2022 年 1 月 31 日

創立 55 周年を迎えるに当たって､河北新報社とコラ
ボし、高校生の作品でカレンダーを作る“高校生カ
レンダープロジェクトを企画。新型コロナウイルス
感染症がまん延する中で､作品の発表の機会や活躍の場が減っている高校生への
支援を目的にプロジェクトを立ち上げました｡初回は仙台城南高等学校様からご
協力いただき、科学技術科情報デザインコースの生徒の皆様から SDGｓをテーマ
に 218 点もの作品をご提供いただき、その中から鈴木工業と河北新報社の審査に
より､優秀な 7 作品を選出し 2022 年のカレンダーが完成。令和３年 11 月８日に
贈呈式を行いました｡鈴木工業では､これからも宮城県内多くの高校
生からご協力いただき、本プロジェクトの充実を図ってまいります。

安 全 大 会 R4.1.8

鈴木工業株式会社

今年も、鈴木工業及びグループ会社の安全大会を、WEB
も活用し、ハイブリット形式で分散化したうえで実施し
ました。「最近の事故発生状況と事故事例」､「安全パトロ
ール現場検証｢現場の危険と安全対策」｣、「危険予知活動
により事故を防ぐ！｢リスクアセスメントと過去の災害
事例の活用」」｢安全標語表彰｣「安全宣言｣「安否確認訓練」
を行い、安全に対する意識の向上と緊急時対応能力のア
ップを図りました｡これからも､社員全員の安全に対する
意識をより高め、作業事故交通事故ゼロを目指します。
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『こんにちは鈴木工業です』
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創立 55 周年記念事業イベント

新しい年が始まって早ひと月。
いろいろと目標を考えていたの
に、どうやら今年も気の抜けな
い状況がしばらく続きそうです。
そこで、せめてかわら版で癒し
のひとときをお過ごしいただき
たい。ということで、手に取っ
た瞬間にお気づきでしょうか。
今回、特にメモリアル号なわけ
でもなんでもないのですが、日
ごろのみなさまへの感謝の思い
を込めて、特大号にしちゃいま
した！童心に帰って、ぜひお楽
しみください。
こんな感じで今年も一年、ど
うぞよろしくお願いいたします。

鈴木工業株式会社

祝！特大号。ということで「環境トピック
ス」も拡大？と思ったら、あれ？いつもより
すごく狭いぞ。これはキャッチーな環境ネタ
を完結にまとめなければ。と思っているとこ
ろにタイムリーなニュース。日本ハムが「シャ
ウエッセン」の巾着型包装をやめる。とのこ
と。これは今回の「環境トピックス」にピッ
タリじゃない。ということで調べてみました。
・ソーセージの巾着包装
巾着のように絞った部分からカット
することで、プラスチックの重量を約
２８％削減できるそうです。確かに、冷蔵庫
の中で
場所を取るし
環境トピックス
この部
分に何
～プラスチックを減らそう～
か意味ある
のかな。と思っていた方も多いはず。実際、
機能面よりも店頭でのボリューム感や見栄え
を意識したものだったようで、業界で今年４
月末までに約２０社が順次取りやめる予定と
のことです。さらに、袋がコンパクトになる
ことで輸送効率が上がり、年間約４千トンの
二酸化炭素排出量削減も見込まれるとか。い
いことづくめの決断だったんですね。
世界中でＳＤＧｓの取り組みが進む
中、こういう工夫ってたくさんあるん
だろうな。ということで追加調査決行！
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陶芸教室 R3.10.30( 土 ) 新型コロナウイルス感染拡大に伴い､「社員旅行｣や｢記念パーティー｣など、様々な周年記念事業が中止｡

回の
今かわら版は

初

見開き特大号

みなさまのお手元に届くころはもう 2 月、、、
コロナ禍、、、｢いま？！す、 すごろくっ？！」
3 密を避け､室内換気､安全な距離を
保ちながら気の合う仲間と遊んでいただいたり。
はたまたただ眺めていただいたり。
膝を突き合わせて笑い声で溢れる中で
すごろくができる遠くない日を想いながら
作りました！ワタシたちの初の試み
あたたかく見守って
いただけると幸いです
ろくっ

レッツすご

なんか空いてるスペース発見！
あ。ここ切られるとこか。切る前
に気づいた方だけお読みください。
・カップヌードルのフタ止めシール
昨年６月、衝撃のＷタブフタを導入し、フ
タ止めシールを廃止した日清食品。あのシー
ルを廃止することで、年間３３トンのプラス
チック使用量を削減できるそうです。猫耳を
イメージしたダブルタブでフタ止め感ＵＰ！
との売りでしたが、私はいまだにう
まく止められません。そんな時には
テレビのリモコンど～ん！ですが。
カップも「バイオマスＥＣＯカップ」を採用し、
従来の「ＥＣＯカップ」に比べて１カップ当
たりの石化由来プラスチック使用量がほぼ半
減しているそうですよ。
・化粧品などのアイキャッチシール
洗顔料やハンドソープ、シャンプーなんか
にたまについているヒラヒラした
宣伝シール。いつもジャマだな。
と思っていた私としてはとても嬉
しいニュースです。花王がついに
生産を中止しました。海外含め花
王グループ全体で全廃を達成し、
約６０トンの削減につながるそうです。
それぞれの削減量はプラスチック使用量全
体から見たら微々たるものかもしれません。
でもしないよりは絶対にいい。私たちも自分
にできるＭＹエコ。考えてみましょう。
そしてヒロシと一緒に発表だ！

そんな中､みんなで何か記念になるものをやれないかと､従業員とその家族を対象とした出張陶芸教室を行いました。しっかりと感染対策を行
い午前の部､午後の部の２回に分けて開催｡講師は｢蔵王焼 万風窯｣様｡万風窯様は 1988 年蔵王町遠刈田に築窯後､30 年以上にわたり作陶を続け
ており､現在は親子 2 代で作陶､陶芸教室､ギャラリーでの展示販売等を行っています｡出張していただいたのは､長女の豊原絵美子さんと従業員
のお二人。ほぼ全員が初心者でしたが､とてもわかりやすくご説明いただきました｡今回は手回しロクロと粘土板を使った手びねりに挑戦｡童心
に帰って久々の土いじり｡湯呑､マグカップ､茶碗､どんぶり､大皿など､イメージを膨らませながら黙々と作業に没頭｡先生に手直ししていただき
ながら､想像した形に近づけていきます｡形ができたら色とオプションの絵柄を決めて終了｡万風窯さんにお願いし､形を整えて釉薬を塗って､丁
寧に焼いていただきました｡いつもの周年記念事業とは違った取り組みでしたが､参加者の心に残る素敵なイベントになり、記念に残る一品が出来あがりました。
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営業部部長 A の

「パワハラとセクハラと言葉遣いと」環境リサイクル部Ｔの懺悔
職場で一緒になった人 ( 仮にＡ君とする ) とのお話である。
その日はとても寒い日だった。搬入車両も多く､その対応で
休憩が少し遅くなった。休憩所には誰もおらず 2 人だけである｡私
はＡ君の話を聞いていた。そこで A 君は結婚しており､子供もいる
ことを知った｡そんな話の中で何気なく訊いた質問が問題だったの
である ! 子供はいくつなの？という趣旨の質問をしたと思う｡その時
A 君はちらりとこちらを見た。ちょっと間があく。
A 君「えっ！？あっええ妻は○○歳です。」
私 「？？？」またちょっと変な間があいた｡その変な空気を察した
A 君はすぐ通勤時間等の話題に移してくれた｡休憩時間が終わり､立
ちあがろうした時､私の頭にピーンと電気が走る｡全ての点が線に繫
がったのだ !( まるで火曜サスペンス劇場のように ) そう､正確には
私はこう質問したのだ！「お子さんは何歳？」と。そして私は確信
しているのだが､きっと A 君は｢おこさんは何歳？｣ではなく｢おくさ
んは何歳？」と聞き間違えたのだ！いや､きっとそうじゃない ! あの
日は歯がガチガチ鳴る位寒かった｡元々滑舌の悪い私の事だ。「奥さ
ん｣と言っていたかもしれない｡（それとも私の本能の奥にあるまった
く別の力がそう言わせたのか？）たった、そうたった「こ」と「く」
の違いである｡たった 1 文字である｡しかしである｡大分意味合いが違
ってこないか？この質問､大分プライベートな部分に入っていく気が
する。( パワハラ？いやセクハラなのかな ?) しかも A 君とは一緒に
なったばかりだ｡それなのにこんな質問してくるのか？と思われたか
もしれない｡( あぁどうしよう｡被害妄想ばかり膨らむ｡)
いくつ？

長年愛用していた
ひとりごと…
わたくしのまくらの隅から、
そばがらがポロポロ…ついに壊れてしまいました。
思い起こせばこのまくらとの出会いは
高校生のときで２０数年以上一緒に文字通り
“まくらを共に”してきました。何度か
修復をしながらともに過ごしてきましたが
限界がきてしまいました。そこで今回、
新しい相棒を探しに初売りで何店舗かお店を
廻ってみると…色々あるんですね！
仰向け型、横向型、低反発…迷いに迷って購入！
ワクワクしながら夜新しいまくらでおやすみなさーいと…
あれっ？眠れない。（その日はそばがらボロボロまくらで就寝）
次の日新しいまくらをもう一丁！購入し就寝…眠れない（涙）
まくらが悪いのではない、まくらの使い方が悪いのだ。
まくらの正しい使い方調査！
①まくらの中身チェック。中身に偏りがない
か？バランスはとれているか？
②首筋に隙間が開かないようにする。
③まくらのふちに肩をきちんとあてる。
（首と後頭部をまくら全体で支える）
④寝返りを打つときは肩を軸にして、
まくらの端まで頭を持っていく。
これでみなさん２０２２年は安眠バッチリぐっすりです。
わたくしは日々訓練をおこなっております。
ボロボロまくらを使わなくてよい日を夢見て…
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もし A 君に「変な先輩だな」と思われていたらどうしよう。
もし家に帰って「今日先輩に変な質問されてさ」とか話されたらど
うしよう｡もしこのことを仲間内で共有され、Ｋ君やＴ君に「そうそ
みなさん初めまして
う。あの先輩なら訊きそうだよね」なんて言われた日には、会社を
オカルト部の Mr.O･D･M です。
休むかもしれない｡（部屋にこもり、布団にまるま
ごぞんじですか。オカルトとは英語で神秘的現象、超自然現象のことを
って両足をパタパタさせている自分が見える。）
言います。今宵はみなさまをオカルトの世界へご招待しましょう。
実はこのことをまだＡ君に話していない。
第一章 リンフォン
もうあれから２週間以上経っているのだ｡
この画像のおもちゃをしっていますか？このおもちゃがリンフォンです。 （というか今更って感じだし｡ひょっとしたら忘れているかもしれな
みなさんパズル（ルービックキューブ）などで遊んだことありますよね。
い｡いやきっと忘れてる！！）でも何だか胸のモヤモヤが消えない。
しかし世の中には、世には出してはいけない闇の立体パズルがあります。
だからここで懺悔します！あの時休憩所でした質問は「奥さん」の
あるカップルがアンティークショップに買い物に出かけた。
店内を見わたしても良い商品がなく店を出ようとした時､彼女が突然なに 年齢ではなく「お子さん」の年齢でした。今後まぎらわしい言葉遣
かに引き寄せられるように人形をかき分け、正 20 面体の置物を手に取り いには気を付けていきます。
言った。「これ、すごい」｡今思えばなぜ奥にあった物が見えたのか不思議
だ。彼女はこの置物を購入した｡説明書を見るとラテン語と英語と見たこ
ジェンダーという言葉をよく聞いたり目にするよう
とのない言語で書いてあり、ルービックキューブのように回すと熊・鷹・
になりました｡ジェンダーとは､なんて軽々しく書け
魚に変形するとあった｡３日目で熊が出来あがり、彼女は彼に連絡をした。
る内容ではないのですが、ちょっとびっくりするニ
ここから悲劇がはじまる。彼女はもはやなにかに取り付かれたようにリン ュースありましたので取り上げてみました｡アメリカ NY では､
フォンを回し、あっという間に鷹を完成させた。残るは魚のみ。しかし次 トイレが女性用男性用ではなく､オールジェンダー ( 全ての性 )
の日の夜｡彼が自宅で風呂に入っていると彼女から 30 秒間隔で何度も着信 のフリートイレがスタンダードとなりつつある、ちょっと衝撃
があった。彼が彼女に電話をすると、「いたずら電話がかかってくる｡すご でしたね。
いノイズしか聞こえない｡着信表示が｢かなた｣（彼方 ) としかでてこない。」 一方では､出生証明書に書かれた性別に応じた男性､女性用トイ
と言う。そしてつかれたから寝るねと言って電源を切った。この時魚はだ レを使用する法案も新たに可決しているようです。これはこれ
いたい出来あがっていた。次の日彼女の携帯を見てもらいに行ったが異常 で､ある意味納得。
は無し。出かけたついでに、気晴らしに占い師にみてもらおうと占いの館 日本もアメリカの様々な面で後追いをする傾向があると考える
に立ち寄った｡すると占い師は彼女を見た瞬間、「あなたの後ろに動物のオ と何年か後、日本にもこの波がじわじわ押寄せて来るかもしれ
ブジェの様な物が見えます。今すぐ捨てなさい。お願いですから帰ってく ないです｡提出書類の氏名欄の男女の記載がなくなる､学校の出
ださい。それ以上は言いたくもないし見たくもありません。あれは凝縮さ 席簿が男女混合､差別､差別と言いすぎるのも問題になる、日常
れた極小サイズの地獄です！！地獄の門です。捨てなさい。帰りなさい。」 を振り返ると、当然と思っていた行動､話ししていた事などが､
と叫び、二人は店を追い出された。このあとリンフォンを持っているカッ もしかしたらジェンダーに縛られた思い込みがあるのかもしれ
プルは。・・・・・・・第二章につづく・・・・・・
ません､男性だから､女性だから､という認識を､言葉､考え方､昭
皆さん、この話をどう取りましたか？
和生まれの私は少しずつでも改め、かつ気をつけなくてはと思
オカルト部で会議の結果フィクションに近いとの結論になりました。
います｡しかしジェンダーニュートラル時代になったとしても､
リンフォンと似ている話がこの日本にもあり、皆さんも「コトリ箱」一度 変わらないこと､人は支えられ､支えて生きています。皆誰かと
は聞いたことありますよね。これはまさに本物だと思います。16 個あった つながり､助け合って生きています､身近な相手を理解し尊重し
コトリ箱が２個残っていると伝えられています。
合うことが､個から社会､世界のジェンダー平等に､
さて、この続きが気になったそこのあなた。今オカルトのとびらが開きま
そして世界平和へ繋がると信じます。
した。ようこそオカルト部へ。内線〇×△□。
かわら版へのお問い合わせは、かわら版編集部まで

