イベントを起こしに行く」です。コロナの状況下で沈んだ世の中に

なっていて、今はまだ厳しいと思いますが、このコンセプト通り、

鹿児島の皆さんの元気が出るようなイベントが出来たらいいなと思っ

ています。研究所に車を貸していただけるとの事なので、その際は、

また楽しいイベントが出来たら良いと思っています。

以上

⑮1/31 南日本新聞インタビュー＆広告掲載
　「遠隔交流の蓄積強みに」。僕らのコミュニケーション技術を社外に

アピールした内容です。加えて「収益確保と社会善の両立できる会社

になりたい。次の１０年に目指すのはそこです」、ということも言っ

ています。３０周年式典の挨拶にも入れましたし、今年から経営実装

としている SDGs の精神にも関わることです。我々が頑張った利益は

当然社員への還元が最初にあるべきですし、税金を払うという社会的

使命もあります。その次に社会善に使いたいという思いが最近僕は強

いです。それができる、徳のある会社になっていきたいと思っていま

す。今年から「この町いちばん活動推進グループ」がスタートしてい

ます。従来の RAPの皆さんの活動や第一工大の先生に加えて来年度

からは寄付講座を開設しようとしています。名前は変わるかもしれま

せんが。トヨタ生産方式のイロハを教えるということで沼田さんを中

心に活動をやってもらおうと思っています。

会社が得た利益は、自分達だけに還元ではなくて、これからは社会へ

の還元、それができる会社になりたいですね。

⑯1/31 定年退職者送別会
　技術統括部の沼田さんは、シニアパートナーとして、IT エンジニア

リング部の上津さんは、キャリアパートナーとして今後も活躍いただ

けます。今後ともよろしくお願いします。

⑰10/15 Euro Car Body 2020 LC Convertible アワード受賞
　Euro Car Body アワードを受賞するのは、トヨタでも初だそうです。

たくさんのエンジニアの方が携わってくれました。増田さんが持ってい

る車の形をしたトロフィー。このトロフィー、今弊社刈谷に展示されて

います。増田さん一言お願いします。

●増田さん： LC Convertible がトヨタとして初めて Euro Car 

Body を獲得し、このプロジェクトに携わったことはとても光栄に思

います。アッパーボデー設計の代表として一言挨拶させていただきま

す。この車は、LC Convertible のアッパーボデーをぶった切っただ

けでしょと思う方もいるかと思いますけど、アッパーボデーをぶった

切ることがどれだけ大変かということも説明しています。アッパーボ

デーをほぼ全て新設しました。本当に大変でした。アッパーボデーを

ぶった切ると操安性が非常に悪くなることとボデーがブルブルすると

いう課題があり、ヤンキー車のぶった切っているものとは違いフラッ

グシップクーペとして、どういう乗り味を出していくのかという点で

苦労しました。アンダーにブレース（つっかえ棒）を入れたり、いろ

いろ部品を追加したり、剛性を高めていきました。最終的には、ク

ーペと乗り味は遜色ないという状態に持っていけたと思っています。

グループメンバーの皆さんの頑張りと私を助けていただいたことに

感謝します。また、上司の方にもいろいろ教えていただき２年間な

んとか乗り切ることができました。ありがとうございました。

こういう受賞は、全社にとっての励みになることなので、これからも

色々な賞をとれるように皆で頑張りましょう。



EVENT CALENDAR
＼トヨタ車体研究所 1月のできごと／

日

社内成人式
13

Euro Car Body 2020 LC Convertible アワード受賞

10月

日

ハイエースパレット展示会
27

カローラ鹿児島様と共同開発したハイエースパレットの社内展示会を実施しました。

外観デザイン：鹿児島キャリア専門学校生

成人式を迎えられた 3名の皆さん。社内で成人式を行いました。　心を燃やせ！トヨ研の未来の柱☆☆☆

10 月

第２ボデー設計室　増田さんコメント

この度、LC コンバーチブルが、EuroCarBody2020 アワードを受賞しました。

トヨタ初です。このプロジェクトに携われたことを光栄に思います。この車はコンバー

チブルなので特殊な車です。乗用車・商用車で使ってきた“基準”が存在しない項目が

いくつかありました。例えば、オープン状態で走行中にウォッシャー液を使ったら顔に

液が付着した！とか。新しい基準を関係部署を巻き込み議論を重ね作って行きました。

その経験は、私の財産となってます。

最後に、私を支えてくれたチームメンバーにお礼を申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鹿児島を元気に　日本を元気に

日
15

03

今月号より担当者２名でハナタバコを作成していくことになりました。

なかなか慣れない編集作業で頭がパンクしそうですが、

頑張って編集していきたいと思います。

温かく見守っていただけると嬉しいです。

ここだけの話

トヨタ車体研究所のあれこれ
TOPICS

多目的コートの照明交換でコートも心もライトアップ！

多目的コートの照明を交換して貰いました。以前より明るくなって、練習も自然と活気づきました。感謝です（≧▽≦）！！

記：デジタル開発推進室　小野さん


