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令和 ２年 ７月 吉日

岩本 博之

富める者も富めない者もコロナ騒動の真っただ中に晒されていますが、従来の戦争と違うのは強固な
シェルターに避難して核(放射能)や爆弾から(兵役さえも)逃れられる金持ちと戦場に加わざるを得ない(一般
市民も含め)人達が居るという格差は存在せず、空中に漂うウイルス(病原菌)は等しく人類に襲い掛かり
ます。経済・政治・哲学者や感染医学研究者の皆さんが評論家として多くの意見をテレビ視聴者に御披露して
います。経済の視点からは、この騒動で経済活動が停止し失業者が増大することによって富裕層・中間層・
貧困層の垣根が中間層の貧困化で二極化してしまう。或いはスパイ活動に詳しい政治評論家曰く、意図的に
バイ菌をバラ撒いたのは感染すると死亡率の高い高齢者をターゲットにし医療や厚生費の節約のため、
と言う極論さえ出ています。嘘だとは言わないまでも、悲しいかな有り得る可能性を思うと寂しい限りです。
資本主義国・社会(共産)主義国という二択しか存在しない国家運営の長短は誰しもが理解できています
が、かたや競争の激化で貧富の差が大き過ぎ、かたや恐怖政治で表現の規制には目に余るものがあり
ます。富の集中と権力の集中。ほどほどの加減さは何故存在しないのでしょうか？？努力をすれば報われ
る社会・・は生きていく上で最も重要な条件ですが、生まれ来る環境は誰も選べません。その中でも一番
悲しいのは満足な食べ物が無く『教育』(知性・人間らしさ)を受けられない事。等しく皆『人間』なのですから！！
中国の諺で“井戸を掘る”と言う表現があり、毛沢東や田中角栄が水を飲む時には深く掘る人達に感謝
しなさい、という意味で引用しています。最近ではアフガニスタンで大きな功績を残した中村哲 氏の振る
舞いは、医者としての活動は勿論評価されていますが、灌漑用水や井戸掘りの実績は次世代の青年にも
受け継がれる偉大な業績です。お金や食糧支援は一時的な物ですが、ほとんど砂漠地帯の環境を「緑化
する」ことは国民が知恵を働かせ・汗を流すことで作物の収穫を得る・貯えれば継続的な自立を促し、先ずは
お腹を満たし・蓄え・・次のステップは教育現場の充実のサイクルが出来上がります。
今回の騒動では、自分自身の身は自分で守る。誰の助けを借りることなく自己を自覚する状況は物凄く
重要なことです。外出自粛を守る・理性がある、と言う国民性は世界の国から称賛されています。子供までも
が不自由な状況を理解している環境は、大人や教師も教えられない“耐える！”“耐えられる”が具わるの
です。視点が拡がれば人間“優しく”なれます。マネーマネー・腕力・権力だけでは空虚感(限界)を感じるよう
な社会になるでしょう。今現在はまだまだ人種差別が横行していますが、健常者や非健常者・LGBT etc.
色々な垣根が取り払われ、無関心で他人事のような非交流から交じり合うことで理解が深まり認め合う素晴
らしい社会が築き上げられると思います。宇宙から俯瞰すれば国境線は見えません。緑とブルーのユートピア。
AI・ロボットの普及でライフスタイルが大きく変わるでしょう。ドローンが宅配したり自動運転・カーシェア
リング・・・(一般乗用車の稼働率４．５％)。効率(利益追求)一辺倒ばかりではなくコロナ騒動では移動自粛
(自動車・飛行機)だけで世界中の空気が澄むようになっています。便利な製品(自動化)が出来れば＝失業率
の増加。・・・そして週３休は２０２５年までには浸透しそうですし、その５年後には週４休に。物造り(農業も
工場生産)やサービス業も AI ロボットなどが普及。更に家畜を食料としなければいけない現状から、味覚・
食感も含め健康的な代替品も開発されるでしょう。ビーガンやベジタリアンの要求からよりも、牛だけでも１４
億頭を飼育するための飼料やメタンガスの量を考えると自然への悪影響からの転換です。ゴミの排出量も
私の感覚では６０年前の５０倍以上、江戸時代からの比較では５００倍と思っています。因みに日本の排出量
に対しイタリアやドイツは１５０％、アメリカは２００％。インドや中国は２５％。この問題も循環型社会(リサイクル・
リユース・リデュース)を構築し１０年後には半減、２０年後にはその半減となり人間による地球の環境破壊に
歯止めが掛かります。それらを解決するためのインフラ整備、地下・海底・宇宙都市・海洋牧場・穀物工場に

多くの人間の知恵が必要となり、図面を構想する・描く・建設する・・・膨大な人力を必要とする労働市場が
出来ます。更に NPO・NGO の実情は１８０～２８０万円/年収でありながら仕事の満足度が高い事で、日本の
就労者中４％が北欧並みに１５％・・・このように失業率云々の問題も解決されるでしょう。
倫理観・惻隠・ノブレス オブリージュ・三方良し・利他・・・３休や４休は人間を怠惰にするのではなく、心に
余裕が出来れば暴力や社会に対する攻撃性も薄れ、先ずはファミリー優先で、次には社会に目を向ければ
人種、国境を越えた NPO・NGO で若者が雄飛する活躍の場所があります。アフリカや南米・紛争地域で優秀
な自衛隊員に守られて『井戸』を掘ってください。農業の普及そして教育・・・その国の子供が育てば自らの
手で国を豊かにします。
まさに桃源郷・ユートピアの世界です！！

６月２日～３日
品保係 黒﨑
今回のクレーン・玉掛け講習会を受講して、商業高校出身の為今まで工業系の資格を取ったことが無く初めは
不安でしたが、無事に取得出来たので良かったです。玉掛けでは指差呼称の合図を覚えるのが大変でしたが、
教えて下さったおかげで出来る様になりました。計算などの筆記試験は、最初は分からない所が多かったので
講師の方に聞きに行ったり家で復習をしました。資格は取れたもののこれからの実践が一番大切なので、日々
の仕事での操作を少しでも早く慣れるように安全第一で頑張りたいと思います。
第４係 田口
この講習で初めて玉掛けの方法やクレーンの操作をしたので、今まで使った事が無かったのもあり難しかった
です。吊り荷の振れを見ながら一番大きく振れた時にタイミングを合わせてボタンを押して止めるのが初めは
うまくいきませんでしたが、教えてもらいながら何回かすると出来る様になりました。クレーンを操作する時
は誤作動をしないように目で確認しながら操作する事が大事だなと感じました。
学科の時間に災害事例を見て、
危険な所がたくさんあるので操作をする時は安全に十分注意して使わなければいけないなと思いました。

機械保全

１級

福島 さん

おめでとうございます！更なる技術向上と後輩指導をお願いします
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正面の 「看板」 と 「社屋の屋根下の廻りに引いたライン」 そして自社製品 「楽～ラント」本体！！
今や会社のイメージカラーとなった黄色を用いて、新しい名刺が出来ました

コロナ禍で運動不足になっていませんか？健康診断での体重を見て、ビックリした人も多いの
では！？収束してきた今こそ体を動かし、運動不足を解消しましょう♪
今回は６係の江川さんにインタビューしました！

新

旧

健康維持の為、週に２～３回ジムへ行って体を動かしています。先ず、
運動を始める１～２時間前に食事を取っておきます。
※炭水化物を中心に、腹八分目にすると良いです！

ジムへ行ったら体を温める為軽く体操を行い、空いている器具を使って
トレーニングを始めます。

私は基本的にフリーウェイトのみでマシンはほぼ使いません。フリーウェイト
とはベンチプレスやスクワット、ダンベルを使った筋トレです。初心者
の方は先ずは 1 人でも安全に運動が出来るマシントレーニングがオススメ
です。メインのトレーニングが終わったら最後にストレッチをします。
時々ランニングをしたり、プールで 1 時間程泳いだりもします。
皆さんも是非自分に合った運動をしてみてはいかがでしょうか？

黄色は有彩色の中でも一番明るい色で、光や太陽のイメージが浮かびます。見ているだけで心を
弾ませ楽しい気分にさせてくれるので、コミュニケーションを円滑にしてくれます。又、知性を
刺激し行動を活性化してくれます。五感の中で聴覚と関係が深いのも黄色です。
“黄色い声援”とい
う言葉があるように明るい声やよく通る音のイメージは黄色に繋がります。

総務・経理課
吉岡

集中力を発揮させる
判断力がＵＰする
記憶力を高める

黄色にはこんな
心理効果があります

洋食レストラン いこい

注意を促す
気分が明るくなる
名刺の提案 → デザイン → 制作は
管理部 総務経理課の吉田さんです（広報室 室長）
最近は“お弁当注文のオンライン化”にも取り組んでくれました。

コロナウィルスによる経済の停滞を払拭すべく、各自が提案力を持ち前向きに
会社の活性化に努めましょう！！

9 日 黒﨑 さん
14 日 伊藤 さん
19 日 瀬尾 さん
28 日 田中 さん

11 日 岩本 さん
15 日 肖
さん
26 日 篠嶋 さん

4 日 江川 さん
14 日 佐渡 さん
28 日 山田 さん

5 日 松本 さん
19 日 山本 さん
31 日 川畑 さん

ホームくっく わかばやし
もともとミートわかばやしと
併設した洋食堂屋さんです。
色々な定食がありますが値段
は 700 円前後とリーズナブル
です。
（夜は 50 円高）
自分が好きな定食はなぜかハ
ムサラダ定食と白身魚フライ
定食です。

鳴和の地にあり元々は喫茶店
でした。
バラカツ（ミルフィーユ
カツ）定食がお勧めです！
食べた事は無いのですが日替
わり定食に煮魚があるよう
です。

グリルオーツカ
片町の洋食レストランの老舗
です。最近は石川県のソウル
フード、ハントンライスが
テレビで紹介され、全国的に
有名になりました。
左に紹介した「わかばやし」に
もハントンライスがあるので
食べ比べも面白いかも。

編集後記 : 今号に筋トレ紹介がありますが注意して欲しい事があります。毎年夏に向けてジム通い
する人が増えます。また張り切りすぎて筋肉痛や辛くなって 3 日坊主にならない様に記事にもありま
すが自分にあった運動を行って下さい。外出自粛期間に YouTube に多くの筋トレ動画が上がっていま
した。健康維持には食事、睡眠、運動が大切です。参考にしてみて下さい。
Ｍ．Ｍ

