出張道中記 I n d i a

in インド

口の
須佐＆坂

こんにちは！PT事業部の須佐＆坂口です！
！
2月18日〜25日までインドはムンバイに行ってきました！
海外の道中記は食べ物がらみの内容が多いので今回は私達が特に
ビックリしたインドの交通事情についてご紹介したいと思います！
！

花粉の季節の過ごし方

人口12億人の広大な国と頭では分かっていても、実際に訪問してみると・・・・とにかく人が多い、
多い！今まで世界中の様々な国を見てきましたが、インドだけは言葉で上手く言い表せません！

皆さんこんにちは！春の訪れを感じる日が多くなりましたね。
私事ですが毎年この時期になると花粉に悩まされます。花粉症の方はご
存知かと思いますが、目が痒くなったり、涙目になったり、鼻がムズムズした
りします。
道路上にあった雪もすっかり無くなり、暖かい日が増えてきてお出かけ日
和が多くなったこの頃ですが、最近では天気の良い日が辛く感じます(笑)

何というか・・・・、何でもあり！
バイクの3人乗り逆走当たり前！クルマ同士で接触当たり前！みんな笑顔で当て逃げ！インド人は
男女を問わず基本的に押しが強い性格の人が多いので自己主張が強く、
その国民性が運転の荒さにもよく表れています。

こういった理由からここ最近の休日は、録画していたドラマを観たり、漫
画を読んだり、最近買った嵐や三代目J Soul BrothersのライブDVDを観たり
して家に引きこもることが多くなりました。また遊びに行く場合は、日中の
外出は避け、夜に飲みに行くようになりました。
今まで休日は買い物に行ったり、カラオケに行ったり、ジムに行ったりして
いたため、家でまったり過ごすことが新鮮に感じられるようになりました。

お互いに「譲る」
ことをしないので道路は常にチキンレース
状態です。
日本の交通事情と比較しながら
「どんだけ負けず
嫌いやねん！」
と心の中でツッコミを入れてしまいました。
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PT事業部 藤田係長

インフルエンザ対策でしていたマスクもしばらく着用が続きそうですが、
花粉の時期が過ぎたら、パワースポット巡りや去年始めた登山にも挑戦しよ
うと計画中です。
楽しいことを考えながら、
この時期を乗り越えたいと思います。皆さんもお
勧めの花粉対策がありましたら是非、
ご紹介ください！
！

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。

それではまた次号で〜♪

私のこだわりの一品．．．寒い季節限定ですが、
『THE NORTH FACE』のマウンテンジャケットです。

もともと好きなアウトドアブランドで、
ちょっとお高いのですが、防水透湿性素材のパイオニア
『GORE-TEX』を採用し
ていて、実際購入し着てみると、風を通さず蒸れにくい最高の防寒具です!!今では、
グローブもブーツも
『THE NORTH

阿賀町

FACE』
です。

季節関係なくアウトドアが好きなので、キャンプ・BBQ・スノーボードなどで使用する道具を『THE NORTH FACE』
で

揃えたいなと思います。

今月の道の駅

皆さんも揃えたくなるようなブランド・一品に出会えるといいですね！
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測定アプリ

がリリースされました！

測定アプリ for Android
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://play.google.com/store/apps/
details?id=jp.co.niigataseiki.skspirit

SK水平器

測定アプリ for iPhone

SK水平器
[SK Spirit Level]

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

阿賀町といえば、雄大な阿賀野川を楽しめるラ ライン舟下り
イン舟下りや「きつねの嫁入り行列」、ここ近年で
は新潟・福島間を走る「ＳＬばんえつ物語号」の路
線地としても知られています。
こちらの道の駅では、日本海の新鮮な魚介類や
春は鮎の塩焼きを販売している魚市場「魚匠」や、
三川地域でしか入手できない特産品を販売してい
る物産館「夢蔵」があります。
暖かくなるこれからの時期、雄大な自然とおいしい食材が満喫できますので、是非立
ち寄ってみてはいかがでしょうか。

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

今月の『来いさ！にいがた ～道の駅編～』
は、阿賀町にある「阿賀の里」をご紹介しま
す。

阿賀の里

SK快段目盛定規

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！

阿賀の里

アクセス

所

花粉症の方には辛い時期がやってき
ました。私も花粉症で毎日花粉と戦って
います。マスクをしたり薬を飲んでいる
のですが、なかなか効果が見られません。
また、季節の変わり目で体調を崩しや
すい時期ですので、皆さんも体調管理
には気をつけてください。岩

〒959-4636
新潟県東蒲原郡阿賀町石間 4301
安田 ICより（磐越自動車道） 約 10分
三川 ICより（磐越自動車道） 約 10分
http://aganosato.web.fc2.com/index.html

周辺情報
丸三安田瓦工業
歴史的建造物にも多く使われて
いる安田瓦の工場見学や瓦絵付
け体験などができます。
所

新潟県阿賀野市保田 6130-1
http://marumikawara.com/

ヤスダヨーグルトショップ
ヤスダヨーグルトの工場内にあ
り、新鮮な生乳を使ったメニュー
を揃えています。直営店限定メ
ニューも見逃せません！
所

新潟県阿賀野市保田 940
http://www.yasuda-yogurt.co.jp/

面倒なグリスアップなどの防錆処理が一切不要

Q.休日の楽しみ方を教えてください。

使用後の脱脂クリーニングのみで袋に入れるだけ！

トレーニングをすることです。汗をかくことでスッキリします。
最近では本気過ぎてマウスピースをしながらトレーニングをしています。

Q.血液型＋自分の性格を教えてください。
A型。クヨクヨしない。ポジ男（ポジティブ）です。

Q.続けていることはありますか？
剣道を30年くらいやっています。強くはありませんが、“継続は力なり”です。

Q.社会人として最も大切だと思うことは何ですか？
チャレンジだと思います。チャレンジは自分のスキルアップにつながります。

Q.学生時代の部活の思い出を教えてください。
塚野目工場

橘 篤史

剣道でたくさん県外へ試合をしに行ったことです。

袋に入れるだ
け
グリス・防錆

Before...

油・洗浄不要
！

かかる
手間が
の
使用後 が…
理
処
防錆

Tatibana Atushi

Q.始めてみたいことはありますか？

塚野目工場の将来をも担う!?スポメン橘さんをご紹介!!スコ
ヤや溶接ゲージなどを手がけてます!!フレンドリーでおしゃ
べり上手!!彼女募集中なんてウソでしょ!?さらにポジ男なん
て最高!!ヽ(*´∀｀)ノ

スラックラインと言う綱渡りをするス
ポーツです。体幹が鍛えられトップアス
リートの選手たちもトレーニングに取り
入れています。興味のある方はYoutube
で見てください。

次に私から紹介するのはリング工場の深海さ
んです。初めて出会った飲み会の席で話かけて
もらい、それから良くして頂いています。とても
楽しく優しい方です。

防 錆完了！
！

鉄製品保管用 気化性防錆フィルム

お絵かきロジック

ゼラストフィルム 鉄用

遊び方

ZERUST FILM for STEEL

１．数字はその列または行に存在する、連続して塗りつぶすマスの数を
表します。
２．数字が二つ以上ある場合は、それぞれの連続して塗りつぶされたマ
スの間に、最低一個白いマスがあります。
３．数字の並んでいる順番と、塗りつぶされたマスの連続の並ぶ順番は
同じです。
４．全ての数字に対応するマスを塗ったら完成！
う〜ん・・・
なかなか
難しいぞ？

袋に入れるだけで

マスタゲージ、工具、鉄製部品、金型等
あらゆる鉄製品の保管に。
袋に入れるだけで防錆完了！
日々の作業負担を大幅に軽減します。

社長も
挑戦中
!!

全４
サイズ

袋から徐々に発生する成分により、錆の発生を防ぎます。
水蒸気中に溶け込むというゼラスト成分の特性により、
結露しやすい環境でも威力を発揮します。

▲

■仕

答えは次号で

様

品

名

品
袋
員に
者全
！
応募 賞！
参加

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

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

入

サ

イ

ゼラストフィルム 鉄用

番

SKZF-60135

SKZF-90130

ズ

幅 60 × 深さ 135 mm

幅 90 × 深さ 130 mm

数

20枚

10枚

SKZF-130200

SKZF-200300

幅 130 × 深さ 200 mm 幅 200 × 深さ 300 mm
10枚

10枚

標 準 小 売 価 格

\700

\400

\800

\1,650

JANコード (4975846)

040724

040731

040748

040755

※使用期限：購入日より3年以内（推奨保管環境：温度30℃以下・湿度50%以下の冷暗所）

