
SK社員が選ぶ

新潟県村上市桑川 892-5

日本海東北自動車道 

村上瀬波温泉 I.Cより車で約 30分 

JR桑川駅より徒歩 1分

http://www.sasagawanagare.jp/

 

所

　村上市と言えば村上牛や塩引き鮭、羽越し

な布などの名産品があり、豊かな自然と長い

歴史とともに受け継がれてきた伝統と文化を

兼ね備えた魅力ある資源を持った町です。

  こちらの道の駅では、地元で捕れた新鮮な

サケやイクラ、天然岩ガキを頂くことができ

ます。

　また、３階にある全面ガラス張りのパノラマ展望台からは雄大な日本海を見

渡すことができます。晴れた日には粟島や佐渡ヶ島を眺めることもできます。

今月の道の駅

笹川流れ（夕日会館）

アクセス

 今月の『来いさ！にいがた ～道の駅編～』

は、新潟県の最北端、村上市にある「笹川

流れ（夕日会館）」をご紹介します。 サンセットブリッジ

道の駅と海岸をつないでいる歩道橋
で、海へ突き出た部分で足を止めれ
ば、見渡す限り雄大な海という絶景に
出会えます。海岸外沿いの小道を散策
したり、夕日を眺めながらデートを楽
しんではいかがでしょうか。

salt & café

塩工房に併設されたカフェで、潮風と
波の音を感じながら、ゆったりと食事
を楽しめます。
ほんのりしょっぱい塩ソフトクリー
ムが名物です。

塩工房に併設されたカフェで、潮風と
波の音を感じながら、ゆったりと食事
を楽しめます。
ほんのりしょっぱい塩ソフトクリー
ムが名物です。

新潟県村上市脇川 1008-1所
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笹川流れ（夕日会館）

夕日に染まる日本海は

    
  絵

画のような絶景！

夕日に染まる日本海は

    
  絵

画のような絶景！

村上市 休憩施設としてはもちろん、地域の歴史・文化、名所や特産品などを
紹介する情報発信拠点として全国各地で今熱い注目を集めている
「道の駅」。
このコーナーでは編集部おススメの新潟県内の「道の駅」をご紹介
します。そうだ、ドライブいこう！

　皆さんこんにちは！
雪も解けて、少しずつ暖かくなり、春の訪れを感じる季節となってきました。

さて、3月3日はひな祭りでしたが、この時期にスーパーに行かれた方はひな
祭りに関連した商品をよく目にしたかと思います。
ちらし寿司や、ひなあられ、どれも美味しいものばかりですが、皆さんはこれ
ら定番の食べ物の由来をご存知でしょうか。ひな祭りに食べる食べ物には意
味があります。
◆ちらし寿司
　寿司の具に「海老」や「菜の花」を使います。
　・ 海老 --- 腰の曲がっている海老は長生きの象徴
　・ 菜の花 --- 春らしさが感じられる
　この具の示す意味が「ひな祭り」にふさわしいということでちらし寿司が食べ
　られるようになったという説があります。
　また、この他にも色々な具が混ざり合わさっていることから、将来食べ物に困
　りませんようにという願いも込められているようです。

◆菱餅
　菱餅の3色にも意味があります。
　・ 白 --- 雪  ・ 緑 --- 新芽  ・ 紅 --- 花

　雪が解けて、新芽が出て、花が咲く。つまり春の訪れを意味しています。
　ひなあられは菱餅を小さく切って揚げたものなので、菱餅の由来と同じですね。

毎年何気なく食べている物でも、意味を知った上で食べると美味しさや、一緒に食べる人たち
への思いも違ってきますね。それではまた次号で～♪

測定アプリ for Android

SK水平器
[SK Spirit Level] 

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

SK快段目盛定規
[SK Kaidan Ziggurat Scale] 

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

SK水平器
[SK Spirit Level] 

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

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

測定アプリ for iPhone
SK水平器

測定アプリ
がリリースされました！

SK快段目盛定規

無料
いつで

も　

お手元
に測定

器を！

　最近夕方ふと窓の外を見ると、外が
まだ明るいことに気づき少しずつ日が長
くなっていることを感じます。
　あと少しで長かった冬が終わりようや
く春がやってきますね。ちょっとした季
節の変化を感じながら春の訪れを楽し
みに待ちたいと思います。　
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　　　　　　　私がオススメするアプリは「電子チケットアプリ　
　　　　EMTGチケット」です。ライブの紙チケットに替わる電子チ
　　ケットをダウンロードするアプリです。

「電子チケットアプリ EMTG チケット」

商品情報課　森山容子

　私の趣味は釣りです。それも海釣りで「黒鯛釣り専門」です。もう30年近く同じ魚を狙っていますので、自ずとこだわりが出てき
ます。釣り方は通称「名古屋釣法」と言われる前打ち釣りで、スタイル的には左手にカニ桶を持ち、タモは腰にぶら下げ、竿は右手
に持って、海中の魚の鼻先に餌（カニ専門）を落として釣ります。要は魚のいるポイントをこまめに探り歩く釣り方です。一日に数
キロに渡って探り歩きますので道具は軽量でなければなりません。中でも竿とリールは重要、特にリールにこだわりがあります。
　市販の黒鯛専用リールは不要な機能があったり（高過ぎる！）、ギヤ比が気に入らなかったりで使い辛いので私は市販フライ用
リールを改良して、もう15年以上使い続けています。（ボビンにＨＣで買ったコルク材を巻きつけて、ラインに癖が付かないよう
に改良）軽くて、シンプル構造なので壊れにくく、ギヤ比も１：１でバッチリ。ドラッグ無しなので親が掛かった時のやり取りも全
てサミングで対応できてすごく良い。また、ギヤとスプリングの奏でる音もGood！だいぶくたびれてきていますが、部品がある限
り直して使い続けたいと思います。

おすすめアプリ

こんなアプリ

　　　　　　　以前に開場直前に寄ったトイレにチケットを忘れる
…　　　ということがありました。このアプリならスマートフォン　
　さえあれば、無くす・忘れる心配がありません。また、手数料も紙チ
ケットより掛からず、配送料もないのでお財布に優しいのも嬉しい
ポイントです。

使ってみて

　　　　　　さらに、終演後は動画や写真・　
　　　　セットリストを見ることができるので、
　　貴重な思い出もスマートフォンに保存でき
ます。電子チケットに対応しているライブに行く
時はどんどん活用しようと思います。

ここが

オススメ

　　　　　　　私がオススメするアプリは名刺管理アプリの
　「　　CamCard」です。貰った名刺などを撮影すれば、自動的に社
　名や部署、名前、連絡先を読み取って振り分けてくれます。そのま
ま電話帳登録も可能です。

名刺管理アプリ「CamCard」

おすすめアプリ

こんなアプリ

　　　　　　　多少の読み取り誤りはありますが、名刺の写真デー
　　　タを見ながら修正が行えるのでそこまで面倒ではありません。    
　自分の名刺を登録しておけば、デジタルデータでの名刺交換も可
能です。

使ってみて

　　　　　　　いざというときに名
　　　　刺が見つからなかったり、
　連絡先を登録する面倒な作業も
このアプリがあれば簡単に対応可能
です。これからの時代はデジタル名
刺が当たり前の時代が来るのでは
ないでしょうか？

ここが

オススメ

技術開発課  黒田洋介

これだけは譲れない！！そんな一品を誰しもが
持っているはず（？！）SK社員の

「こだわりの一品」をご紹介します。

PT事業本部営業課  稲熊係長

一品私の
こだわりの一品
私の
こだわりの

黒鯛釣りの道具こだわりの
　　　 一品

エントリー Ｎｏ.1



“塚野目工場の狼”との異名を持つ坂田さん!!
とてもノリが良く、身長も高くてスポーツマンのワイルド系
イケメン!!
やっぱり寝る子は育つって本当ですか！？(笑)

Sakata Osamu

　三条市上須頃です。
今は県央地域と言われ新幹線が停まる燕三条駅や高速道路も近く、居酒屋なども
増えてきて賑わっています。

Q.出身地自慢をしてください。

　少し遠い新潟市巻地区のラーメンや小千谷市のそばなどを食べに行くことです。
Q.休日の楽しみ方を教えてください。

　甥っ子が似顔絵を描いてくれたことです。ですが、妻の1/5の大きさでした･･･。
Q.最近感動した話を教えてください。

Q.これって私だけ？
　食べて5分くらいで眠ることができます。飲んで帰ってきた時は3分で寝れます。
カップラーメンを作っていて寝ることもたまに。

　次回ご紹介するのは、塚野目工場の橘さんです。
いつも会話のボリュームが大きいので、１階から２階
まで声が通ります。
　プライベートでは剣道を子供たちに教えていて、ボ
ランティア精神の強い人です。

　精度出しの加工で1、2回で精度が出た時はガッツポーズが出るくらいうれしく
て、その日は機嫌が良いです。

Q.仕事の魅力・やりがいを教えてください。

坂田 理塚野目工場

詳しくは、チラシまたは弊社Webサイトをご覧ください 
www.niigataseiki.co.jpグランプリ

賞金５万円
準グランプリ
賞金3万円

応募者
全員に

参加賞！
！

Q.学生時代の部活の思い出を教えてください。
　大学生の時、青森県にある八戸大学の硬式野球部に所属していました。
冬は-10℃の中、汗が凍りながら走っていたのを思い出します。

Q.社会人として最も大切だと思うことは何ですか？
　責任感だと思います。責任感があれば適当なことはできません。

Q.始めてみたいことはありますか？
　ゴルフをやってみたいです。
まだコースに出たことがないのでよく分かりませんが、スコア100切りを目標に。

今でもやっ
てる

草野球

ギャップキャリパ GVG-1
デジタルギャップキャリパ GDG-1

測定子の
位置調整が可能

基準面の凸部も逃げられる
ベース形状

GAP CALIPER GVG-1 / DIGITAL GAP CALIPER GDG-1

ボール
チェーン
付属

品 番
測 定 範 囲
最 小 読 取 値
器 差
測定子可動範囲
材 質
外 形 寸 法
質 量
標準小売価格
J A N コ ー ド

GVG-1
±10mm
0.05mm
±0.05mm
19mm
ステンレススチール （シルバー仕上）
L 77 × W 50 × D 7 mm
65g （ボールチェーン含む）
\24,000
4975846 040397

品 番
測 定 範 囲
最 小 読 取 値
器 差
測定子可動範囲
電 源
金 属 部 材 質
外 形 寸 法
質 量
標準小売価格
J A N コ ー ド

GDG-1
－13 ～ ＋16mm
0.01mm
±0.03mm
25mm
酸化銀電池 SR44 1.55V （テスト用付属）
ステンレススチール
L 128 × W 67 × D 17mm
155g
\32,000
4975846 040403

オートオフ
約20分

■ 仕様

ギャップキャリパ デジタルギャップキャリパ

■ 仕様

段差を
一発測定！

  廃棄されるはずの食材が人様向けにリサイ
クル？そんなことある

わけないでしょ、あははは、は？･･･えﾞ～～～っ
と、驚かされる

ニュースがありました。

「この値段でこのボリューム！」と喜んで食べて
いた、あのスーパーのお弁当･･･

もしかして？と不安になってしまいます。まぁ、
こうして元気にしていますので

　　　　　　　　問題なさそうですが。

                     さて、今回紹介するのは「
食」に関するミステリー『震える牛』

　　　　　　　　（小学館文庫）です。『迷宮
入りとなりそうな東京中野の居酒屋

                    強盗殺人事件を追う事とな
った捜査一課の田川は、事件を洗

                   い直すうちに大型ショッピン
グモールを手がける大手スーパー

の御曹司にたどり着く・・・』 WOWWOWでド
ラマ化されたこの一冊、作家の相場

英雄さんが地元三条市出身ということもあり、
応援の気持ちをこめてお薦めします！

　この本を読むとお肉が食べられなくなる？な
んてことないですよ。

読んでる最中から焼き肉店に行ってましたか
ら。

海外のお客様とメールで見積りや受注のやり取りを行っています。
また新規市場開拓にも積極的に取り組んでおります。

季節柄、課員全員が普段からマスクを着用していますので一見す
ると怪しまれますが、実際はチームワークが良く、年齢差も気に
ならないので自由な雰囲気で意見交換ができています。
各課員のモチベーションが高いところも良いところです。

海外でのSKブランド戦略を意識して仕事をするようにしています。
また、色々な国の方々とやり取りをしていますので、グローバル
な視点で物事を考えることも大切にしています。

我らがチ
ーム

海外営業課我らがチ
ーム

海外営業課

震える牛 作家：相場英雄／小学館 刊 ① 普段の仕事内容

② 部門の良いところ、配属されて良かった事

③ 仕事を行う上で気をつけていること

プレゼントへの多くのご応募ありがとうございました！
新春　SKコミュニケーションNo.100  間違い探し回答　
①お父さんの服が緑スーツ ②赤ちゃんがぬいぐるみ ③お姉ちゃんが大仏 ④ゴルフマンがいる

新製品


