従業員に 55 周年の
キャッチコピーを公募。
厳選なる審査の上選ば
れたのはこちら。

No.1

キャッチコピー

鈴木工業株式会社

創立五十五周年を迎え、周年記念事業として
様々な取り組みを行っておりますので、ご紹介
します。

「
仕事」「
人生」そして 「
環境」

ソダシ
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『こんにちは鈴木工業です』

かわら版
編集部一同

この後も陸上
やレスリングな
ど楽しみな競技
が待っています。
パラリンピックが
終わるまでもつかしら。
と不安になりつつ、出場
選手同様しっかり気合い
を入れて応援します。
さあ追加のビール
を買いに行こう。

まずは私の大好きな開会式から。当日ま 柔道のメダルラッ
でほぼ情報がない中で、どんな演出にな シュ、ソフトボールの
るのか楽しみにしていましたが、皆さん 年越しの連覇、水泳大橋
は知っている人、見つけられ
悠依選手の２冠、そして
ましたか？それぞれの民族衣
メダルに届かなかった選
装を着て入場してくる各国の
手たちの涙など、ここに
選手を見て、それぞれ困難な状況を乗り は書ききれないたくさん
越えて世界中から東京に来てくれたんだ のドラマがあります。
な。とあらためて実感。そしてここから熱 まだ
前半な
い戦いが始まりました。ここで今さら気づ のに。
いたことがひとつ。開催国って時差がない
のね。平日の日中はリアルで観れない・・・。

環境トピックス
～東京オリンピック編～

飛び込んでくるネットニュース
で結果を先に知って、帰宅後ニュース映像
でダイジェストを観るって、なんかもどか
しい。こんなことならオリンピック休暇を
申請しておくんだった。と思ってしまうほ
ど、全選手のがんばりに感動しています。
特に、私の無計画で紹介出来なかった新
種目でメダリストが続出！サーフィンでは
台風の迫る荒れたコンディションの中で、
男子の五十嵐カノア選手が銀、女子の都築
有夢路選手が銅メダルを獲得。スケート
ボードのストリートでは、男子の堀米雄斗
選手、女子の西谷椛選手が金、中山楓奈選
手も銅メダルに輝きました。

僕と

鈴木工業は令和３年７月 日
をもちまして創立五十五周年を
迎えることができました。これ
もひとえに皆様方のご支援の賜
物と心より感謝申し上げます。
これを機に、社員一同決意も新
たに鋭意努力いたす所存ですの
で、今後ともどうぞよろしくお
願いいたします。
暑い夏がやってきました。い
ろいろと制限のある中ではあり
ますが、楽しみながら乗り切っ
ていきたいですね。あとひとふ
んばり。みんなで頑張っていき
ましょう。

鈴木工業株式会社

ついに、ついに始まりました。
２０２０東京オリンピック！
東京での開催が決まる前も、決
まってからも、延期の前も、延
期後も、始まる前も、始まる直
前も、そして始まってからも何
かとトラブルの話題が絶えない
東京オリンピックではありますが、
この記事を書くために約２年間準備
をしてきた私としては、無事に開幕
してくれたことに心から感謝してい
ます。賛否両論おありでしょうが、
がんばっている選手に対しては別問
題として応援してあげて欲しい。私
は全力で応援するぞっ。と毎日灼熱
の太陽に負けじと燃えております。
開催がギリギリまで不透明だったこ
とや、テレビが自粛からなのかオリ
ンピック開幕前特番をあまりやって
くれなかったことで、選手の事前情
報が不足気味ではありますが、
とにかく片っ端からテレビ欄
をチェック。リモコンとビ
ールを握りしめ、大事な瞬間
を一瞬でも逃すまいとテレビ
の前を陣取っている毎日です。
皆さまがこのかわら版を読まれる
タイミングは様々かと思いますが、
思い出しながら読んでいただけると
幸いです。

第 42 号

55 周年の感謝を込めて、みんなと未来へ
今までの 55 年間に対する皆さまへの感謝、
そしてこれからの未来へ向けた希望を込めました

No.2

シンボルマーク
発行元 : 鈴木工業㈱
シンボルマークも従業員に募
2021
年 7 月 第 42 号
集しました。選ばれたのはこ
ちら。このマークはピンバッチ、
名刺、封筒などで使用します。

【作品趣旨】
地域に根差した選ばれる企業になるためのキーワードとして、
三つ葉のクローバーの愛、信頼、希望という意味を込めて
ピクトグラム風にデザインしました。
13 色は SDGｓの 17 の目標の中から事業内容に関わるものを
選択しました。
45 周年事業として始めた「みんなの森」
No.3
ですが、宮城県とのわたしたちの森命
みんなの森更新
名権契約を更新しました。引き続き森
林整備活動を行ってまいります。

2021 年の上半期、 競馬業界でもいろんな事がありました。
その中の一つ、 白毛の奇跡と称された 「ソダシ」 と言う馬について、
名前だけでも覚えて頂きたいと思い書きます。
競馬を知ってる人には有名な馬ですが、 普通のスポーツニュースでも取
り上げられているこのソダシは、 めちゃめちゃ珍しい白毛の競走馬のう
え、 普通に強いのです。 GⅠレース ( 強い馬しか出れないレース ) を
現在３歳ながら２勝して、 うち一つはレコード勝ち！ 2020 年には JRA
最優秀 2 歳牝馬に選ばれています。 ( 白毛馬では初受賞 )
正直、 G1 を 2 勝するのも凄い事ですが、 さらには白毛馬と言うところ
がポイントです。 競馬でよく見る茶色の鹿毛 ( かげ ) と言われる毛色の
競走馬は全体の約半分くらいです。 そんな中、 白毛の競走馬が生まれ
てくるのは約 0.04％と言われています。
正直、 白毛が生まれてきただけでプレミアム演出ですね。
そんな奇跡の馬が、 G1 レースを勝つのは、 超プレミアですね。
ちなみに長い競馬の歴史の中で、 世界初の事だそうです。
あと個人的には、 なにより白いんでレース中みつけやすく、 応援しやす
いんです。 正直レース中、 馬がゴチャついてると自分の応援している馬
がどれだ？ってなったり、 馬の毛色が似ていて、 見間違えたまま応援し
て、 結果を見てガッカリなんてこともあります。
そんな私みたいな競馬初心者の方や、 最近視力が落ちてきた方は
「見やすくて強い白毛馬ソダシ」 を応援してみてください。
ちなみに今年、私の推してる馬は「カレンブーケドール ( 牝 )5 歳」 です。

No.4

社会貢献活動

宮城県には新型コロナウイルス感染症対策のため、仙台市社会福祉
協議会には地域福祉事業推進のため、寄付を行いました。

No.5

記念品

記念品としてＵＶ
除菌ボックスを
配付しました。

No.6

高校生応援カレンダープロジェクト
2022 年の弊社カレンダーに県内高校生の作品を掲載する予定で、
現在準備を進めています。このプロジェクトにつきましては、後日
あらためてご報告いたします。
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もぉ !!
ヒロシっ
甘酒開けたり
して !!
お姉ちゃんが
手伝って
あげるっ

はしやすめ
今回のはしやすめは､

｢夏休みの 1 人お留守番、
お腹が空いたよ､お昼だよ
何かないかなーさ、
冷蔵庫開けてみよう

シ
ラ
さ､トップバッターっ
ガ 入り よ､ ､
ウ ブ
①レモン : チューブ入り
ト ー ン に め
② チュ ガツ な方 薦ヒロシ
ひと口食べると
: が き にお よ
レモンの爽やかさがいい、
味 好 もいい
辛 の大 い方
れ
暑いお昼にスゥーっと
た こ
い
食べやすい
辛 変し
いいねヒロシ
味

④あんみつ
③梅 : チューブ入り
あんみつの甘い汁に､
梅の旨さと
寒天に､細めのそうめんが
酸っぱい爽やかさ、 相まって､口の中に広がる
｢これいけますね｣の
小宇宙～好奇心のある方は
意見多し
是非どうぞ！
グっヒロシ

妄想するに小学 3 年生くらいの

ヒロシ君になりきって
冷蔵庫にあるもので
冷やし麺食べよっ！

⑨肉じゃが
じゃがのホクホク感と
麺のつるっと感､
濃い味の肉と
玉ねぎの旨味も絡んで
マチガイなし。

ですっ !!

おかあさん
ありがとう

ヒロシくんは
あれかな？ん？？

シーチキン
開けたげる
からっ

ヒロシ？

⑥ツナ缶
やっとまともな…､
と思ったら､
意外にマズっ､
魚の臭みが
引き立っちゃった。
ツナに何かプラス
していくと Good ぞ､

⑦サバ缶
⑧トマトジュース
これはサバ缶の旨みが
見た目 OK ！
完全に勝利､普通に
味はうぅ～ん､ザンネン､
これもトマトジュースだけ 美味しく食べられます。
でもたくさんは
でなくアーリオ・オーリオ的
飽きるかな､後半の
ソースがあれば･･･､
ｱｸｾﾝﾄにはいいかも､
きっと･･･。
ね､ヒロシ？
ね､お姉ちゃん

あ､なんか麺､
ビニルさ入ってるぞ。
なにして食べよ？
そういえばまるちゃん
フルーツポンチそうめん
食べてた！よーしっ｣
からのっ

⑤甘酒
皆さんのご想像通り
これは完全にアウト !!

ヒロシ＆お姉ちゃん

⑩食べるラー油に
ゴマドレ
これ今日イチっ
最後に変わり種の
醍醐味キターーッ！
美味しさのあまり
勢いよく食べると
ラー油が飛ぶから
気をつけろ！
お姉ちゃん､
ホームランっ

⑪コーラ in ソーメン
コーラとソーメン
ジリジリと強い日差しが、夏本番を感じさせるお昼に
そのもの。
冷たいソーメンは間違いない｡しかし今回の味彩りな食べ方､I hope not eating.
若干 1 名｢イケる？｣
カツオ風味の麺つゆに生姜とネギかミョウガを刻んでスルスルっと～､これでいい。
⑫メロンソーダ in ソーメン
話しが変わりますが､秋田の有名な｢稲庭うどん｣､個人的にとても好きなのですが､以前湯沢の方面に行った際､
メロンソーダとソーメン
稲庭うどんのつけだれに｢グリーンカレー｣や｢レッドカレー｣があった。これいけるのか？と思って食べた｡
そのもの。
稲庭うどん自体が塩味多いところに､味の濃いグリーンカレーは､
若干 1 名｢Not delicious ！｣
準備した食材は綺麗に全て
かなり塩辛いな～ぁと正直思ったが､秋田の方々はこれくらい
いただきました。今回はいつもより静かに､
(-_-) ナゼダ
平気なのかと､塩分取りすぎだろうと､カレーが少しあまり､
いつものように楽しく､ごちそうさまでした
え？おいしいの？ヒロシーっ
ご飯くださいと言いそうになった想い出がある。

先日梅雨明けが発表され、梅雨のじめじめとはようやく
おさらばの如しと思ったら…なんですかこの暑さ・・・
すごく夏を感じられて最高じゃーないですか。
ただやはり連日 30℃超が続くとさすがに体がきつい
ですよね？冷たいものを飲む食べるもいいけども結局
体に負担がかかっていそうですよね？ならもう一択です。そう・・・山登りです！！！
コロナ禍で行動が制限されている事もあり、運動不足に悩みがありましたが、
山登りは非常にいいのです！！密になる事がまずありませんし、自然との共生を凄く
感じられるのです。俺、生きてる！って感じられます！
昨年 10 月頃にデビューしましたが、初心者なのに、
冬山登山に挑戦して脱水症状で両足つりながら山登りしたり、
10 時間以上歩き続け足の裏が豆だらけになったなど、
とても素敵なおもひでしかありません。
登山中にごみがあればごみ拾いも積極的に行い、身も心もクリーンになっております。
営業トークで登山の話に花が咲き一緒に登山した事もありました。
営業中に折に触れて山登りトークを展開していきますので、
興味がある方ない方関係なく一緒に山登りいきましょうね！！！！

アキばちょふのアキない話

私、動かざること山の如しで有名な営業マン､シンチローです！

最近、スマホでポイント投資をお試し中です。ひとつはＴポイントで株式を一株
から購入できる 「ネオモバ」、もう一方はポンタポイントそのものを運用できる
「 STOCK POINT for CONNECT
」 です。どちらもスマホとポイントがあれば始められる
お手軽さが特徴です。
まずは銘柄選びから。身の回りに関連するもので、例えば所有する車メーカーの日産株、
ネットでお世話になっている ホ
Z ールディングス （ヤフー） 株、同業産廃大手のダイセキ
株等など数種類１株ずつ選定しました。いずれも１株あたり数百から千数百円のものです。
すると数百円とはいえ、「損失を出したくない！」 という気持ちからそれぞれの会社につい
て急に気になりだしました。日産株はゴーン体制後の裁判の行方や経営体制刷新 ・新車
開発はどうなっているのか、 ホ
買収やソフトバンクからの買収
Z ールディングス株は ZOZO
の影響やネット業界の動向、ダイセキ株は産廃業界やリサイクル業界はどうなっていくのか
等の興味を呼び起こしてくれました。また、その会社のことのみならず周辺を取り巻く業
界のこと、その業界へ影響を及ぼすであろう経済や政治のイベント、国外の状況等も気に
なりだしました。
他方、私達の多くが納めている公的年金のうち厚生年金と国民年金は年金積立金管理運
用独立行政法人によって運用され、その成績次第で年金の受給額にも影響があるはずで、
私達の多くは好むと好まざるとに関わらず投資 ・運用に関わっていると言えます。だから
経済的に良くなってほしいと思います。そして経済的に良い状態とは何なのか？を思うとき、
誰もがその恩恵を享受できる世界に暮らせることなのだとするならば、全世界で起きてい
る様々なことに視界が開けていくような気がします。
ちなみに、執筆時点での運用成績はＴポイント運用がコロナ後の株価高騰の波に乗り４０％、
ポンタポイント運用は１３％です （飲み代１回分くらいにはなってます）。

皆様いつも鈴木工業のかわら版を
ご愛読ありがとうございます。

かわら版へのお問い合わせは、かわら版編集部まで

