
あけましておめでとうございます。
本年も編集部員一同、読者の皆様に楽しいSK情報を提供できるよ
うな誌面を作っていきたいと思います。
本年も新潟精機SKコミュニケーションをよろしくお願い致します。

SK社員

何かお願い事をされ
た時は、こんな気持
ちで受け止めようか
な、と。2017年は
少しでも前向きに行
こうと思います！

蒲沢

岩目地

今年は成果を残せる
よう一所懸命頑張っ
ていきます！。

これまでの「チキン」
な自分に「渇」を入れ
て頑張っていきます!!
2017!!

今年は日付が変わっ
てから床に就く生活
に別れを告げ、朝か
ら時間に余裕を持っ
て行動できるように
したいです。

いつでもどこでも
｢安全第一｣。
プロ意識を持って
ミスをしないよう
に頑張ります。

吉田 

齋藤

神林

新年の抱負
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新潟精機 高精度デジタル水準器
2016年最新モデル

DL-S4WDL-S4W
レベルニックレベルニック

気泡管式よりも簡単に・短時間で測定しませんか？
分解能0.001mm/m での数値測定ができ、
データの読取誤差もありません！

分解能0.001mm/m

無線システム内蔵

充電池2個付属

付属品
・USBタイプ受信ユニット
・専用記録ソフト
・ACアダプタ（100V～240V）
・収納ケース
・充電器 （満充電 約6～7時間）
・取扱説明書
・8.4V 006P 型 充電式バッテリー×2個

High Accuracy Digital Level 

LEVELNIC

Bluetooth Class1／通信距離 30～50m
測定データを無線で出力

節電ができ、使用時間がアップします
無線 / 有線の切替可能

差すだけでドライバが自動設定されます
USBタイプ受信ユニット

交代で使うことで充電中でも使用できます
充電池２個付属

201701
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　私は、三条市下田出身です。山と川に囲まれて、自然豊かな所です。自宅は下
田の入り口ですが、秋になると北五百川（きたいもがわ）地区の棚田がとても綺
麗です。その近くには、源泉温泉の「いい湯らてい」があり、そこに売っているサ
ツマイモアイスが美味しいです♪　

Q.出身地自慢をしてください。

　友人の1歳児の子供が、4月から幼稚園に通っていると聞きました。
久しぶりに会って色々な言葉を話していて、私とも会話ができたことにとて
も感動しました。成長って早いな～と、母親ではないのに嬉しく思いました。

Q.最近感動した話を教えてください。

　おおざっぱなO型なのですが、一番は誰かに褒められると普通より倍のや
る気が出ます。(笑)

Q.血液型＋自分の性格を教えてください。

　電話対応で、悔しいことや辛いこともありますが、直接貴重な意見を聞く
ことができ、嬉しい言葉もいただきます。

Q.仕事の魅力・やりがいを教えてください。
　次に紹介する方は、同じ業務課の先輩・田代主
任です。いつも倉庫出荷ありがとうございます。
趣味のロードバイクで、一番長い距離でどこまで
行ったことがあるか気になりました。(笑)　
今度お話聞かせてください！！

　ビジネスマナーは、とても大事なことですが、私の中では挨拶です。高校
時代部活動で、顧問に挨拶はしっかりするようにと指導があり、相手に印象
が残ると言われたことがあります。

Q.社会人として最も大切だと思うことは何ですか？

Q.始めてみたいことはありますか？
自分で、色々な家具を作ってみたいです。最近聞くＤＩＹ女子？！

業務課

　業務課のピチピチなヤング!!川上さんをご紹介!!いつも
笑顔で元気な声に元気をもらっています!!今年、新成人した
ばかりと思えぬ仕事っぷりに関心しています(〃 ' o')ﾎｰ　

上海事務所 除係長

川上 未紗 Kawakami misa

５年後、
体重はいかに！？
５年後、
体重はいかに！？

大ヒント
今の社長の写真を公開！！

2017年1月
現在 体重○○ｋｇ ①６7ｋｇ

②７０ｋｇ
③７５ｋｇ

①～③のうち

現 在 の
体重は？

2011年12月
当時 体重７３ｋｇ
2011年12月
当時 体重７３ｋｇ

皆さん、大好評だった社長ダイエット企画コーナーを覚えていますか？
色々な手法により見事ダイエットに成功！？をおさめた伝説の企画です♪
あれから早５年･･･。
「最近どうなってるの？」「体重は維持しているの？」「リバウンドしているんじゃない？」などの声もちらほら耳にする今日この頃。
そこで！！現在の社長の体重をクイズとして出題！！！
クイズに正解された方の中から抽選で２０名様に、新潟県三条市の銘酒『五十嵐川（720ml）』をプレゼントします！是非ご応募ください。

濃厚!!
さつまいも
アイス♪

SK社員各国の

お正月の過ごし方
　大晦日の夕食には家
族が集って縁起が良い
とされている料理を食
べます。必ず魚が出ま
す。魚は、豊作を意味
する食べ物なのです。

昔は新年を迎えた瞬間、爆竹を鳴らしまし
た。最近環境のために残念ですが禁止され
ました。ドアの上に神様の写真と「福」を
はります。

　大人が親族の子供にホンパオという日本で
いうお年玉のようなものを配ります。

上海事務所 胥さん

　やはり正月と言えば初詣。毎年元旦に行けな
くても、一日も早くいかなければという気持ち
になってしまいます。
　我が家ではお節料理、雑煮を食べます。お節
料理は正月くらいは料理をしなくても良いだろ
うということですが、結局は色々と作っていま
すよね。雑煮にはお餅を入れます。それ以外に
おしるこや砂糖醤油でお餅を食べたりしていま
す。
　何と言ってもお年玉！子供の頃はお年玉がい
くらもらえるだろうか、一人でも多く会っても
らいたい！と思っていました。一年で一番の収
入でしたので。しかし大人になってからは、逆
にあげる立場になりました。自分の子供を見る
と自身の子供時代よりももらえる数が減ってい
る？親戚が少ない？そんな変化を感じました、
私だけでしょうか？
　初売り、正月は何か買わなければならないよ
うな気になって、ついつい出掛けます。しかし
人ごみに嫌になり、結局ほとんど買わずに帰っ
て来る。毎年わかっているのに・・・。

　年末年始の休みは、ジャカルタからス
マトラ島南方にあるランポン州の妻の実
家へ帰りました。ジャカルタより約
200kmの距離、バイクで景色を楽しみな
がらゆっくりと走っていきました。
　ランポンのバカウニ（Bakauheni）港
にあるランポン伝統の冠の展望台
（Menara　Siger)では、スマトラ島か
らジャワ島の方向に綺麗な海と小さな
島々が見えます。
　31日の夜、新年を迎えるため家族と
バーベキューをしました。魚・トウモロ
コシを焼いて簡単なパーティーでした
が、皆が集まって楽しかったです。
　疲れましたが、年に１回、家族と集ま
り語り合うことができ何よりでした。

ジャカルタ事務所 ニョマンさん

　ベトナムでは「旧正月」を「TET（テト）」と呼び、一年間を通じて、最
も重要な祝日となります。　旧暦の12月23日は、かまどの神様を天に送る日
とされています。この日からテトの雰囲気が本格的に始まり、盛大に料理を
作ってお供えとしてお線香あげます。かまどの神様は鯉に乗って天に帰ると
言われているため、鯉を買って、川や泉に放します。
　お正月の飾り欠かせないのが桃の花か黄色梅の花です。日本でいうと門松
と同じ存在です。北部には桃を、南部には黄色の梅を飾ります。私の家族は
桃と金環を毎年買ってお正月中に楽しんでいます。
　23日～大晦日30日には各家庭で忘年会をやります。料理は、ゆで鶏肉、豚
足とたけのこ煮込み、肉類の煮凝り、ラッキョウ、おこわ、ベトナム風ハ
ム、揚げ春巻きそして名物のちまきといった料理が並びます。

台北支店　王係長

　台湾の『年菜』をご紹介します。
『年菜』は日本ではお節料理のことです。
様々な料理が盛り付けられますので、一部をご紹介します。
『魚』：大晦日の家族団欒で過ごす夕食では、魚を食べる
時、絶対に残さないといけません。そこには今年も「お金が
残りますように！」という願いが込められています。
『年糕』：糯米と小豆と砂糖で作られたお餅のことです。
「年々上昇しますように！」という願いが込められていま
す。
『蘿蔔糕』：大根餅のことです。大根の台湾語は“菜頭”です
が、吉の象徴です。
『發糕』：糯米と黒砂糖で作られたお餅です。花が咲いてい
る形をしており、“發財”の象徴で、お金が儲かる意味となっ
ています。
『長年菜』：カラシナを切らずに、そのままを料理して、丸
ごと食べます。これは長生きを意味しています。
　これ以外にもたくさんの『年菜』がありますが、代表的な
正月料理を紹介しました。

ハノイ事務所 テゥイさん

日本 五十嵐社長

台北支店 林課長代理

▲

▲

▲

≪応募方法≫
● 応募方法：社長の体重を回答、お名前、ご住所、性別、年齢、御電話番号、職業、ＳＫコミュニケーション
への感想、ご意見を沿えて、下記アドレスまたはハガキにてご応募ください。
　　              ＜メールアドレス＞skkun@niigataseiki.co.jp
　　              ＜ハガキ送付先＞〒955-0061 新潟県三条市林町1丁目22-17
　　　　　　　　　　　　　　　新潟精機株式会社　SKコミュニケーション編集部
● 応募締め切り：２月2８日（火）※ハガキでの応募は２月2８日（火）の消印有効
● 抽選・当選発表：ご応募いただいた方の中から厳正なる抽選を行い、商品の発送をもってかえさせていただ
きます。

20名様に

プレゼン
ト！

　元旦の日、私と父は外灘の黄浦江沿いの遊歩道
を散歩しました。
外灘は黄浦江の対岸の浦東・陸家嘴の未来都市の
景観と合わせ、上海の必見スポットの一つで国内
外からの旅行者に魅力があります。
　夜になると西洋建築物が全部ネオンを付けて景
色がなかなか綺麗です。
忘年会に参加し、美味しい料理を食べながらサッ
クスの演奏や歌等の出し物を観賞しました。
　息子と一緒に祝日ビルのロビーで記念撮影。
　今年の元旦も楽しく過ごしました。

上海事務所 胥さん

上海事務所 除係長

ジャカルタ事務所 ニョマンさん

日本 五十嵐社長

ハノイ事務所 テゥイさん

　台湾の春節（旧暦の正月）をご紹介します。台湾では日本と違い、年中行事は旧暦により
執り行うことが多いです。春節と呼ばれる旧正月も旧暦を使ったお祝い事で、台湾人にとって
最も重要な祝祭日です。春節のお祝い事は大晦日から始まります。大晦日の夕方に家の神様と祖先を祭る儀式を
行い、夜になると年越し料理を食べながら一家団欒で過ごします。大晦日は、両親の長寿を祈るために深夜0時
前に就寝しないことが「守歳」と　いいます。深夜、爆竹を鳴らして、旧年を送り、新年の到来を祝います。新
年を迎え、元旦になると年始の挨拶(拜年)をします。そして、日本と同じようにお寺へ初詣に行きます。
　このような春節の行事は
日本の皆さんには大変珍し
いものかと思います。　機
会があれば是非、台湾の春
節を過ごしてみませんか。
～新年快楽　恭禧發財～

台北支店　王係長

台北支店 林課長代理

NOWNOW
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