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　我社の経営理念
『そこになくてはならない人となることを常に心がけ、そこになくてはならない会社創りに努力する』
　企業は、お客様から必要とされなくなったその時から、その姿を消すことになります。
しかし逆にいうと、いつもお客様に必要とされていれば、その企業は存在し続ける事ができます。

　我々は、今一度経営理念を再確認し、これからも更に必要とされる
企業を目指し、共に力を出し合いましょう。

　私は、社員一人ひとりが、健康で元気にやる気をもって行動し続ける
ことが会社を発展させると信じています。私自身も、株式会社長坂の
未来のために、元気で活力ある会社にしていく努力を続けます。
　皆さん、共に我々の未来を切り開いていきましょう。

　新年あけましておめでとうございます。年頭のあいさつにあたり、
まずは昨年の社員の皆さんの頑張りと、その頑張りを支えて頂いた
ご家族の皆さんに深く感謝いたします。
　さて、2017年を迎えるにあたって、私が皆さんにお願いしたいことを2つお伝えします。

１.経営理念の再確認

ん、共 我 未来を切り開 て きま ょう。

最後にひとつ、『健康に勝る宝なし！！』

　我々は、各々日々与えられた仕事があります。まずは、その与えられた仕事を丁寧に、
そして、スピード感をもってこなすことで、品質の良い製品またはサービスを時間通りにお届けし、
信頼を得ることができます。その一つひとつの実績が経営理念の実現につながるのです。

２.自分の仕事をこなす

22017年  年頭挨拶 年頭挨拶

代表取締役社長 長坂 哲次

愛知県知事表彰受賞愛知県知事表彰受賞愛知県知事表彰受賞

受賞されたお二人にインタビューしました！！受賞されたお二人にインタビューしました！！受賞されたお二人にインタビューしました！！

おめでとうございます！

 

①当社に就職したきっかけを教えて下さい。
②入社後、仕事をしていて悦びを感じたときはどんなときでしたか？
③今だから言える入社当時のすべらない話をこっそり教えて下さい。

 

◆永年勤続優良従業員表彰◆（主催：一般社団法人愛知県鉄工連合会）

　2016年11月22日(火)に『第57回愛鉄連優良従業員表彰式』
が執り行われました。
　当社からは、会社の推薦により、勤続20年の蟹江幹男さん、
二宮章広さんが愛知県知事の名前で表彰を受けました。
表彰式には、製造部の蟹江幹男さんが代表で出席しました。
　後日、長坂社長より、表彰状と記念品が授与されました。

①手に職を付けたい。そんな想いを持ちはじめた頃、一冊の情報誌で
　ここ長坂の試作部品制作を知り、ここで働きたい！ と直感しました。
②畑違いでの職種でしたが、先輩の力を借りず自分ひとりでCADから
　汎用工作機まで自ら扱い製品として顧客へ納品できた事。
③蝉が現場に飛んで来て逃がすかと思ったが須崎さんの帽子に
　そっと置き、鳴いてました。赤面で怒る須崎さんに俺は知らないと。
　…あれは俺です。
④Ａ：今までもこれからも小さな達成感というものを積み上げていく。
④Ｂ：下手の横好きですが、今まで以上に海釣りに精進します。

①当時、知人が当社に在籍していて、職務内容を聞いていました。
　前職では出来なかった『ものづくり』をしたく、お世話になることにしました。
②前職では設計までで、完成したものを見る機会は少なかったです。
　自ら設計したものを加工し完成させるのは達成感がありました。
③入社当時ではないですが、外出から帰ると某女性社員から、外出中
　電話があったとメモをもらいました。『デンソー太郎の方から…』
　正：デンソー太陽
④Ａ：まだ自身も勉強の身ですが、取得した技術、技能の伝承に勉めたいです。
④Ｂ：子どもと遊んでいて、体力の低下を感じるので、体力向上させたいです。

④勤続20年を一つの節目として、これからの人生をどう歩まれますか?
　Ａ：会社生活：仕事面での取り組みなど
　Ｂ：私生活：自己啓発、趣味、地域・社会貢献

製造部 生産管理課
蟹江幹男さん

製造部 生産管理課
蟹江幹男さん

製造部 生産管理課
蟹江幹男さん

試作部 試作1課
二宮章広さん

試作部 試作1課
二宮章広さん

試作部 試作1課
二宮章広さん

製造部 生産管理課 蟹江幹男さん 試作部 試作１課 二宮章広さん
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年年年年男男男

酉年の一般的な性格

女
年

男
年おとこ

とし おんな
とし

　総合的に恵まれた運気です。
　優れた洞察力の持ち主で、多くの才能に恵まれています。几帳面でち密、
頭の回転がよく、集中力、持続力もあり、熱中型で凝り性の完璧主義者。
　自分のこだわりが強いため、理想もプライドも高く、柔軟に妥協すること
は苦手です。物事を冷静に判断し論理的に話しができ、責任感、正義感が
強く仕事はとてもできるのですが、組織の中では、「油断を許さない人物」
と、思われ敵をつくってしまう事も…。無理や自分勝手になり過ぎないよう
に気をつけましょう。
　いざとなると大胆な変身や行動をして、新しい物や環境を自分の方に引き
寄せる力が強い人です。

事柄   年代 1969年(昭和44年) 1981年(昭和56年) 1993年(平成5年)

出来事

ヒット曲

ヒット商品

・東名高速道路全通
・アニメ「サザエさん」放送開始
・人類初の月面着陸

・ucc缶コーヒー
・ハイソフトキャラメル
・明治アポロチョコ

・ルビーの指環(寺尾聴)
・奥飛騨慕情(竜鉄也)
・スニーカーぶる～す
　(近藤真彦)

・いいじゃないの幸せならば
　(佐良直美)

・夜明けのスキャット(由紀さおり)
・どしゃぶりの雨の中で(和田アキ子)

・YAH YAH YAH
　(CHAGE&ASKA)
・愛のままにわがままに
　僕は君だけを傷つけない(B'z)
・ロード(THE 虎 舞竜)

・雪見だいふく
・力うどん
・ポスト・イット

・自動車ワゴンＲ
・マグヌードル
・ウィンドウズ3.1

・ファミリーマート開業
・常用漢字が定められる

・皇太子、雅子様御結婚
・サッカーＪリーグ開幕
・レインボーブリッジ開通

酉年の出来事

年男・
年女に ！！

大
質

問

Q1.自分の性格は、干支とマッチしていますか？

Q2.昨年の一番の思い出はなんですか？

Q3.今年の抱負（家族・健康・趣味・私生活・仕事など）

Q4. これからやってみたい趣味はなんですか？

Q5.今大声で叫びたい事を叫んで下さい。

2017年の干支である酉年。にわとりは明け方に鳴く鳥です。
夜が明けたら『こけこっこ～』というのもアニメによくあるシーン
ですよね!?新年も一番に鳴く鳥のため縁起が良いとされてい
ます…私の性格にはマッチしていません。(笑)

ユニバーサルスタジオのバックドロップに乗った事。

仕事をがんばります！！

ワッッッーーー！！！！

クライミング！！

試作部  生産管理課  中家豊和さん

年年女女年年
Q1.自分の性格は、干支とマッチしていますか？

Q2.昨年の一番の思い出はなんですか？

Q3.今年の抱負（家族・健康・趣味・私生活・仕事など）

Q4. これからやってみたい趣味はなんですか？

Q5.今大声で叫びたい事を叫んで下さい。

朝、洗濯を干していると、ちょうどベランダの高さに電線があって、
毎日その時間になるとちっちゃくて体の3倍尾が長い野鳥が
毛づくろいをしに遊びに来ます。話しかけたりする
んですが鳥の言葉が分かるような気がします。
（鳥）『今日はね、雨が降るんだよ。』
（私）『ほんと？？』…みたいな。

素敵な出会いがありました。

現在、父親が足を悪くして１人で歩けない状態なので、
毎日実家に行って足湯とマッサージ、食事等の健康管理
をサポートして少しでも元気になって欲しいです。

まーちゃん おいでっ！！まーちゃん おいでっ！！
まーちゃん おいでっ！！３回目でやっと来ます(笑)

愛犬シーズー  まーちゃん（３歳メス）のトリミング。
目の周りはまだ自分の手が震えて怖くて、切れません。

製造部  製造1課  池田真姫子さん

年年年年年男男男男
Q1.自分の性格は、干支とマッチしていますか？

Q2.昨年の一番の思い出はなんですか？

Q3.今年の抱負（家族・健康・趣味・私生活・仕事など）

Q4. これからやってみたい趣味はなんですか？

Q5.今大声で叫びたい事を叫んで下さい。

にわとりの性格（習性？）で思いつくのは朝早起きですが、朝は
苦手なのであまりマッチしているとは思えません。あえて挙げ
ようとすると、歩く時、首が前後に動くことくらいですかね。

昨年だけではないですが、一昨年から家族でシーカヤックを
始めました。無人島までツーリングしたり、やはり海で遊ぶ
のは楽しいです。

禁煙！！！恐ろしくて口に出せない。これは無理そうなの
で、体力向上です。初老に差し掛かる歳となり、体力低下
を感じる今日この頃。休日は体を動かしたいですね。

3（スリー）、2（ツー）、1（ワン）
GO～～シュート！！！

子ども繋がりのパパ友（33歳若い！！）の影響
で、最近25年ぶりにスケボー始めました。

試作部  試作1課  二宮章広さん

年男・年女の皆さんに
質問しました！
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『初詣』試作部  生産管理課  須賀涼華さん

な写真紹介な写真紹介
 思い浮かぶものはなんですか？と質問しました。

家族で伊勢神宮へ初詣に行った時の写真です。
普段ぜんざいを食べる機会がないので体が
温まっておいしかったです。

『初詣』
製造部  製造 1課  佐野よう子さん
正月一日に熱田神宮へ初詣に行き
ました。参拝をする人が多く、もみ
合いながらも参拝をしました。
恒例でおみくじを引き
神宮内の宮きしめんを
食べました。

『初詣』『

真真な写真な写真な写真
思い浮かぶものはなんですか？と質問しました。しし

冬 ＆ THEお正月冬 ＆ THEお正月冬 ＆ THEお正月

ました。し
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Q1. 大人になって一番最初に
　   やってみたい事(やった事）はなんですか？

Q2. 子どもの頃、将来なりたかった職業はなんですか？

Q3. なりたい大人像を『漢字一文字』で表すとなんですか？

大人買いをしてみたいです。自分の好きなものを
一気にまとめて買うことはした事が無かったので
思い切って買ってみたいです。

『パン屋さん』
食べる事が好きだったのと、お店から香るパンの匂いが
好きで、ずっとここにいられたらいいのになと思っていたからです。

『誠』は、誠実で偽りのない心。守るべきことを守る
こと。という意味です。なので私もそのような大人に
なりたいからです。

『誠』

浅田美帆
さん

浅田美帆
さん

浅田美帆
さん

製造部 製造
１課

製造部 製造
１課

製造部 製造
１課

Q1. 大人になって一番最初に
　   やってみたい事(やった事）はなんですか？

Q2. 子どもの頃、将来なりたかった職業はなんですか？

Q3. なりたい大人像を『漢字一文字』で表すとなんですか？

お酒を飲みました。
私はチューハイを飲みました。ジュース感覚で
美味しかったです。

『お花屋さん』
保育園の頃、お花が大好きで道端にお花が咲いてるとそれを
家に持ち帰り、お母さんにプレゼントするほどでした。

芯のある強い女性になりたいと思ったからです。
特に自分の感情に左右されないよう、コントロール
して切換えをしたいです。

『強』

小林美稀さん
小林美稀さん
小林美稀さん

製造部 製造１課
製造部 製造１課
製造部 製造１課

成人を迎えて



このコーナーでは皆さんの愛車への
こだわりや印象深いエピソードなど
をご紹介します。

～ NO CAR, NO LIFE ～
の愛車へこのコ ナ では皆さんん

～ NNO CAR, NOO LIFEL

one's 
own carone's 
own carone's 
own car♪

♪

今回のオーナーＱ１ 現在の愛車は？

日産『キューブ』です。

Ｑ2 購入時のこだわりを教えて下さい！！

カクカクとした形がいいなと
思っていたので、キューブにしました。

Ｑ4 今まで車で行ったことのある一番遠いところは？

大阪です。去年の夏に友達と大阪に行きました。都会の道は車線もたくさんあるし、車も多いので運転が少し怖かった
です。夜行バスや新幹線で遠出する時とはまた違ってとても楽しめました。これで自分の運転で色々なところへ行け
るようになったので、次は家族で旅行に行きたいです。

印象深いエピソードは？

キューブに初めて乗った日です。自動車学校で使っていた車とは
操作方法が全く違うので初めて運転する時はすごく緊張しました。
運転が楽しいより恐怖でした。半年以上経ってもまだまだ運転には
慣れないです(笑)

Ｑ3

次回は、試作部 試作1課 柴田 将宏さんの愛車をご紹介します。

管理部 総務課  松井 萌 さん

カイゼン事例紹介 提案名『作製順番の間違え、不稼働時間削減』

カイゼン前 カイゼン後
カイゼン効果

番号を記入したことで、

作製したい順番通りに材料を

投入してもらえるようになり、

ロス時間が削減できた。

調達作業者に材料の買い物を依頼する際、
買物台帳を作製したい順に調達作業台へ
置いて買い物を依頼するが、調達する人に
よって買い物の順番が変わってしまうことが
あり、その都度、台帳を並べ直したり、
買い物された材料を探したりと、
時間のロスがあった。

買物台帳に作製する順の
番号を記入した。

次回は、は、次回次回は回は次次 作部 試作1課課作試作1課1課作作試作部 試試作部試作作部作部試試作作作部 柴柴柴柴柴

カイゼン提案表彰者インタビュー

カイゼンの極意
製造部 製造１課 久米 弘美さん

介 提案名『作製順カイ

カイゼンのアイデア（発想）は
どのタイミングで浮かんでいますか？

面倒臭がりの性格なので、『少しでも楽をしよう』
という考えから、カイゼン案が浮かんできます。
作業工程が削減できればベストです。

材料の配置を変えたり、作製する順番を変えるなど、
あらゆる方法を試した結果、組付け時間が短縮でき、
カイゼンに繋がることがあります。毎日同じ手順で作業をせず、
やり方を変えてみる事がミソだと思います。

『○○化』でカイゼン！
 好きな○○化はありますか？

『不稼働時間短縮化』です。
作製に設けられた時間より、1分でも早く組付け
出来るよう、効率が良くなるカイゼンで、不稼働
時間が短縮できるよう心掛けています。

課 久米 弘美さささん

置材材料の配置
方法あらゆる方
繋カイゼンに繋

付け
稼働

最後にお聞きしますが、
自己流『カイゼンの極意』を教えて下さい。

買物台帳①
②

③

です。

ど、
き、
で作業をせず、

お知らせコーナーお知らせコーナーお知らせコーナー ３ヶ月程度先までの会社及び関連の主な行事をお知らせします。
なお、都合により変更する場合がありますのでご注意下さい。

1．社外クリーン活動　

2．新入社員入社式

3．新入社員受入教育　

4．2017年度 方針説明会

6．西の浜クリーンアップ活動
　 (環境ボランティアサークル亀の子隊)
2月度　2月19日(日)
3月度　3月19日(日) 
4月度　4月16日(日)

3月14日(火)

4月3日(月)

4月3日(月)～4月28日(金)

4月第2週(予定)
管理部も参加予定
(参加者募集中!!) 

5．定期健康診断 4月第4週(予定)
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　昨年1年間を振り返りますと、英のEU離脱の決定
や、米大統領選挙でのトランプ候補の勝利など、予想外
の展開を迎えるニュースが多い年だったように感じ
ます。今年は、昨年以上に各国の動向に目が離せない
1年となりそうですね。
　話題は変わりますが、正月三が日に初詣に行かれた方
も多いのではないのでしょうか。私も神様へ感謝とお礼
をお伝えするため（参拝後にお神酒を授かるため）初詣
に行きますが、その際、境内で放し飼いにされている
『鶏』をよく見かけます。これには理由があるようで、
古来より鶏は『神鶏』すなわち神の使いとされており、
太陽が昇ると必ず鳴くため、太陽の神を呼ぶ力がある
といわれています。岩屋に隠れられた『天照大御神』を
外に出すために鳴き声を上げたのが鶏で、その功績か
ら鶏を大切にされる神社が多いそうです。そんな縁起
の良い鶏が主役の酉年ですが、運気が取り（とり）込める
年になると良いですね。
　さて、最後は恒例のなぞかけで締めさせていただきます。
『初詣』と掛けまして、『トランプ大統領』と解きます。
その心は、『連日の慌ただしさに神鶏(神経)が衰弱する
ことでしょう。』本年もどうぞよろしくお願いいたします。

～ある編集者のつぶやき～

長坂ふれあい広場 冬号６

編 集 後 記

に入るアルファベットはなんでしょう?問題！

先 号
答

先先 号
答

ここでちょっと一息。
難題に挑戦し、普段の生活で

凝り固まった頭をほぐしましょう。

【ヒント】
何かの頭文字です。
アルファベットの位置が重要です。

うーん、なにがはいるの…？

うー
なに

号号号号号
答答答

【ヒント】
何かの頭文字です
アルファベットの位置が重要です。

にがはいるの…？

す。
の位置が重

なに

下の文字を組み合わせて出来る二字熟語はなんでしょう？
 『一』　『木』　『ウ』　『元』

正解は…『未完』でした。
一と木で『未』、ウと元で『完』、合わせて『未完』となります。
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写真決定!!
撮影者 　　　　
　 小竹 重好 さん

表紙写真(題名) 　　　　
　 『2017 年私の初詣』

撮影場所  　　　　
　 愛知県豊川稲荷寺院

撮影時の一言エピソード
例年であれば初詣は元日に家内の実家に近い
豊川稲荷寺院に歩いていきますが、今年は、
混雑を避け二日の早朝に行きました。
予想通り参道から並ぶ事も無くスムーズに
お参りすることができました。
そして、毎年同じ場所で販売されている露店で
縁起物の『くまで』(小物)、御守りを購入して
帰りました。元日であれば立ち止まって写真など撮る余裕など
ありませんが、今年は、空と同様、晴れやかな気分でカメラを
向けてみました。今年も家内安全無病息災で過ごせそうです。

ご協力　ありがとうございました。

次回は春をイメージした写真を募集させていただきます。ご協力お願いします。
【応募期間】2017年4月12日(水)まで 【提出先】総務課 深谷・松井まで

紙表

で

など撮る余裕など

休日(オフ)に食べるご飯(メシ)略して『オフメシ!』
このコーナーは、休日に食べたご飯をリレー方式で紹介し、
社内のコミュニケーションの充実を図るコーナーです。
家庭料理や外出先で食べた料理を皆さんに紹介していただきます。

私のオフメシは、魚釣りが趣味という事もあり、自分で釣った魚を捌いて
食べるご飯が最高の贅沢です。この日はカサゴを刺身と唐揚げにして
食べました。刺身は歯ごたえが良く美味しいが、少しクセのある白身
（僕は好きだが）、又唐揚げは、（2度揚げをしておけば）ヒレはバリ
バリと食べる事ができ、その後ポン酢醤油で食べるという食べ方が
ベストな方法だと思っています。
この魚ならみなさんも知って
いると思いますので、スーパー
で見かけたら一度試してみて
下さい。次は、アオリイカを
釣りに行きます。（知りたい方
は直接聞いて下さい。）

次回は、  試作部 試作1課　鈴木 竜一さん  よろしくお願いします。

奥村　彰英さん
 氏名

釣りたては、美味しいよ。
試作部
試作1課

テーマ

試作部 試作1課  柴田 将宏  さん

次回は、  製造部  製造１課 山本 美津子 さん  よろしくお願いします。

　僕の趣味はプラモデル製作です。
　小学生の頃から続けている趣味なので
すが、その頃は『ガンプラ』というロボット
アニメ『ガンダム』のプラモデルしか作って
いませんでした。
　『ガンプラ』はパーツの時点で色分け
されているので塗装する必要が無く、

手軽に組めます。なので昔はただ組んで
終わりでした。
 ですが最近は、戦艦・戦車等の塗装が
必要なプラモデルにも挑戦しています。
　塗装をする手間が増えるので、時間
は掛かりますが、その分やりがいや、愛着
が湧きます。
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