青柳さんに三匹運んでもらい、検査・爪切り・ワクチン投与後 6 時の引き取り、それぞれ５.５&５.２&４.８kg
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と大きくビックリ仰天。因みにボランティアさんの飼い猫は９kg・・幸せ太り過ぎますね。ボランティアの方
には改めて敬服します。仲立ちする場合は悲しい事実と直面しなければなりません。色々な奉仕活動
されている方々には敬意を表しますが、募金活動・災害や支援に関しては悲しく悲惨な現状に心強く
直視しなければならない逞しさが必要です。
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私たちは複雑な社会環境の中で平穏無事に過ごしている事に感謝しておりますが、先ずは人同士の
理解を深めることが最重要課題です。動物に対して会話・意思疎通が出来ないにも関わらず誰しもが

｢ 猫・ネコ 摩訶不思議・・ 」

令和 ２年 ３月 吉日

岩本 博之

愛しみ慈しむ心を持っています。ましてや話し合える人同士は必ずや理解を深められるはずです。
言語の違う民族でも目と目を合わせ、お互いに手ぶり身振りで理解し合えます。
微笑み合い ＆ シェイクハンド ＆ ハグし合えば全てが解決！！

二十年前の休日小雨降る中会社に顔を出すと用水に、生後４週間ぐらいの子猫(チィちゃん)を発見。
手を差し伸べると小さいながらも背中を丸くして威嚇をします。保護を諦めて雨を凌ぐための段ボール
箱を置いて帰宅しました。翌日には朝早くから子猫のことが気になり台風一過の中、工場に着くとずぶ

品質顧問 小幡

濡れになり崩れかけた段ボールに衰弱して威嚇も出来ない子猫を保護。早速動物病院に入院させて
病気の有無や予防・ワクチン投与などで処置して頂き、翌日からは我が家の一員になりました。最初の
一週間余りは怯えて考え付かないような隙間に入り込んで隠れん坊の状態。栄養も付き元気になると
威嚇姿勢になりましたが、３週間過ぎからその姿勢もなくなり喉を鳴らす“ゴロゴロ♪ゴロゴロ ♬ ”。
家内の動物経験は牛？犬だけで「猫」は４０？才にして初体験。猫の習性を理解するとともにそれこそ
“猫可愛がり！”。買い物に出掛ける際にも同乗させるので車内のダッシュボードは爪の痕でバタバタ。
とうり ゅ う

当時は妙高高原辺りのスキー場へ出かけていましたが、勿論ペット可のペンションに逗留しました。２年
後には自宅庭に迷いネコが出没し、明らかに野良と解ったので保護。３年後には工場倉庫内に生後
２～３日の子猫(ピーちゃん)が一匹だけで、当時の津田(心優しい？)総務部長がスポイトと粉ミルクを、
子猫とともに私にどうぞ！？通常は多産なので不思議に思いながらも母猫の姿もないので致し方なく
保護。青柳(近所の動物病院)さんに検査入院をお願いしたところ“親猫でも育てられるかは難しいです”
の宣告。既に猫は 3 匹になっていたので、私が意地になって会社に２週間寝泊まりし母猫代わりに。
玉子ニケ分ぐらいのか弱い生命体を先ずは温めるために段ボールの中に電気マットや上部からは
白熱灯の熱で温め、５㎝余りのスポイトで粉乳を３時間ごとに給飼。排泄物はまだ踏ん張る肛門力が
こ

よ

この度、コマツ定年退職後 15 年もの長きにわたり仕事させて頂きこの３月には退職致すことになり
ました。ここまでこれましたのも一重に岩本会長並びに社員の皆様に支えられてきた賜物であります。
振り返ってみますと思い出深いものがあります。
本社工場の
他にすばらしい倉部工場を建設し売上倍増、
中国からの実習生
を受け入れて労働力不足解消、
社員全員の技能検定や各種資格
取得による名実ともに技能集団への成長、
自社製品を開発する
能力達成。仕事以外では東京や沖縄などへの研修旅行体験、
テーマトークでは活発な会長との意見交換と楽しい思い出
ばかりです。岩本工業は企業理念通り良い会社だと思います。
職場の皆さんも良い方ばかりで、
お蔭様で充実した会社生活を
“ テーマトーク ” にて 教え子に囲まれて美酒！
送らせて頂き深く感謝致しております。
２０２０年に入り突然厳しい不安定な経済環境となりましたが、岩本工業の若い活力で難関を乗り
超えられて益々の発展を維持されますよう、皆様のご健勝をお祈り申し上げます。

り

無いと判断して、(男の拙い本能)ティッシュを紙縒りにし微温湯に浸してチョンチョン刺激すると糸ミミズ
のような排泄に成功！家猫に合流させると４匹共にまるで宇宙人を見るような仕草、人のように首を
な

いつく

傾げて？？ しかし半日後には体を嘗め回して慈しみ始めました。 人間顔負けですよ！！
不思議だったのは、１０年ほど前に一匹の猫(５才位の成猫)が口内炎で口が開かず餌を食べられ
ないような状態で玄関に見参。即入院させ、その４日後位に同じ大きさ・毛並みの成猫が同じ症状で
玄関に。？？庭や他の軒先では発見できず、玄関先だからこそ遭遇出来た。オマケに診断結果は二匹
ともに“エイズ感染”。我が家の猫に感染を防ぐために又もや会社の一部個人宅のような場所で２年間
飼育後、我が家に同居させ水や餌も同じ器を使いましたが感染は無く平和な日々。ピーク時は１０匹と
なりましたが野良猫も少なくなり、１８～１６才で天寿を全うして今では４匹に。我ら老夫婦の寿命を考え
ると新たな出会いを諦めていました。・・ところが１２月にキュウちゃんを治療のために通院すると、
里親探しの張り紙を見てしまったのです！・・それも三才の兄弟ネコ三匹。一才前後の可愛い子猫を
二匹ぐらいと、勝手に思いを侍らせていたのに・・。それから一か月後の経過検診で再訪すると、やはり
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12 月 28 日
倉部第一工場
年末に開催された大会では社員と家族を含む総勢 85 名が参加しました。つき立てのお餅と
豚汁で心身ともに温まり、大人も子供も大満足で 2019 年を締めくくりました。
2020 年の出展予定
プロのデザイナーさんに壁一面の
装飾を作って頂きました。
タペストリーの中に写っている
高野さんは実物そのもの！
2 月 26 日から始まる「日本もの
づくりワールド 2020」を皮切り
に、これを活用し販売促進に繋げ
ていきたいと思います。

日本ものづくりワールド
2020年2月26日～28日
名古屋ものづくりワールド
2020年4月15日～17日
ＭＥＸ金沢
2020年10月7日～9日
関西ものづくりワールド
2020年10月7日～9日
ＪＩＭＴＯＦ
2020年12月7日～12日

幕張メッセ
ポートメッセ名古屋
石川県産業展示館
インテックス大阪
東京ビックサイト

工場内は餅つき会場に早変わり

力を込めてヨイショ！！

来期新入社員も初仕事♪

倉部工場食堂でお披露目

1 月 17 日
第 2 係 横川
鉄工機電協会様主催の研修「ムダの発掘と改善」に参加しました。講師は当社でもお世話に
なっている中小機構の林様でした。私は林様の教育を毎月受けている事もあり、教育内容は一度
聞いたことがあるものや、すでに実行している内容が数件ありました。研修中に林様に以前相談
した事のある自分の現場の問題点の話が出てきた時は、（これは私達の現場の話だ・・・・）と
少し恥ずかしくなりました。研修の一部に隣の人との対談時間が設けられ、自分の現場の問題点
を相談し合う事になりました。私と対談された方は熱処理関係の仕事をしており、多数取引先
からの品物の出入りが多く、リフトの取り合い、保管スペースの問題を相談されました。私も
物の置き場と明記方法についての問題を抱えておりましたので咄嗟に話を合わせ、二人で現場で
の物の置き場やその導線、運搬事情について話し合いました。私も一時期このような状態を問題
提起したことがあった為とても共感できました。当社は 3S 活動時間が月に一回設定されており、
半年ほど前から業務課の方と協力しラック棚の整理や保管場所の確保と現場との動線の改善、
明記と保管方法について活動していたので、その内容を伝えました。相手方からは、「自分達も
以前、保管場所の指定化などルール決めを行ったことがあるが、時間が経つと以前の状態に戻る」
という新たな問題を相談されました。時間にも制限があったので、そこで対談は終了しましたが、
この内容を自社に持ち帰って現場に活かせるようにしたいと思いました。
今回も林様の研修を通して良い経験をさせて頂きました。このような研修では他社様の情報を
聞く数少ないチャンスでもありますので、社員の方々には積極的に参加して欲しいと思います。

5日
6日
14 日
18 日
26 日

和角 さん
吉岡 さん
横川 さん
田尾 さん
丸木 さん

6日
9日
15 日
22 日

嶋田さん
福島 さん
山崎 さん
平
さん

1日 王
さん
12 日 曲
さん
14 日 小幡 さん

10 日 菊川 さん
13 日 下津 さん
27 日 中山 さん

特製豚汁は完売御礼！

子供達には本のプレゼント

家族の皆さんに楽～ラントのご紹介

総務・経理課
山本
春節に故郷の台湾へ行ってきました。小さいときから愛してやまないＢ級グルメを紹介します。
機会がありましたら是非皆さんも一度台湾へ足を運んで味わってみてはいかがでしょうか？
牡蠣ソーメン
素麺にとろっとした濃厚
な海鮮エキス出汁が絡み、
体がぽかぽかになる一品。
上にお好みでパクチーを
どうぞ！
臭豆腐（シュウトウフ）
木綿豆腐で発酵したあと
油で揚げて台湾キムチと
ニンニク酢醬油をかけて
頂きます。臭いけど、
たまらない美味しさ。

タコ焼き
丸ごと 1 匹入ったタコが
目を引きます
チーズ入りで癖になる味！

さらさらのかき氷の上に
小豆や白玉、緑豆、タピ
オカなど 8 種類ものトッ
ピングが山盛り！その他
にもフルーツ系の種類が
多く選び放題♪

編集後記 :2 月 14 日は
でした。私は係の女性陣から頂けて嬉しい限りでした。皆さん
は板チョコの凸凹はどうしてあるのか知っていますか？消費者側からしたら一口サイズに割りやすくて
便利ですが、生産者側からは表面積を増やし早く冷えるようにするため凸凹にしているそうです。チョコ
レートは製造工程（テンパリングやコンチング）でも保存方法でも温度管理が大切です。チョコレートに
限らず美味しく頂くためにネットで保存方法等チョコッと調べてみてもいいかもね。
Ｍ.Ｍ

