がんばれ！
みらいの

知識を身に付けていく
ことのほかにどんどん行動
して失敗も成功も恐れずに
がんばります。

見えているだけでも多く
の弱点があるので、
１つ
１つ改善していきたいです。

渡辺 郁己

遠藤 貴史

1994年5月6日生 22歳
[好きな食べ物]なまこ酢
[趣味]ベース（初心者８年目です）
[仕事の大変なところ]
少しの温度変化でも精度に
影響が出るので、環境や条件
を考えながら進めるのが
大変です。

私の
こだわりの

作業内容を自分なりにアレンジして良品が多く出たとき
やりがいを感じます︒

加工の難しい特殊品を仕上げたときには達成感ややりがいを感じます︒

Meister

マイスター（名人）を目指し日々精進する
“みらいのマイスター”たちを、須戸工場へ
取材に行きました。

1995年8月12日生 21歳
[好きな食べ物]チョコレート
[趣味]音楽(洋楽)、
ウェイトトレーニング、漫画
[仕事の大変なところ]
３工程の作業内容を上手く回してい
かないと次工程の作業が止まってし
まう可能性があるので並行して作業
を進めていくことです。

一品

★マイスターに聞いてみました！

☆

Q.技術を習得するためにはどれくらいかかり
ますか？
加工工程の技術だけで
も１０年はかかると思い
ます。

Q.二人に期待することは？
今担当している工程だけではなく、加工に関
わる工程を１つ１つ覚えていって、何でもこな
せるようになってもらいたいと思います。

生産本部 須戸工場
五十嵐 隆行
1982年11月28日 33歳
[好きな食べ物]肉料理
[趣味]
スポーツ観戦（テレビ）

☆

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。

の
こだ わり一
品

MOTEMASCARAのマスカラ

私のこだわりの一品は、このマスカラです。
「MOTEMASCARA」というシリーズで、これ以外にもあと 5 種類ほどあります。
その中でも、こちらの写真のものを選んだ理由は、コームタイプでとても塗りやすいからです。
そして、あまりまつ毛に付き過ぎず、派手にならないので、仕事の時でも使用できます。

エントリー Ｎｏ.7
総務課 真水さん

私がマスカラを選ぶ時には強いこだわりがあり、コームタイプであることはもちろん、
角度や形にもこだわっています。探してみると、なかなか良いものに出会えなかったので
すが、こちらを見つけて使ってみたところ、とても塗りやすく、塗った瞬間から気に入りました。
今では、毎日愛用しています。
値段も 1,500 円ほどで安いので、女性の方は一度使ってみてはいかがでしょうか？？

無料

！
でも
いつ 定器を
測
元に
手
お

SK快段目盛定規

108 2016 09

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

先日久々に体重を量ったら、以前量っ
た時よりも増えていました。
このままではいけないと思い、運動を始
めたのですが、なかなか続きません。こ
れから涼しくなるので、週に一回はジョギ
ングをしたいと思います。岩

皆さん、
こんにちは。
暑い日が続いていましたが、体調を崩されなかったでしょうか。
9月に入り、夏のイベントごとも終わり、夏が終わったんだと寂しい気持ちで
います。
皆さんはこの夏は何処かへお出かけされましたか。
私は遠出はしませんでした(^̲^;)が、せっかくの夏を楽しもう！ということで、
友人と海に行きました。去年は友人に水着を借りましたが、今年はmy水着を
購入しました。去年は一番日差しが強い時間帯に行き、背中が日に焼けてし
まい大変な思いをしたため、今年は時間帯をずらし朝9時過ぎに海水浴場に
着くようにしました。
また日焼け止めクリームをこまめに塗り、海に入っていないときはUVカット
のパーカーを羽織るなど万全な日焼け対策で挑みました。(笑)
約2時間の間、海に入ってお喋りをしたり、海の家でBGMを聴きながら串焼
きやカキ氷を食べたりして、夏を感じることができました。
その後は、海水浴場の近くにあるお店で新鮮なお刺身定食を堪能し、温
泉に入って帰りました。美味しいものを食べて温泉で疲れを取って、とても充
実した1日でした。
皆さんはどんなふうに夏を楽しまれましたか？
それではまた次号で〜♪

第
５回

Q.出身地自慢をしてください。
名古屋市南区出身（笠寺観音近辺）。名古屋だでね〜。味噌かつ、味噌おでん､
味噌煮込みうどんの「味噌づくし」だがや。真央（浅田）ちゃんもイチローもおる
し、スガキヤもあるでよ〜。名古屋はええよ〜、いっぺんいりゃ〜せ〜！

測定工具コンテスト

Q.自慢話をお願いします。
小学生の頃、ドラゴンズファンクラブに入っとったもんで、中日球場（元
名古屋球場）でドラゴンズ選手の審判で試合やったこと位だがね。矢沢、高木、
谷木、正岡・・・懐かし〜！

第５回測定コンテストにご応募いただいた皆様、ありがとうございました。
厳正なる審査の結果、ついに入賞アイディアが決定致しましたので発表いたします。

Q.最近感動した話を教えてください。

ている
はまっ
料理♪
タイの

オリンピックってものを初めて？真面目に見たんだわ。バトミントンの女
子ペアの最後まで諦めない精神力に感動・・・絶対もう終わり・・・って思っ
たけど、勝ったね、本当におめでとう！

Q.社会人として最も大切だと思うことは何ですか？
そりゃ、礼儀・規律だわさ。それがなきゃ始まらんでしょ。

グラン
プリ

グランプリ受賞の田中様（ 写真左 ）
※右は弊社社長

インサイドダイヤルゲージ

0

90 10

田中 章光 様
内径測定、内径溝径の測定に便利。
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Q.あだ名とその由来を教えてください。

稲熊 照彦 Inaguma Teruhiko

部下からの信頼メーター振り切れまくり!!Native to 名古
屋市!!稲熊課長代理を紹介します!!弊社、名古屋営業所に駐
在しており真面目で誠実を絵に描いたような方!!多趣味レベ
ルは留まることを知らず、タイ語にまで!!DIYもお得意で自宅
の事は何でもやってしまうとか!?

次回はよ〜ぉ､PT事業部の海外営業課で受注
業務から営業までどえりゃ〜がんばっとりゃ〜す
齋藤春美さんを紹介するで、待っとってちょ〜！

の
Mr.
KAGE
A
M
I
SH

クマさん、稲熊（イナグマ）だから・・・ ちなみに新潟には稲熊は一人も
おらんよ。名古屋の名前だがね。愛知県岡崎市に「稲熊町」があって、昔両
親がそこに土地を買ったんだわ。売却しちゃったけど、もし住んでたら「稲
熊町の稲熊」になっとった。嘘みたいな本当の話。

Q.オススメしたいもの、ありますか？
名古屋の大須商店街に行ってみや〜。子供から大人までどえりゃ〜楽しめ
るでかん！でらうま名古屋めしから趣向品、衣料品、電化製品/部品、何でも
あるでよ〜。

Q.始めてみたいことはありますか？
高校生（17歳）の頃、連れがみんなギターやっとったもんで、1年位かじっ
てた。またやってみようかな。新潟精機にはロックギタリストがたくさんい
るから、教えてもらおかな。

週末は漁師

Mr.SHIMAKAGEの素顔･･･
入社2●年目、新潟精機の重鎮、島影敏之。
明るい笑い声とやわらかい笑顔とは裏腹に愛ある厳しい目で部下を
叱咤するお父さん的存在。今は新潟精機の繁栄に全霊を注ぎ、日本
国内に留まらず、海外進出の一途を辿っているSuper dad。

我らＰＴ事業

部

イメージ図

準
グラン
プリ

ギャップキャリパ 設置部樹脂タイプ（仮）

DIGITAL GAP CALIPER

PT事業部 営業課

渡邊 陽菜 様
当社製品ギャップキャリパの設置面樹脂タイプ。
対象物を傷付けずに測定が可能。

営業課

私たちＰＴ事業部 営業課では主に日本国内のお客様を中心に訪問させて
頂いております。各エリアごと個性派？揃いですので今後とも宜しくお願
い致します。
・島影(担当：北海道、東北エリア、新潟県内)
いつも笑顔を心掛けるおじさんですので気軽に連絡ください。

イメージ図

・稲熊(担当：中京地区、北陸地区)
測定製品以外でも車や釣り(堤防)好きな方は声をかけて頂

本日の釣果は皆様おなじみの「鯵（あじ）」です。
鯵は比較的釣りやすく、子供から大人まで
沢山の人達が楽しんでおります。
ポイントはいつもの自宅からスクーターで
10分の某所です。
今回はダ●ソーで購入した100円のサビキ
セットを使用しました。
コマセ(まきえさ)も使わずに早速FISH・
ON!!20cm 〜 25cmの鯵が入れ食い状
態でした。
新潟に訪問されることが有りましたら、
とても手軽にできる釣りですので是非
チャレンジしてみてください。
夕飯のおかずには事欠きませんよ！

けたらうれしいです。

吉田

・吉田(担当：東京地区、北関東地区、甲信地区)
白髪の数は苦労の証し。明るく楽しく頑張ります!!

！
獲ったど〜

審査員
特別賞

モータ軸芯出し治具（仮）

穴ピッチ測定用三点ピンゲージ

小上 厚 様

栁澤 俊文 様

・張間(担当：大阪以西、中国地区、四国地区)
２４時間のうち２０時間は仕事のことを考えています。
・坂口(担当：京都、滋賀、東大阪地区、九州地区)
国内と海外の顔を持つ関西人のスイッチヒッター！
・山下(担当：南関東、静岡地区、茨城、千葉地区)
東京営業所は現在ワンマン運転で運行致しております。
終点までお客様が気持ちよくいられるよう全力で頑張
ります。入社１年目、やまちゃん、発車オ〜ライ！

山下

島影

張間
坂口

稲熊

たくさんのご応募をいただきありがとうございました！
！

