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円陣を組んで…

6.1
6.11
↑しっかりスコアも書きました。
ペットボトルで地面にカキカキ…
スコア書くのは女性の役目？！
野球部のマネージャーになった
気分でした(^^♪

知立市社会福祉協議会様にお邪魔
させていただき、トイレ掃除を行
いました。従業員の方々に“あり
がとうございます”と声をかけて
頂き、幸せな気分でした😊

╱
よろしくお願いします！
╲

↓

毎年6月の第1週の土日に実施されます。
朱鷺の餌場を守る無農薬の田んぼを守る
為の応援です。この田んぼでできたコシ
ヒカリ（品種）を特に区別し「トキひか
り」と命名、販売しております。この安
心安全なお米は我が社の「夢民」でも開
業以来、お客様にご提供しております。
今年は、何でも体験したい好奇心旺盛な
女性社員さんが参加。佐渡の農家さん
に、びっくりされました。

ト
キ
の
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跡

↑ トキのデザインが
←こんな感じで
飛んできて欲しかった。。 可愛い佐渡牛乳

待ちに待ったﾃｨ･ｹｨ･ﾃｯｸ㈱様との野球大会が開催され
ました！梅雨真っ只中で、雨が心配されましたが、
当日の天気は晴れ☀野球大会をしたい！という社員
さんの気持ちが天気に打ち勝ちました☆ミ豊安工業
には、学生時代に野球部だった方が多数います。目
をキラッキラ輝かせながらプレイしており、まるで
学生時代に戻った少年のようでした。
（坊主時代もあったな～なんて懐かしく思ったり・・・？）
便器の中と流し台を
洗って・・・

まっくろ～

田んぼアート！すごい！
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2019年度

…

←好奇心旺盛な女性社員さん

6.18

← 1ヵ月も経つと
余裕のこの笑顔。
楽しそうで何より
です✿

合言葉は
【ご安全に！】

〈プロ〉

暑い夏を乗り切るために、わが社
では夏季前に安全大会が行われま
す。今回は、香田設備工業㈱様が
行っている安全活動について発表
して頂きました。情報を共有して
みんなで安全の管理に努めましょ
う！

← 15人前となると
ちくわの量も尋
常じゃない（笑）

6月のお誕生日営業部部長
素敵な年になりますように★

よく食べる新入社員さん。
入社して体重が2～3kg増量・・！（笑）
「わかってはいるんですけど。。」と言い
ながらも食欲が止まらない( ;∀;)
数年後、大丈夫か？！

6.19
6.27

╱

初めての田植え体験でした。
今までしたことのない体勢で長時間いたため
体中がバッキバキになりました。
けど、達成感は半端じゃなかったです！

4月に行われた新入社員歓迎会で、
3位に入賞したチーム！会社から
1人￥3,000分の食事券を頂き、
お好み焼き屋さんに行ってきまし
た！なぜか、お好み焼きよりフラ
ンクフルトの方が人気だったみた
いです・・・（笑）

応援席もこの盛り上が
り！両者一歩も譲らな
い戦いで見ている方も
熱が入りました！

╲

トキ飛んでこないかな～
と、二人でカメラを構えている光景。
・・・結局トキは来なかった(‘_’)

新たな時代にPDCA
みんなで築こう
ゼロ災職場

1.WBGT測定器や温度計を備え付け
ましょう。
2.作業場内や近隣に、休憩できる
涼しい場所を設けましょう。
3.こまめに水分と塩分を補給しま
しょう。（市販のスポーツドリン
クが有効）
※若干の糖分も同時に補給する
と持久力の向上効果があります。
4.作業時間の短縮、休憩時間の確
保をしましょう。
5.作業服は、透湿性・通気性の良
い服装とし、また作業内容に合わ
せ空調服なども使用しましょう。

現状に満足せず、
努力し続ける人。
〈アマチュア〉
仕事としてではなく、
趣味として行う人。

６月の理念塾では、仕事に対しての考え方について
学びました。若手社員も、仕事量は違うが、先輩社
員と同じようにお給料を頂いています。そこで、
“自分たちには何ができるのか”と探すことが大切
になります。豊安工業では、新入社員に必ず実施し
てもらいたい約束事があります。それを忘れず、日
々の業務に取り組んで欲しいです。
安全大会後・・・

ゆずっこの二人が
再び登場～
安全大会で配布し
た市販のお茶に
付いていたライブ
の応募シール。
たくさんの人から
頂いて50枚近く集
まったのではない
でしょうか？1枚
くらい当選すると
いいな…（笑）

エイ！

2019年6月～7月№2-2

7月度 本物研修（新潟班）

ダーツの旅 第3弾 『新潟県』へ

2月に行われた抽選会。
ここで決まった県へ！いよいよ出発！

7月10日 地域ピカピカ一斉清掃の日
毎月第2火曜日は「地域ピカピカ一斉清掃の日」
1日を通して、地域の清掃活動を行います。

ダーツで当たった都道府県へ！
各班に分かれてその県の“本物”を探す旅に出る、その名も「ダーツの旅」！今回は第３弾！
実は今回の「新潟」班は、6月に実施予定でした。
しかし出発日直前、新潟県を震源とした大きな地震に見舞われ、現地の方の被害状況等も考慮し、
一時延期となりました。工程や予約も再度練り直し、7月に再出発！

AM

7月度のぴかぴか 午前の部は・・・
知立市にある「総持寺」様のトイレ掃除をさせて
いただきました。
背の高い社員が天井のクモの巣を
とったり…。みんなフルに動きます。

PM
よし！やるぞ!!

7月は当初予定していた「群馬」班と、「新潟」班のW実施となりました。
事務所の休憩スペースの机は、終始お土産でホクホクでした♪
テーマはズバリ！

佐渡・新潟温泉宿の旅

たらい船体験！
気分はまるで一寸法師☆

白い袋の可燃物班
黒い袋の不燃物班

新入社員も手順に沿って、
気合を入れて、心を込めて
便器を磨きました。

さすが女子旅！
色どりも豊か。かわいい♡

米どころ「新潟」！
お煎餅の手作り体験！

午後の部は・・・
会社周辺のごみ拾い。
今回は知立中学校周辺～松並木沿い
を掃除しました。

「あったよ！」
それぞれ声を
かけ合います

なんと

掃除終了後、総持寺様のご厚意で冷たいお茶と手作りのプチトマトと
蜂蜜を頂戴いたしました。嬉しいお心遣いが沁みます。
草に隠れたゴミも
逃さず拾います

おっきなラッコも見ました

流行りのタピオカもかかさずに♪
お米がおいしい～♡

トイレに入りきらないメンバーは
境内の草取り、周辺のごみ拾い

田んぼに描かれたアート！圧巻！

よっしゃ!!

この日は
梅雨の切れ間の曇り空
猛暑でジメジメ

ん!?タピオカ再び?!

日本海の美食も堪能！

総持寺様ありがとうございました！
人はこれくらい

7月度 本物研修（群馬班）

ダーツの旅 第4弾 『群馬県』へ

新入社員 部署ローテーション

ダーツの旅 第4弾の「群馬」班も、新潟班出発して間もなくスタートしました。
今月はWの実施となったため、もう少々お付き合いください～。

4月に入社した新入社員5名は、5月半ばに外部研修を終え
最近はそれぞれ順番に各部署をローテーションで回っています。

水分補給もしっかり！
途中の休憩でアイスを
買ってもらった彼、嬉しそう☆

7月8日 3.11震災復興ボランティア
名取市海岸林再生プロジェクトに参加

各班、事前の情報収集はかなり念入りに行い、また、メンバーによって
かなり色の出る旅となり、話を聞くだけでもとても面白いです。
工場管理部

営業部

新潟班の女子旅とはまた打って変わって、群馬班は王道の有名どころを
網羅しながらグルメに特化した旅となりました。色の違いもご覧ください～。

エンジニア部

アシスタント部

テーマはズバリ！

もちろん現場だって同行します。
ご安全に。
いってらっしゃーい。

硫黄立ち込める湯畑・草津王道の旅
上州牛のしゃぶしゃぶ！
温泉たまごソフト！
温泉まんじゅう！
食べて呑んで食べて
地元のグルメを満喫！

今回のメイン！
草津温泉！！

日 「また家族でも来たいなぁ～」
本
一
の
だ
る
ま

ほっかほか

湯もみ体験をしたり
足湯に浸かったり
癒される～

温泉たまご
うま～～♡

名物 釜めし丼の
顔ハメパネル
似合いすぎです♪

先輩社員から手取り、足取り。
部署ごとに特色があって、
仕事の進め方にも色があって
しっかりメモをとりながら、
じっくりと肌で感じました。

1.3ｋｇのエベレスト盛り！！！
ワイルドだろぉ～ ⇓
めがね橋

東日本大震災から8年の歳月が過ぎました。
塩害や風害を防ぐための海岸林を再生させようと、
宮城県名取市へ・・・
洋子会長と鈴木さんが
ボランティアに参加してまいりました。
海岸林が元のように再生するまでは
30年ほどの時間がかかると言われています。
それでも諦めず1歩ずつ1歩ずつ、
少しずつでも着実に前に進んでいけるよう
毎年継続して参加してまいります。

外勤・内勤問わず
幅広い仕事を経験します
「これはなんですか？」 「これはなぜやるんですか？」
初めてみる現場や書類に目をキラキラさせながら興味深々。
質問が絶えません。
8月1日が配属式です。
いよいよその日、正式に配属先が決定します。
どきどき・・・

作業中見つけた四葉のクローバー
無事に再生することを祈って・・・

♪

