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｢ 判断力・EQ力！・・自己責任 」
新政権が発足し１００代目の新首相に

令和 ３年 11月 吉日 岩本 博之

意見として却下されたのです。誰も攻める事は出来ませんが、

大きな期待を持っています。女性二人の

世界にも稀な町医者のきめ細かな対処が出来る医療体制が

立候補者や党派を超えて、と言う新鮮味

整いインフルエンザの如く初期対応をしていれば、自宅や

溢れる論戦で私達は直接選挙ではないにしろ素晴らしい結果

指定ホテルで治療を受けられずに何百人という亡くなった

になったと思っています。保守的＝密談

方々を救えたでしょう。

リベラル＝自由・・

変革 言葉が入り乱れ右翼や左翼などもネット上ではどの 主張

私たち自身にも降りかかる火の粉は情報の取捨選択を自己

を信じれば良いのか判断に悩みます。私の拙い知識の上では

責任で行わなければなりません。ネット社会ではフェイク・

安倍さんや菅さんの施政は立派だと思っていますが、野党から

誹謗・中傷の情報が氾濫していて真実や真相の見極めが非常

の批判は全てを失政、と言う結論ありきでは討論にもなりま

に難しい環境に立たされています。オレオレ詐欺にしても平時

せん。A・B案を明確に提言し、かくかくしかじかで、これは

は判断力を持ち良識あると思っていても、子供や孫の緊急事態

良かったがここは駄目でしたね、という論争にならなければ

だと受け取れば狼狽えて要求金額を振り込んでしまう・・、

私には評価が出来ません。最たるものはコロナ対策です。蔓延

他人事・笑い事ではありません。IQは知能指数で、EQは

する前に具体的な提言を国会で取り上げ、与野党と共に解決

「心の」知能指数なのですが、いろいろな局面での判断力

策を見出すような次元の高い論争を望めないものなのでしょ

にも関係が有るようです。気配りや配慮に⾧けすぎると消極

うか。まだ終息には至っていませんが日本のコロナ対策は国民

的に思われますから、その場に応じた対応が重要になり且つ

の姿勢を含めて優秀だと思います。ワクチン接種も2回目は60％

それに対する解決力がEQ力の高さなのでしょう。高等な公式

を超え、他国ではマスクをしない・接種をしない・・権利

の知識(知恵)が豊かでも瞬間的な応用動作は経験値や読書・

ばかり・自由をはき違えている悲しい状況をみれば、日本人

多くの方々との交流を通じてでしか培われません。

の素晴らしさを再確認＝自信を持って頂きたい。
指定感染症には
ジフテリア
マラリア

一類 : エボラ・ ペスト

三類 ： コレラ・腸チフス

うろた

会社の存続意義の考え方も千差万別です。社内留保は

二類 ： 結核・

『会社は株主の物』と言う欧米式では会社そのものを売買

四類 ：狂犬病・

する発想が有るからです。典型的なのは航空会社で、一時

五類 ：インフルエンザ・水痘

帰休・解雇そして安全を死守しているパイロットや整備士

新型コロナを指定感染症 第二類に組み入れたばかりに保健

さえも容赦されません。ドライで利益を最優先され、経営者

所の権限下に置かれ、医療の大原則である『早期発見、早期

は責任を問われることも無く社会環境の変化を原因として

治療』は保健所の指示待ちで患者は隔離され治療されずに

責任転嫁し寧ろ大量解雇の英断を評価されます。破綻すれば

亡くなる事態を招いています。結果論ですが早期治療で重症

借金を棒引きされた会社を売りに出し、それをハゲタカファ

化を防いで管理できる病気なのにオーバーワークの保健所

ンドが購入して転売・ガラガラポンの世界です。日本では

縛りで、季節性インフルエンザと同じ五類にすれば開業(町)

雇用を死守するためにキャビンアテンダントをホテルや旅行

医が早期に対応して重症化を防げますと、良識ある(東京)

会社・受付の接客業務に一時的避難を促しますが、外資系

医師会会⾧ 尾崎・(大阪府)茂松氏は発信しています。海外

企業は当事者間での話し合いもせず、産業(職種)別労働組合

先進国は公共の大病院が多く医師数も倍前後ですが、日本は

が乗り込み配置換えを拒否します。社内留保は先ずは社員の

開業医が多く病院・病床数は倍で、それも地域に密着した

継続雇用や将来の設備更新・増強の貯えなのです。

家庭医的な極め細かさで既往疾患を把握した早急・適切処置
が出来た筈です。このような的確な情報を今年一月慈恵医大
の大木教授が政府に提言しましたが、海外のロックダウンや
都市封鎖する右往左往さに巻き込まれてしまったのです。
五類にすればそれこそ全世界から賞讃を浴びたでしょう。
ここでは結果論になる批判は避けますが、専門家集団ですら
未知の変異ウィルスには対応できなかった訳です。今思えば
正解があったにも拘らず少数派(その場では地位の低い学者の)

情報の氾濫を逆出にとって、会社ホームページ・概要
をつぶさに閲覧すれば、その内容の真贋を自己責任で
会社を選択出来ます。
ふるい

篩に掛けられるのではなく・選ばれるのではなく、
貴方が選ぶ権利が有るのです！！

社内表彰とは：

２０２１年度後期

従業員一人ひとりの努力がもたらした成果が適切に評価され、仕事へのモチベー

社内表彰

ションを益々上げることができる企業風土を作り上げていくべく、年２回（４月・
１０月）社⾧賞・一般賞の表彰が行われます。

社⾧賞

１係

北本リーダー

数値制御フライス盤

組立仕上げ
１級

：

有馬 さん

２級

：

荒木 さん

越本 さん
(取得済 2級機械加工（フライス盤））

(取得済 1級 機械保全 ）

（社内の機械設備故障対応での修理費の削減・生産復帰に大きく寄与）

下津 さん

北本 さん（3係・マシニング）
特別に評価されるような事をしているつもりはなかったので、驚いています。
私には出来ない溶接・旋盤・組立等の作業を同僚に急にお願いしても、快く

おめでとうございます。今後も技能向上と後輩指導をよろしくお願いします！

引き受けていただいたり、手伝ってもらえるおかげで何とか修理が行えて
います。ありがとうございます。修理より、まず故障させない・故障前に対応
していくことと、他の人でも修理を行えるように教育・マニュアル等の作成を
していきたいと思います。

(技能検定 1級

社内報編集委員が選ぶ❕

的場（4係・旋盤）が紹介するのは富山市にある、「糸庄」さんのもつ煮込みうどんです。ニンニク
味噌のお出汁に氷見うどんと臭みの無いたっぷりのもつ、海老天、エノキ、赤カマ、ネギを入れて
煮込んだ一品です。めっちゃ熱々で提供されるので火傷注意！常に行列が出来ている人気店ですが

数値制御フライス盤）

並ぶ価値はあります。おすすめは卵とご飯を一緒に注文し最後は雑炊にして食べる事です。
坂本（3係・マシニング）が紹介するの

一般賞
Ａ賞

３係

下津さん

は、加賀市にある昭和レトロな店内の
大衆中華料理屋「アサヒ軒」です。昼
時は混みますが、休日など加賀まで

ファンタスティック両立大賞

ドライブがてら是非行ってみてくだ

(日々の生産への対応と技能検定に熱心に取り組む姿勢)

Ｂ賞

３係

道田さん

さい！食べ応えのある大きなエビが
のったチャーハンは絶品です！

ピカイチ気配りスト賞

(仕事に対する姿勢、明るい挨拶と気配り・丁寧な対応)

Ｂ賞

５係

北さん

吉田（総務）の最近のラーメンでのマイ
ブームは味噌！金沢駅前と高柳にある

北先生大活躍で賞

「麵屋大河」がお気に入りです。個人

(丁寧かつ正確な後輩指導と技能検定に意欲的にチャレンジ)

写真左から 道田さん・下津さん・北さん

道田 さん（3係・マシニング）

下津 さん（3係・マシニング）

北 さん（5係・組立）

特別何をしたわけでもないと思っていたので、

今回一般賞を受賞し、大変ありがたく思って

この賞を受賞出来てとても嬉しく思います。

正直びっくりで少し気恥ずかしいです。推薦

います。技能検定の合格は指導して頂いた方

このような表彰があることで、ちゃんと評価

してくださった皆様には心から感謝します。

や手伝っていただいた方など、多くの人に

してもらえると実感でき、次も頑張ろう！と

昔、関西で働いていた際に『自分が大変な時

助けてもらったからこそ合格できました。

思えます。これからは自分が使っている機械

でも人には優しくするんやで』と指導しても

本当に感謝しています。

が壊れたりしたら少しでも直せるようになり

らったことを忘れず、これからも普段通りに

技能検定の勉強と仕事の両立を評価して頂い

たいので、電気系の技能検定を取得していき

少しでも皆様の手助けができるよう心掛けた

たので、今後も仕事や資格取得に尽力したい

たいと思います。

いと思います。

と思います。

(技能検定 2級

数値制御フライス盤 ）

(技能検定

2級

的に太麺はあまり好みではないのです
が、これはスープとよく合っていて美味
しい！味噌好きな方、是非行ってみて
下さい♪
島畑（1係・マシニング）が紹介するのは、田上本町にあるケーキ屋さん「パティスリー
オノ」です。人気店で休日は並ぶこともあり、甘さ控えめでとても美味しいお店です。
中でも、チョコレートがオススメです！誕生日や記念日などにも是非食べてみて下さい。

機械組立･噴霧塗装･機械保全）

８/24~8/27 ポリテクカレッジ石川より
インターンシップ受入

受賞されたみなさん、おめでとうございます！！これからも益々活躍されることを期待してるよ♪
一般賞は従業員のみんなからの投票で決まるよ。日々の積み重ねが結果に繋がるから、向上心を持って仕事に取
り組もう！

宮崎さん

最初に会社の説明・見学、安全教育、そして現場では面取りやバリ取りをしました。安全教育では
自分の気付かない危ない所が多くあり、学校や日常などでも常に安全を意識した行動をしなければ
いけないと思いました。初めてNC旋盤を使った加工体験ではプログラムを組むのが難しそうだなと

さん

４級 ： 山本 さん

感じました。これから学校でもNC機を使っていくのでこの経験を活かしていきたいです。製品の

渡邊 さん

吉田 さん

袋詰め作業ではしっかりと密閉する事と固定する事を意識して行いましたが、やり直す事があった

松浦 さん

高野 さん

今回は事務方

山本 さん

黒﨑

からも積極的に

横川 さん

宮下 さん

３級

挑戦しました！

： ⾧田

さん

ので時間をかけてでも丁寧な作業を心掛ける事が大切だと思いました。また、組立作業ではスナッ
プリングの取り付けにとても苦戦しました。もっと器用な作業が
出来る様に工夫して行えるようになりたいです。このインターン
シップを通して、仕事とはどんなものか、そして会社の雰囲気を

脇田 さん

知る事が出来ました。社員の方や先輩が話しかけてくれてとても

西野

働きやすい環境だと思いました。４月から働くのが楽しみです。

おめでとうございます！次回は更に上の級を目指して頑張りましょう！

さん

４日間ありがとうございました。

避難訓練

2021/9/22：倉部

2021/9/21：本社

本社・倉部ともに地震が起きた想定での訓練を実施しました。また、実際に担架を使って負傷者の移動を
行い、万が一に備えて搬送の注意点なども学ぶことができました。

毎年募集されるＭＥＸ金沢2022のキャッチコピーが
発表になり、応募総数１７２点の中から、

MEX金沢

佳作に選出されました！！

『 未来のモノづくりを いま、ここに。』

2022

業務営業課 西畑さん

キャッチコピー

惜しくも優秀作品には選ばれませんでしたが、

鉄工機電協会の方より

来年はMEX金沢が無事に開催されることを願って。。。

直接賞金をいただきました♪

素朴な疑問？アンケート結果♪
夏休みの遊びと言えば？
プール 60%

子供時代に戻れるなら・・・今だったら夏休み何したい？？

外遊び 27%

虫取り 11%

ラジオ体操毎日行っていた？
ちゃんと
行っていた 50%

少しさぼりながら
行っていた
33%

宿題は先に終わらす方？
最後に必死に
終わらす！ 44%

先に終わらせて後は
思いっきり遊ぶ ！ 33%

秋と言えば・・・
食にまつわる
アンケートだよ♪

・アウトドアしに海や山に行きたい
・もっと真面目に宿題やっていたら、もっと頭の良い子になれたかも
・図書館で読書(読書に目覚めたのが髙3だった)
・海外にテニスの試合を見に行きたい
・日本1周チャリの旅
・家族と映画を見にいったり、近隣の友人家お泊りしたい
・とことん野球の練習
・24時間桃鉄
・旅行に行きたい！ディズニーとかUSJとか富士急とか・・・

今すぐGO！

みんながどんな
夏休みを過ごした
か、知れて面白
かったね ★ミ

編集後記
秋と言えば食欲・スポーツ・読書・・・色々ありますが、やっぱり秋は
美味しい物が食べたくなる季節ですね。早速グルメ情報の所に食べに
行ってみようと思います！
後はスポーツの秋です。私たちが応援しているツエーゲン金沢は今が
踏ん張りどころです。サッカー好きな方は是非スタジアムに応援に
行き、声援を届けましょう♪
島畑

コーポレート
サイト

採用サイト

facebook

