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　社員一人ひとりが必要とされる人になれば、その集合体である企業は、

必要とされる企業になります。更に努力を続けていきましょう。

１.経営理念の再確認

　日 与々えられた仕事を、丁寧にそして、スピード感をもってこなしていきましょう。

その結果、品質の良い製品またはサービスを時間通りにお客様にお届けし、信頼

していただけることに繋がります。

　2018年も株式会社長坂は、経営理念の実現を目指すため、現状維持に

決して満足することなく、一歩一歩前進していきます。

　1年間どうぞよろしくお願いします。

　最後になりますが、本年が、株式会社 長坂に皆さん１人ひとりや、

ご家族にとって、より良い1年となることを祈念しまして、年頭のあいさつ

とさせていただきます。

代表取締役社長 長坂 哲次

２.自分の仕事をこなす

22018年

　新年明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、昨年私は皆さんに、2つのことをお願いしました。今年も、昨年お願い

した2つを再度お伝えしますので、ぜひ思い出していただき、実行して下さい。

年頭挨拶年頭挨拶
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２
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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８人を代表してお２人にインタビューしました！！受賞された８人を代表してお２人にインタビューしました！！受賞された８人を代表してお２人にインタビューしました！！

 

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。
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?（会社生活：仕事面での取り組みなど）

 

（主催：一般社団法人愛知県鉄工連合会）

①転職雑誌を購入→適当に指を突っ込んで開いたページが
長坂でした。ものづくりがしたかったことと、写真のメンバーが
個性的で直感的にビビッとくるものがあったので即電話しま
した。1週間後には働いていました。

②ひと通り仕事ができるようになり、先輩方と同じように品番
を任されたときは大変うれしかったです。今でもその仕事の
ことは覚えています。ただ、完成した製品が先輩方に比べて
大変見苦しいモノであったことも覚えています。

③ここで紹介できる内容ではありません。今でも言えません。

④入社以来、仕事や付き合いの場で数え切れないほど多く
の人達と出会いました。社長、上司や先輩、後輩の皆さん、
そして取引先の方々。たくさんの人達から多くのことを教わり、
さまざまな経験をさせていただきました。今の自分があるのは、
その人達のお蔭だと思います。しかし、勤続20年はまだ
道半ばです。これからも人との絆を大切にし、これから起こる
新しい出会いに期待して、仕事に頑張ってまいります。 

①コンピューターを使ったり            
クリエイティブな仕事がしたと思い
長坂に入社させていただきました。

②取引先にて研修を受けたので       
三次元測定機に関しては長坂の   
パイオニア的存在になれた事です。

③入社当時一部の方々から自分が
長坂の社員ではなく取引先から派遣
された応援者だと思われていた事。

④人を動かす職についているので自分
を律し課をまとめていきたい。

（主催：一般社団法人愛知県鉄工連合会）

試作部 生産管理課 池田彰彦さん 試作部 試作１課 石井孝典さん

（主催 般社団法人愛知県鉄工連合会）

おめでとうございます！おめでとうございます！おめでとうございます！
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◆永年勤続優良従業員表彰◆

《表彰された皆さん》
小竹重好　 奥村彰英　 城殿勇史　 松井崇

池田彰彦　 石井孝典　 長坂社長　 酒井博司　 浦哲哉

（敬称略）



戌年の一般的な性格

戌年の出来事

　人に対して優しく、人情深いのが戌年生まれの特徴です。
親切で明るい性格は誰からも好かれやすく、人付き合いが上手。
自由な振る舞いから一見 楽天家のようにも見えますが、実は堅実で
頑固な部分も持ち合わせています。
　細かいことを考えるのは苦手ですが、コツコツとした地道な作業は
得意。何事に対しても努力を惜しまず、困難なことがあっても持ち前
の根気で乗り越えようとします。

1970年(昭和45年) 1982年(昭和57年) 1994年(平成6年)

・大阪万博
・ボーリング大流行
・『ケンタッキーフライドチキン』
・『マクドナルド』１号店オープン

・『ペロティーチョコレート』
・自動車『セリカ』
・『いちごみるく』

・待つわ
・セーラー服と機関銃
・聖母たちのララバイ
・心の声

・黒ネコのタンゴ
・ドリフのズンドコ節
・圭子の夢は夜ひらく
・女のブルース

・innocento world
・ロマンスの神様
・恋しさと せつなさと 心強さと
・Don't Leave Me

・自動車『マーチ』
・『おっとっと』
・ＣＤプレイヤー

・『PlayStation』
・『クイックルワイパー』
・ウィダ―inゼリー

・東北新幹線　
  上越新幹線開業
・500円硬貨発行
・テレホンカード使用開始
・『笑っていいとも！」
   放送開始

・松本サリン事件
・リレハンメル
   オリンピック開催

まれの特徴です

年特戌 集

出来事 出来事 出来事

ヒット商品 ヒット商品 ヒット商品

ヒット曲 ヒット曲 ヒット曲

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　

4．2018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)
3月度 3月18日(日) 
4月度 4月15日(日)

3月6日(火)

4月2日(月)

4月２日(月)～4月27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3～4週(予定)
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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～～NNNO 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？

日産エクストレイル

Ｑ2 購入時のこだわりを教えて下さい！！

自分の体に合った事がよかったからです。
ＳＵＶは前から興味がありました。

Ｑ4 今まで車で行ったことのある一番遠いところは？

大阪のＵＳＪです。もっといろんな所に行きたいです。

印象深いエピソードは？

納車３ヶ月目で後ろをぶつけられた事。
１ヵ月くらいひきずりました。

Ｑ3

製造部 製造１課  立松 涼 さんさん

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？

自分へのご褒美と家族への感謝の気持ちを込めて
美味しいご飯を食べに行きたいです。

特になりたかった職業はありませんでしたが、子供のころ恐竜がとても好きでした。

なので、化石を発掘する仕事はしてみたいと思ったことがあります。Q3. 学生時代、一番の思い出はなんですか？
中学生のころの部活動です。思い出はなんですか？と聞かれると一番初めに思い浮かびました。

とても大変な部活動でしたが、青春していたな～と思います(笑)

もう一度あの頃に戻りたいです・・・。

身も心も美しい女性になりたいからです。

『美』
松井  

萌
 さん

松井  
萌

 さん
松井  

萌
 さん

管理部
 総務課

管理部
 総務課

管理部
 総務課

成人を迎えて

Q4. なりたい大人像を『漢字一文字』で表すとなんですか？『
Q4. なりた

すか？
めて
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2018 年がスタートして早いもので
1カ月が経ちました。1年が過ぎる
のが年々早くなるように感じます。

さて、2017 年は皆さんにとってどのような
1年でしたか？私はいろいろな場所へ旅行が
出来た１年でした。今年もたくさん旅行が
出来たらいいなと思っています。

そんな中、新年早々妹と２人で韓国旅行へ
行ってきました。ソウルへ行くのは初めてだった
ので念願のソウル旅行でした。韓国はコスメ
など美容に関する商品や美味しい食べ物が
充実しており『インスタ映え』するような写真
が撮れる場所もたくさんありました。見て
食べて撮ってと大忙しでした・・（笑）

とても楽しめましたが、次行くのなら暖かい
季節に行きたいです。韓国に少しでも興味の
ある方は一度行ってみてはいかがでしょうか。
美味しい食べ物もたくさんあり、オススメ
ですよ！！

最後に、風邪やインフルエンザが流行して
いますので手洗いうがいを徹底するなど体調
管理には気を付けましょう。

2018 年も『長坂ふれあい
広場』をよろしくお願い致し
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

徹底するなど体調

写真決定!!

撮影者 　　　　
　磯村大輔 さん

表紙写真(題名) 　　　　
　 『 開運祈願 』

撮影場所  　　　　
　広島県 厳島神社

撮影時の一言エピソード
正月休みに友人と広島へ旅行してきました。
写真は、安芸の宮島とも呼ばれる厳島神社を参拝した
際に撮影しました。　　　　　　　　
家内安全と2018年が幸運な1年になることを祈願して
きました。

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】2018年4月16日（月）まで
【提出先】総務課 大久保・松井まで

紙表

ご協力　ありがとうございました。

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。

次回は、  管理部 経営管理課　竹内より子さん  よろしくお願いします。

小竹　重好さん

 氏名

創業60余年の
庶民の味と雰囲気

試作部　生産管理課テーマ

　私のオフ飯の1つを紹介します。場所は三河の小京都と
呼ばれる西尾市にある建物はモダンで少し高級感の漂う
お好み焼き屋さんです。『大阪風でも広島風でもない独自な
もちっとした食感のオリジナルお好み焼き』の触れ込みで
『三河風　高知焼』となるのでしょう。私には味以上に創業
60 余年の昔ながらの庶民的で気さくな雰囲気が好きです。
　私は土曜に休日朝一で近くの『小京都の湯』に行き帰り
に立ち寄りお腹も心も癒して帰ります。

次回は 管理部 経営管理課 竹内より子

に立ち寄りお腹も心も癒して帰りま

製造部 製造1課   杉浦 舞子  さん

次回は、  製造部 製造1課　深谷 志保 さん  よろしくお願いします。

　私の祖母の家では猫を飼っています。
4歳の女の子で名前は『ミック』と言い
ます。雑種でミックスだからという理由で名付けられました。ミック
は3年前までは野良猫で祖母の家に餌をもらいに来るようになり
そのまま家で暮らすことになりました。最初のころは近づくだけで
威嚇し触ろうとすれば引っ掻いたり噛みつこうとしたり凶暴でした
が今ではミックの方から擦り寄ってきたり泊まりに行けば一緒の
布団で寝てくれたりとすっかりかわいい家猫になってくれました。
なので最近はミックに会うのがとても楽しみで祖母の家に行けば
真っ先にミックを探してしまいます。このあいだ猫に人気で有名な
『ＣＩＡＯちゅーる』というおやつを買い、持って行ったのですが
匂いを嗅いで少し舐めただけで全然
食べてくれずびっくりしました。代わり
に海苔とかつお節が好きみたいで
出すとすぐに飛んできます。他にも
好きになってくれそうなおやつを
見つけたいのでいろいろ探して
みようと思います。
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