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編集委員

キレイに

『切れる包丁で切った方は
どっち！！』

切れてるよ！？

社長

SK水平器
[SK Spirit Level]

https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.niigataseiki.skspirit

編集委員
『なぜ、そう思われましたか？』

『いい方はコッチ！！』

バナナがスパッといってるところ
かな。
切れない包丁は細胞をつぶすわ
けでしょ？
つぶしたらウエッティな感じ。
ほら、
こっちはドライ系だよ？
（笑）

切ったものはこちら

結構悩んでいた様子でしたが、お見事です！
次回は今年最後の五感チェック、乞うご期待ですね。

SK快段目盛定規
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測定アプリ

がリリースされました！

皆さん、こんにちは。日増しに寒さが加わってまいりましたが、いかが
お過ごしでしょうか。新潟もすっかり紅葉の季節となり、山々もきれいに
色づき少しずつ冬の訪れを感じています。
秋の過ごしやすいこの季節に、紅葉を見に行くという方も多いのでは
ないでしょうか。黄色や赤い色に染まった木の葉を見るとなんだかほっ
としますよね。春から夏にかけて緑をたくさん見ることがあったかと思い
ますが、そこへ黄色や赤い色などを目に焼き付けることで、心が癒され
る効果があるそうです。
その効果の理由とは、もともとの人間に備わる本能がそうさせている
ようです。黄色や赤は、食べ物が熟した色と脳が判断しやすくなり、色そ
のもの自体が良いイメージを与えます。そのため紅葉を見た時に、良く
熟した果実を見たように心が満たされやすくなるとのことです。緑はまだ熟しきれずにいるため、
ちょっとワクワク感を覚えるかも知れませんが、黄色や赤はもう食べごろの熟した色という判断で、
色そのもの自体を心から受け入れやすくなります。また、紅葉を見ることでストレスを軽減、脳を活
性化させる効果もあるそうですよ。
当たり前のように毎年、紅葉を見ていましたが人間の本能にも影響を与えていたとは驚きです
ね。山に行く時間がないという方も、近くの公園や、道路沿いの並木など、街の小さな秋に目を向
けてみてはいかがでしょうか。私もお気に入りの紅葉スポットに行き、癒されてきたいと思います♪
それではまた次号でお会いしましょう。

また市内を車で移動中にこんな珍しい風景にも出会いました。それ
はフローニンゲンを流れる運河にかかる跳ね橋です。たまたま橋の手
前の遮断機が降りていたので待っていると、荷物を載せたコンテナ船
が通過して行きました。
コンテナ船の通過後は何事も無かったかのよ
うに橋が本来の形に戻りました。街の人に話を聞いてみたところ、運河
は街の物流網を支える重要なものなのだそうです。
今回の出張道中記、いかがでしたでしょうか。観光地ではないため
なかなか足を運ぶ機会はないかも知れませんが、皆さんに少しでもフ
ローニンゲンの街の雰囲気をお伝えすることができたら嬉しいです。
それでは。

プロが刃砥ぎした包丁と買ってか
ら一度も刃砥ぎしていない包丁で
色々な物を切って切り口を見ても
らいました。
普段は料理をしない社長ですが、
正解できるでしょうか！？

https://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.niigataseiki.skruler

紅葉にまつわる豆知識

滞在期間わずか1日ということもあり、市内の様子をゆっくりと
眺める時間はありませんでしたが、街のメインストリートにはヨー
マルティニタワー。過去に戦争や自然災害
ロッパらしい石造りの古い建物が立ち並び素敵なカフェやレスト により何度か建物が損傷を受け、修理をし
たため上部だけ色が違っている。
ラン、ショップが軒を連ねていました。中でも中心部にあるマルテ
ィニ教会には約500年前に建てられた高さ約97メートルのタワーがあり街のシンボルになって
います。
タワーの頂上の鐘には、第二次世界大戦時にカナダ軍との戦闘の末に受けた銃弾の跡
が今も残っているそうです。

【比較したもの】
「刃砥ぎした包丁」
と
「刃砥ぎしたことがない包丁」

SK快段目盛定規
[SK Kaidan Ziggurat Scale]

201511

フローニンゲン(Groningen)は、オランダの空の玄関口、アム
ステルダム スキポール空港から電車で約2時間のところにあり
ます。道中の車窓から臨む景色は、広大な草原地帯あり、風車あ
り、牛・豚・馬・羊あり、
となんとものどかなものでした。

8 視覚

測定アプリ for Android

Netherlands

PT事業部 海外営業課の齋藤です。
先日、欧州諸国へ出張へ行ってまいりました。そのなかでも今
回はオランダ北部の都市、
フローニンゲン(Groningen)を訪れた
際の様子をご紹介したいと思います。

フローニンゲン駅。19世紀末に立てられたルネッサンス
様式の建物で駅構内のタイルで装飾された壁画も美しい。

無料

inフローニンゲン（オランダ）

SK水平器

12月のご当地情報
NIIGATA 光のページェント
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万代ロマンチックサーカス２０１５
土 〜2016年2月14日●
日
11月21日●
が
ー
リ
ツ
で作った巨大
ペットボトル
♪
な空間を演出
ロマンチック

大晦日 カウントダウンイベント
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12月31日●
に
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ン
カウントダウ
げられ、
花火が打ち上
ます！
ョーも見られ
シ
ジ
ー
ステ

今年で28回目となるNIIGATA光のページェント。新
潟駅南けやき通りを中心に約200本の街路樹を26万
球のイルミネーションで鮮やかに彩ります。点灯式では
暖かい飲み物などの販売、地元小学生のパフォーマン
ス、
サンタクロースからのプレゼントなどが行われます。

LEDによるイルミネーションが冬の夜を華やかに演出
します。地域の学校や保育園の協力により作られたペッ
トボトルツリーでは、澄んだ空気にきらめく光の作品がと
てもロマンチックです。気軽に立ち寄って、冬の夜空の
下キラキラ輝く光を楽しめます。

上越国際スキー場のホテル前ゲレンデに2016本の
メモリアルキャンドルが散りばめられるほか、雪の灯籠が
並び、会場を幻想的な雰囲気に包みます。元旦にはホテ
ルやゲレンデレストランで、
ふるまい酒のサービスもありま
す。

測定アプリ for iPhone
SK快段目盛定規
[SK Kaidan Ziggurat Scale]

https://itunes.apple.com/jp/app/sk-kuai-duan-mu
-sheng-ding-gui/id960556293?l=ja&ls=1&mt=8

SK水平器
[SK Spirit Level]

https://itunes.apple.com/jp/app/sk-shuiping-qi/id961478802?l=ja&ls=1&mt=8

朝晩が冷え込む季節になってきました。朝
目覚めても寒くて動きたくないという方も多い
かと思います。そこで朝起きてすぐにコップ一
杯の白湯を飲んでみてください。
白湯を飲むことで新陳代謝を促す美容効果や
内臓の動きを活発化させる健康効果など身体
にいいことばかりです。
ぜひ皆さんも試してみてください！ 岩

所 新潟駅南けやき通り
問 NIIGATA 光のページェント実行委員会
URL http://www.niigata-hikari.jp/

所 万代シティパーク
問 万代シティ商店街振興組合
URL http://www.6bun.jp/white/

所 上越国際スキー場
問 上越国際スキー場
URL http://www.jkokusai.co.jp/

第4回

ご
あり 応募
ござ がと
いま う
した
！

入賞アイデア発表＆受賞者訪問
第４回測定工具コンテストにご応募頂いた皆様、ありがとうございました。
お一人お一人のアイデアを拝見させていただき、実用的なもの、思わず唸ってしまうもの、
夢のある楽しいものなど、見ているこちらがワクワクするようなアイデアばかりでした。
厳正なる審査の結果、ついに入賞アイデアが決定しましたので発表いたします。

Q.出身地自慢をしてください。
福島県の南の方です。水晶が採れる鉱物の町で、水晶をモチーフにした「きら
らちゃん」というゆるキャラがいます。
町中を長い川が走っているのですが、川沿いにずーっと桜が咲いており、春はど
こでもお花見ができます。

Q.休日の楽しみ方を教えてください。

春と秋の天気の良い日はたまにキャンプに出かけています。苦労してテントを
立て、火をおこした後のビールが最高です。しかし新潟の春、秋は短くて行けず
じまいになりがちです…。

※品名はすべて仮です。

グラン
プリ

ロール間シリンダゲージ

小上 厚 様 グランプリ受賞の小上様（ 写真左 ）
※右は弊社社長

Q.自慢話をひとつ教えてください。

実は8人兄弟（！）の2番目です。下の4人は実家に住んでいますが、上の4人
は関東や九州に散らばっています。
末っ子が小学1年生の女の子で、特に可愛がっています。最近はラスカルがお気
に入りらしいので、今度ラスカルグッズを買って帰ろうと思います。

プも
キャン
お酒も
です♪
大好き
業務課

榎本 くるみ

Q.仕事の魅力・やりがいを教えてください。
どんなに勉強しても終わりがないことです。
数多くある商品全てについてプロフェッショナルになるまで商品知識の勉強は終
わりません。日々成長できることにわくわくしています。

Q.これって私だけ？

Enomoto Kurumi

突然ですが私の思う長谷川マネージャーの印象を一言で
語らせて頂くと、長谷川マネージャーは･･･、
「ＳＫイチのムードメーカー」ではないでしょうか？
（多分他の方々も同意してくれるはず･･･）

ロール間平 行を測定したい。
アルミ製アングルで安定かつ、

Q.学生時代の部活の思い出を教えてください。

狭い場所でも測定できる。

大学在学中は軽音楽部に所属し、バンドを組んでいました。楽器は最後まで上
手くなれませんでしたが、音楽とお酒が好きな友人がたくさんできました。

Q.夢はありますか？

次回ご紹介するのは、仕入課の佐藤係長です。
突然の質問や無理なお願いに、いつもにこやかに応
えてくださってありがとうございます！
なにやら可愛いペットがいらっしゃるとの噂を聞
きましたが、どんな子なんですか？

「お気に入り」のあの方へ…ＳＫラブレター

イメージ図

美味しいと思ったものは毎食でも食べられます。
特にカレーは本当は毎日食べたいと思っています。

可愛らしい外見としっかり物のお姉ちゃん肌を持った 花園・
業務課 のハニーちゃん♪
10月に結婚したばかりの新婚さん。家事も仕事もアクティ
ブにこなしちゃうはず！

諸先輩方のようにビジネスウーマンかつ良妻かつ賢母になることです。今は2
人分の家事でいっぱいいっぱいな状況です。働きながらの子育てはどんな戦場な
んだろう…と怯えています。その時に備えて、家事についても仕事と同様に効率
化を進めていきたいと思います（笑）。

準
グラン
プリ

デジタルスケール

黒田 拓也

様

準グランプリ受賞の黒田様（ 写真右 ）
※左は弊社社長

普段お世話になっている、上司・先輩・
同僚。
「苦しい時に、あの方に助けて頂い
たから乗り越えられた」
「あの人と一緒に
成し遂げた成果が忘れられない」
職場にはそう思える
「お気に入り」の人
が必ずいるのではないでしょうか？
そんな「お気に入り」の人へ、
ここだか
ら言えるラブレターを送りました。

品質管理課

長谷川マネージャー様

イメージ図

品質管理課

渡邊

主に製図の際に用いる縮尺パターンに

どんよりした雰囲気を一掃し和気藹々と和ませてくださり、
満面の笑みと豪快な笑い声で皆を笑顔に導いてくださいま
す。

対応したデジタル目盛。縮尺によって
カーソルを合わせると目盛が浮かび上がる。

日々迫り来る難題に立ち向かっているとついつい眉間
にシワが･･･(笑)。
ではなく心に余裕がなくなることがありますが、
そん
な状況に癒しを提供して頂き感謝でいっぱいです。

審査員
特別賞

工具オフセット確認用50mmスケール
黒田 勝英 様

測定値音声機器
小林 平和 様

不甲斐ない部下ですが、
これからもどうぞ宜しく
お願い致します。
２０１５年11月某日 渡邊
http://www.takachiyo.co.jp/

アイ
大募デア
集

員に
者全
！
応募 賞！
参加

詳しくは、チラシまたは弊社Webサイトをご覧ください
グランプリ

賞金５万円

準グランプリ

賞金3万円

www.niigataseiki.co.jp

たくさんのご応募、ありがとうございました！
！

