『こんにちは鈴木工業です』

2021 年 4 月 30 日

衝撃デビューからもうすぐ 2 年、
ｳｫｰｷﾝｸﾞを始めて 2 週間､営業部員コージーのひとりごと ・ ・ ・

元気いっぱいで明るい仲間が４名入社しました。
とても仲の良い４人で、活気にあふれています。
そんなフレッシュマン４名を、素敵な笑顔とともに紹介
いたします。みなさまどうぞよろしくお願いいたします！

鈴木工業株式会社
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「
仕事」「
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いつもより早く桜の便りが
届き、あっという間に去って
いってしまいました。ただで
さえせわしない時期なのに、
せかされているようでなんと
なく焦ってしまいます。私も
新入社員を見習って、ひとつ
ひとつ着実に楽しみながら仕
事に取り組んでいかなくては。
今回から紙面が少し変わっ
ています。お気づきになりま
したか？実はついに私たち、
イラストレーター使いになっ
たんです！更なる紙面の充実
に向けて日々精進してまいり
ます。

鈴木工業株式会社

オリンピック競技を紹介してきた ト、クイーンオブアスリートと呼ばれ きましたが、個人の
このコーナーもたぶん東京オリン
タイムも９秒台に突入
る 種競技と７種競技。
ピック前は今回が最後。
しておりこれはあるん
これ全部「陸上」です。
一年猶予をいただいた
一回で紹介するなんて無謀でした・・ じゃない？と密かに思
ものの、全然ご紹介しきれま
・。それぞれの競技の紹介はいらない っています。代表争い
せんでした。オリンピック
と思いますのでそこは省かせていただ はかなり熾烈。桐生、
でしか見れない日本ではマイナー
山縣、ケンブリッジ、
いて、注目選手をピックアップ。
な競技や、今回新たに追加された競 実は、マラソン・競歩と一部の競技以 多田、小池、サニブラウンと名前
技なんかもみなさんに知っていただ 外は代表選手が決まっていません。予定 を挙げただけでワクワクが止まり
きたかったのに。全然計画性がなく、されていた国際大会が
ません。他には、すでに出場が決
すみませんでした。最後は気合いを 行われなかったことから、
まっている女子５０００メートル
入れて、オリンピックの花形！陸上
の田中希実選手、一万メートルの
競技をご紹介します。
新谷仁美選手、ママさんハード
環境トピックス
競技場内 周４００メートルのト
ラー寺田明日香選手、男子ハード
1
～陸上競技編～
ラックを使って行われるトラック競
ル歯科医を目指す金井大旺選
技は男女別で合計 種目。短距離走、
手・・・。フィールドも競歩もた
中・長距離走、障害走、ハードル、 ６月の日本選手権で
くさん応援したい選手がいます。
リレーが距離ごとに行われます。 事実上の一騎打ちでほとんどの代表が決 そして、ボルトが引退した今大会、
トラックの内側、外側で行われる まります。陸上競技は各種目３名まで出 世界一速い男が誰になるのかも目
フィールド競技は走り高跳び、走り 場可能で、参加標準記録を満たすことが が離せないっ。
幅跳び、棒高跳び、三段跳びの「跳 第一条件です。
次号は７月末発行ですので、
躍」と砲丸投げ、ハンマー投げ、円 世界との差が着々と縮まって来ている どんなオリンピック情報
盤投げ、やり投げの「投てき」があ 日本陸上界。リレーは北京で銅、リオ をお伝えできるか楽し
ります。さらにすでに特集済みのマ で銀と実績十分。得意のバトンパスで みに無事に大会が開
ラソンと競歩もロードで行われる陸 アメリカ、ジャマイカなどと闘って
催されることを心から願
上競技、そしてキングオブアスリー
っています。
ガンバレ！
日本！

第 41 号

発行元 : 鈴木工業㈱
2021 年４月 第 41 号
今回は、お互いを動物に例え
ると？ということで、
お互いに考えてもらいました！
で
真面目 思い
家族

青木 宏平 (あおき

こうへい）

趣味：旅行・ランニング
出身大学：東北学院大学
動物に例えると：ハイエナ
1つ1つを楽しみながら頑張ります！

髙橋 亮 (たかはし りょう）
趣味：ゲーム

手先が
器用！

！

令和 3 年度。かわら版でも紹介している通り､鈴木工業にも 4 名の
出身大学：東北福祉大学
新入社員が入社しました。1992 年生まれ、2015 年度入社の私は今
動物に例えると：ペンギン
年で入社 7 年目になります。今回は私と同じ 1992 年生まれの力士
にスポットをあてていきたいと思います。
体調に気を付け、頑張ります！
自分をっているース
も イペ
芸能人やスポーツ選手など、どうしても自分と同い年の人は気になって
マ
しまいます。誰しもネットで自分と同い年の有名人を調べたことがある
鎌田 佑介 (かまた ゆうすけ）
かと思います。私も気になって 1992 年生まれと調べたことがあるので
すが、“1992 年生まれ 最悪の世代”の文字が出てくるなど、あまり優
趣味：キックボクシング
秀な世代ではないようです。残念。芸能人、スポーツ選手も少ない気が
出身大学：石巻専修大学
します。（知らないだけ）
動物に例えると：カンガルー
しかし､力士に限ってみると､横綱､大関はいないものの御嶽海や北勝富士､
元気に頑張り
ます
！
翔猿、宇良など毎日のテレビ中継に映る上位の力士、人気力士が多くい
ます。同い年というだけで応援したくなりますね。名前だけ見ると 1992
年生まれ頑張っているなと思うのですが、年下の力士に追い越されたり、
鈴木 陸玖 (すずき りく）
怪我をしてしまったり､応援していてもどかしくもなります。今年 29 歳、
和む
力士としても脂ののった時期ですので更なる活躍を期待したいと思います。 趣味：バイクでのツーリング、ゲーム
おとな
出身大学：東北工業大学
しい
がんばれ 1992 年生まれ！
動物に例えると：アザラシ
鈴木工業の 1992 年生まれは少ないですが、
みんなでがんばっていきましょう！
仕事や皆さんの顔と名前を早く覚えられるように頑張ります！
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はしやすめ

今回のはしやすめは雲です。 あっちこっちが痛い今日この頃､通院したある日､車を駐車し見上げた
先に桜が、、。 ついパシャリ。 桜の他にも綺麗な花がたくさん咲いています♪パシャリ､パシャリ。
コロナ禍で不自由な中でも春の訪れを見つけて穏やかに日々を送りましょう､うふ。
積乱雲 ： 入道雲､雷雲
地上付近から上空 16,000m ほどの高さにもなる巨大な雲。
太平洋側では夏に雷や夕立､日本海側では晩秋から初冬に
かけてあられや雹とともに雷を
起こす注意が必要な雲です。

↑新年早々会社事務所二階から見えた雲､､
東の空の低ーぃ位置に､､

高積雲 ： ひつじ雲､まだら雲
秋に特にキレイに見えます。
羊の群れのように見えるひ
つじ雲､敷物しいて転がって
ぼーっと見ていたい。

層雲 ： 霧雲 一番低い位置に現れる
雲で､山間部に霧を発生させるため
先日帰宅途中の空が飛行機雲でいっぱいっ !! 霧雲と言われます。 様々な条件が整う
こここ､ここっこれはっ！！？？あの地震雲､､､!? と神秘的な自然現象｢雲海｣､､
みんなだいすきジブリのラピュタですね､
赤信号で停車 (←ここ大事 ) するたび
いつか兵庫県｢竹田城跡｣行ってみたい､､､
写真を撮りまくりですっﾊﾟｼｬﾘﾊﾟｼｬﾘっ
積雲 ： わた雲
雲と言えばの､の雲ですね。
みんなだいすき綿あめみた
いな。 主に塩釜のﾖｰｸﾍﾞﾆﾏﾙに
現れるおじいさんの綿あめは
絶品っひと袋 100 円っ !!
最低 3 袋購入します。ｵｽｽﾒです。
層積雲 ： くもり雲､まだら雲､うね雲
航空自衛隊 松島基地
天気を｢くもり｣にする最も一般的な雲。
はいー､検索した結果､､､
畑のうねの様に波打った形になったり､
飛行場上空訓練は､､､
本当に飛行機雲でしたーはいー
今度こそ､こ､こ､これは龍っ ?! きっと何かを伝えるために現れた､､､ 風や太陽光の影響で様々な形に。
夕方や朝方に雲の隙間から太陽の光が
地上に降り注ぎ神さまが降りてくる､あの､､

彩雲① 「未来は明るい 希望の朝」
入院していた寒い朝、 病院のコンビニに寄った後、 玄関先で発見
前方の黒雲は今の苦しい自分･･･、 そしてその向こう見える彩雲
この先明るい未来が待っているぞっ！という綺麗な彩雲が出現､､､

(

皆さん！ご無沙汰しておりました？ はちゅ日記 の執筆者の伊藤洋 仮名 と申します。 もうこの話は終わったのかなと思ってお
りましたが、 またお鉢が回ってきました。 で、 実は今回絵を描く気力 執筆時間が ・・って事で本人ご登場になりました。 で今
回の話のネタですが、 私のペットを紹介していこうと思います。 ダダーン！これが私の飼育ゲージです！
ヤバいでしょ？！はいヤバいです ・・。 休みの日
は彼らの世話でほぼ終わってしまいます 笑
そりゃ彼女もできませんわよ 笑 って冗談は置い
といて マジ 、 本題に入っていきましょう。
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洋ちゃんの生き物係だ洋
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でも掴んでしまうと大人しくなります。

日暈① 「我がベランダ荘厳あり」
鮮やかに青く晴れた春の暖かな休みの昼間、
柔らかな雲がふわっと太陽を覆いはじめたその瞬間、
あっ日暈だ､世の人々に幸あれ･･･

このブサカワイイ顔の生き物は、 じゃじゃーんヘビです！ぎゃー！
苦手な人は多いと思います だから閲覧注意って言いましたやん 。
名前はセイブシシバナヘビと申します。 見てくださいこの顔、 皆様
が想像するヘビの顔と違いますよね。 この子は何とはるばるアメリ
カからやってきました！厳密には生まれは仙台、 なんですけどね ・・
名前にある通りアメリカ西部の砂地の草原や半砂漠地帯に住んでいて、
この反り返った鼻先 シシバナ→猪鼻 で砂の中にもぐったりしてい

( )

｢威嚇」 頭を大きくしてガラガラヘビの真似中

ます。 体長は最大でも６０㎝前後と小さく、 性格は臆病？まぁ人間か
ら見たらおとなしい？こんな風に手
に持っても決して咬んだりしません。 ってあんた軍手しとるやん！って突っ込まないで下さい
ね。 理由は後で、 しかもめちゃくちゃ頑丈！なんと半年餌を食べなくてもピンピンしてます。
こんな特徴なので爬虫類飼育の入門種としても人気があり、 モルフといって品種改良の

( )

｣

カラーバリエーションも豊富です。 まぁモルフは高過ぎてなかなか手が届きましぇん 泣
( )
( )

)
｢

あなたは旦那さんに今川焼を 1 つ渡し、2 人で分けて食べたと
云いましたね。確かに旦那さんの胃から毒と今川焼の成分が
検出されました。旦那さんが二つに分けた物をあなたと一緒に
食べていたという目撃証言もあります。でも「何を」食べてい
たのかまでは分かりませんでした。あなたが旦那さんと食べた
物は本当に今川焼だったのでしょうか？
そして一緒に食べたあなたがなぜ平気なのでしょうか？
違うんです。そう、あなたが旦那さんと食べた物は今川焼では
なく、たいやきだったのです！あなたはそれがどうしたとお思
いになるでしょうか。でもとても大切なことです。普通たいや
きは頭と尻尾とどちらにあんが多く入っていると思いますか？
あなたは旦那さんがあんの多い頭の方をくれると確信していた
のですね。だから尾の方に毒をいれたたいやきを旦那さんに渡
したんです。そしてそれを知らない旦那さんは二つに分け、毒
の入っていない頭の方をあなたに渡し、そしてその後悲劇はお
きました。あなたは本当にひどい人ですね。あなたは旦那の愛
情を利用したんだ！犯人は奥さんあなたです！！！
少しの静寂。 そして….。
「・・・・した。」「・・・しました。」「お待たせしました。」店員の
言葉に我に返る。あっそうそう、たいやきができるの待ってたんだ
っけ。いけないいけないまた妄想していた。（昔見たドラマだった
かな︖）急いでレジにとりにいく。渡された袋からは焼かれた生地
の香ばしい香りがする。（あぁこの場でかぶりつきたい︕）ここの
たいやきはただ美味しいだけじゃないんだよね。頭の先から尻尾の
先まであんがずっしりとつまっているから 1 つ食べただけで「甘い
物喰ったー」という満足感と幸福感が得られること間違い無しなん
だこれが。もしここのたいやきが主流だったらさっきのドラマは生
まれなかっただろうなあ。なんて考えながら家まで待ち切れず 1 つ
ほおばる。そんな私の穏やかな休日。
※ちなみに若林区大和町にあるたい夢さんのことです。

ただ皆さんはヘビの飼育は難しいと思っている？？そもそも飼おうとは思わないか 笑
実は簡単、 用意するのはこちら、 保温器具と家、 水入れ、 あ？汚い？ごめんね掃除してません 汗
でも大丈夫、 彼頑丈だから 汗 後は砂、 これさえあれば誰でも飼えます。 飼育ケースもこの通り軍手と比較してもわかる通り比
較的小さいケースでＯＫです。 狭くてかわいそうと思う方もいるかと思いますが、 ヘビの場合逆で広い空間はストレスになると言
われていて、 とぐろ３個分のスペースが丁度良いとされています。 事実ヘビは自然界では天敵が多くとても臆病な生き物なのです。
このシシバナヘビもあの悪名高いガラガラヘビに色を似せているとも言われていますので、 体の一部が何かに密着している方が落
ち着くそうです。 でも何と言ってもこのブサカワな顔が一番の魅力と言ってもいいかもしれません。

そこにいるのは刑事と 1 人の女。
刑事がおちついた口調で話し始める。

高層雲 ： おぼろ雲
空を薄灰色､
乳白色に染める雲。
乱層雲 ： 雨雲､雪雲
厚いこの雲に覆われると昼でも薄暗くどんより
しちゃいますね。 9 月の中旬から 10 月初旬
にかけてはこの雲が主役の雨の長く続く秋雨
の季節となります。

ビルの谷間を柔らかい春の
風が心地よい季節、
春爛漫 花達もイキイキと
笑顔で話しかけてくれます。
こんな心弾む日には、
ふらっと旅行にでも
行きたくなる、
素敵な食事やときめく
出会いを求めて ・ ・ ・
イヤイヤまだ油断は
できないこのご時世、
そんな時は
彩雲② 「関西が私を待っている」
ふっと空を
仙台空港発、 伊丹行きの飛行機の窓から空を
見上げてみませんか？
見ていたら、 前方上空に彩雲発見！！！
もしかしたら、
おっっ！ きっと大阪で素敵な事があるぞ
新たな発見そして
希望が見えてくるかも～ 私を導いているかのようなフライトに カシャ､､､

第１回の生き物係はいかがでしたか？原稿書くの大変なんで、 もうギブ！！ですがリクエストがあれば他の生体も紹介していこう
と思います。 って最後に軍手の意味は ・・こいつ毒あります ・・。 はい、 弱いですが毒ヘビです。 敵に対する攻撃で咬む 鼻先が
攻撃に向いてない ことはありませんが、 餌の臭いが付いた手だと１００％咬まれます。 脹れる程度で済みますが、 もし飼う機会が
あれば ・・・って ねーよ！ って言われそうなのでこの辺で、 でわっ！

「おいしいたいやき」環境リサイクル部Ｔの妄想

ご夫婦が2組
いらっしゃいますね!

巻層雲 ： うろこ雲､いわし雲
わかりますか？
上層雲のひとつです。 秋頃に
巻雲 ： すじ雲､はね雲
非常に高いところに現れます。 よく見られるので俳句の秋の季語に。
良いことが起こる前触れと言われる｢彩雲｣が
空一面に広がると
雨の日が近いと言われます。 よく見られる雲。 編集者 K の激写した｢彩雲｣
｢天使の羽｣に例えられることも。( 彩雲①、②) とても綺麗です
巻層雲 ： うす雲
空をベールで覆うように
できる雲。 太陽と組み合
わさる事で神秘的な現象
が見られることも。 そんな
瞬間も､おさめています、
うちの名カメラマン K
( 日暈①)
雲の種類と高さ

るぅ
だヨー

かわら版へのお問い合わせは、かわら版編集部まで

