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　第３回測定工具コンテストにたくさんのご応募をいただき、
ありがとうございました！皆様からご応募いただいたアイディア
の中から、社内で厳正なる審査をおこない、入賞アイディアを
決定させていただきます。
　結果発表と受賞報告まで、もう少しお待ちください！

　第３回測定工具コンテストにたくさんのご応募をいただき、
ありがとうございました！皆様からご応募いただいたアイディア
の中から、社内で厳正なる審査をおこない、入賞アイディアを
決定させていただきます。
　結果発表と受賞報告まで、もう少しお待ちください！

グランプリ(1点)……賞金5万円グランプリ(1点)……賞金5万円
準グランプリ(１点)…賞金３万円　審査員特別賞(複数)…新潟県特産品準グランプリ(１点)…賞金３万円　審査員特別賞(複数)…新潟県特産品

各　　賞

ご提案頂いたアイディアは社内で審査を行い、各賞を決定致します。ご提案頂いたアイディアは社内で審査を行い、各賞を決定致します。

たくさんのご応募、ありがとうございました！たくさんのご応募、ありがとうございました！

募集受付終了募集受付終了

結果発表

月予定！月予定！８８

巻
頭コラム

*Pagano*

パガーノ
和美

石川雲蝶(いしかわ　うんちょう
)さん

今月の偉人

次 号 予 告

彫

082
201407No.SK SK bn(i:[d)y+bn(i:[d)y+

も の づ く り の オ フ タ イ ム に
S
K ク ン の

 夏の大輪、花火とアサガオ今回は
だよ

SK communication!SK communication!

　皆さんこんにちは。梅雨真っ只中、ジメジメした天気が続きますが、
いかがお過ごしですか？
　我が家ではこれから迎える夏本番に向けてアサガオを育てています。
アサガオは私たち日本人に馴染みの深い夏の風物詩ですが、最近では
ガーデニングにも欠かせないアイテムとなっていますね。
　暑い夏を快適に過ごせるよう、家の窓際でつる性の植物をカーテンの
ように育てて、日光を遮ったり和らげることで室温の上昇を抑えたり、
植物の間を通り抜ける風が冷やされることで家の中を快適にすることが
できます。
　見た目も涼しそうですが、実際に遮光効果や冷却効果でエアコンの使用を抑えることができる
ため、節電・省エネ効果もあります。
　「緑のカーテン」はアサガオのほかにゴーヤなども人気ですね。植物を育てる楽しみや、咲い
た花の観賞、成った実の収穫、さらにその実を食べるといった楽しみもあり、自然とふれあうこ
とによる癒やしにも役立ちます。
　アサガオの大輪もこれからの夏の楽しみですが、夏の新潟では毎週のように各地で大輪の花
（花火）が輝き、夜空を彩ります。私のお勧めは長岡大花火大会です。毎年８月２日・３日の開
催です。信濃川河川敷で見る花火は視界全体

が花火に包まれます。一度見たらやめられない？！です。
　日本各地から花火観覧のためのツアーが出ている程ですし、今年は
土・日の週末開催ですのでお時間があったら是非行ってみてくださ
い。それでは、また来月！

【神】　三条にこんげ有名人がいたんだね。しかも本成寺にごーぎ迫力ある立
派な作品があるんだねかね。

　　　（三条にこんな有名人がいたんですね。しかも本成寺にすごい迫力あ
る立派な作品あるようですね。）

【村】　そうらよ、『越後のミケランジェロ』らっけね！

　　　（そうですよ、『越後のミケランジェロ』ですからね！）

【宇】　その割りにどんげしょらったかがわからねんだいの。昔のしょらんだ
ば、教科書に載るような自画像があってもいい気がすんらろも。

　　　（その割りにどんな人だったかがわからないんですよね。昔の人なら、
教科書に載るような自画像があってもいい気がしますが。）

【村】　わからんところがまた、いんだねかね。どんげしょらったか想像しな
がら見る作品もおつらて。

　　　（わからないところがまた、いいんですよ。どんな人だったか想像し
ながら見る作品もおつですよ。）

【神】　三条だけじゃねーて、魚沼の方にもいっぺこと作品があるみてーらす
け、今度行って見て来るこて。

　　　（三条だけではなくて、魚沼の方にもたくさん作品があるみたいなの
で、今度行って見て来ますね。）

【宇】　あっぽんぐちならんように気ぃつけれね（笑）

　　　（口が開きっぱなしにならないように気をつけてくださいね（笑）
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　今月の偉人は、今年生誕200年を迎える「越後のミケランジェロ」と呼ばれた石川雲蝶。三条を終の棲

家とし、越後に根を下ろした雲蝶はその才を存分に活かし、千点を超える作品を新潟に残しました。

　作品の数に反し、自身に関する記録や資料は全く残されていないというミステリアスな一面を持つ雲蝶

の繊細で緻密な作品は、知る人ぞ知る存在から没後百年近くを経て、ようやく人々の注目を浴びたのです。

　1814年（文化11年）、江戸の雑司ヶ谷で生
まれた。本名は安兵衛。若くして江戸彫石川
流の彫物師として名を挙げる。
　三条の法華宗総本山本成寺の修築のた
め越後の国に入る。やがて当時から鑿（ノミ）
などの金物の町として知られた三条に婿養
子に入り、一男一女を儲ける。
　永林寺の欄間などの彫刻群、西福寺開山
堂（現魚沼市）、秋葉神社奥の院（現長岡市）、
瑞祥庵金剛力士像（湯沢町）など、多くの彫
刻を各地に残し、後に三条に戻る。
　各地に多くの作品が残されているにもか
かわらず、雲蝶本人についての写真や記録
等のはっきりした資料は残っていない。
　1883年（明治16年）、70歳にて没。現在、雲
蝶は本成寺本堂脇の墓所に眠る。

　今回は「ジョーカーキャッチ」という、
一味違ったマジックをご披露いたしま
す♪果たして結果はいかに！？

カードの山から相手に選んでもらった

カードだけをジョーカーがキャッチ！

というマジック！

｢ジョーカーキャッチ｣とは？｢ジョーカーキャッチ｣とは？

　着 と々レベルアップしていく、社長の
トランプマジック。
　次号はいったい、どんなマジックをお
披露目してくれるのでしょうか？
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バーコードリーダーが無い方はこちら
http://bit.ly/1lOUYlq

　このマジックの流れを
動画でもご覧いただけます！
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　トランプをめくって
いる最中に、好きなと
ころで「ストップ！」と言
ってもらいます。

　…選ばれたカード
はハ－トの９。これは
マジシャン側には分
かりません。

　トランプをめくって
いる最中に、好きなと
ころで「ストップ！」と言
ってもらいます。

　…選ばれたカード
はハ－トの９。これは
マジシャン側には分
かりません。

　選んでもらったカードを戻し、ジョー
カーを探します。
　2枚のジョーカーをトランプの一番
上と一番下に置いて挟みます。
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　お見事っ！ハートの９だけが
ジョーカーにキャッチされました！
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　右手に持ってい
たトランプをサッと
左手へ投げると…
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左手へ投げると…

ジョーカーをこうして…

 Ｓ
ＴＥ
Ｐ

 ４

 ジャ
ンッ
！

 ジャ
ンッ
！

No.082 2014
07

〒955-0055 新潟県三条市塚野目6丁目15番22号
（0256）31-5660（代）　ＦＡＸ（0256）39-7730

www.sokuteikougu.com

発行

SK SK bn(i:[d)y+bn(i:[d)y+

測定工具.com

藤

　先日、大自然に囲まれた妙高高原（新潟
県妙高市）の赤倉温泉に行ってきました。
　標高１,０００ｍにある露天風呂に浸かり
ながら眺める景色は絶景！！日常を忘れて
リラックスできました♪
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　来月は、ＤＩＹ事業本部営業課の高橋マネージャーを
ご紹介します。私の前職時代も含め２０年以上のお付
き合いをさせて貰っています。同じ営業担当として頑
張ってきました。これからも上司として、また戦友と
してお付き合い願えれば幸いです。

　三条市ですが、幼少の頃は毎週の様に加茂市にある母親の実家で過ごしていた
ため、加茂市への思い入れも有ります。
　両市の自慢とは言えませんが、昔水害に見舞われた記憶が鮮明で、特に加茂市
では、自衛隊の方から衣服などを頂いたことを思い出します。

Q.出身地自慢をしてください。

　今夢中になっていることは、昨年より飼い始めた小猫です。可愛くてたまりま
せん。メス猫ですが、じゃれて来ると甘ガミしたり、猫パンチをしたり、帰宅す
ると走って玄関前で待ってくれています。（癒される～）

Q.今、はまっているものは何ですか？

　三条商業高校でバドミントン部に入っていました。思い出としては、地区大会（中
越）で敵無しだったこと。常にシングルスでは一位も二位も三商生で、ダブルス
は常に一位でした。
　インターハイ県予選では、シングルス一回戦負け（勝った相手が優勝しました。）
ダブルスは、準決勝敗退でインターハイ切符を逃したことが部活での思い出です。
団体戦も準決勝で敗退、相手は、忘れもしない明訓高校でした。

Q.学生時代の部活の思い出を教えてください。

　今まで携わって来た業界とは全く違う業界での営業活動を始めて、新鮮味や、
まだまだ拡大できる可能性が魅力であり、やりがいに感じています。
　また、もっと違った販路にもチャレンジしてみたいです。

Q.仕事の魅力・やりがいを教えてください。

　何事も勝負事については、引き分けは、負けと同じこと。と言う方がいられました。
全くその通りです。

Q.最近感動したことを教えてください。

　展示会の回数を重ねる度に、商品に詳しくなって思わずお客さんに紹介してし
まう裏技を習得したことでしょうか。

Q.自慢話をひとつお願いします。

　礼儀と感謝。

Q.社会人として最も大切だと思うことは何ですか？

Hiroshi Watanabe営業課

家族の

子猫に

夢中！

　「子猫が待っているおウチが恋しいです。ヒロシです。」こと
営業課、渡辺主任。多くのお客様からご指名いただく（ホスト
かい！？）ほど、顔の広い敏腕営業マン。
　更にご指名頂けるよう、営業活動を期待しています。

三条水防
学習館
三条水防
学習館
三条水防
学習館

～水を学ぼう～
　新潟精機があるここ三条市は、過去１０年間で
二度の水害に見舞われました。２００４年の７.１３
水害から１０年の節目を迎えるにあたり、三条市
に「三条防災ステーション」「三条防災ステーション」が完成しました。
 この施設には、復旧活動を行う上で必要な土砂や
根固めブロックなどの資材を備蓄するとともに、 
ヘリポートや災害対策車輌、水防センターが配置
されています。 また平常時には防災学習や地域の
交流として利用されます。今回は実際に災害を経
験した編集部員が施設を訪れました。

　家屋を実寸の高さで表現
し、２回にわたる水害で浸
水した最深記録などを表示。
7.13 水害での最大冠水記
録はなんと２ｍ５０ｃｍにもな
ります。編集部員の感想編集部員の感想

　車が水没し、車内に取り
残された時ドアにかかる水圧
の高さを体験する装置。
　実際にやってみましたが、
高い水圧では脱出どころか、
ドアを開けることもできません
でした。

水深リア
ルスケー

ル水害降雨

災害シアタ
ー

水害の記録、
消防救助作戦地図

ドア水圧体験

　水害の状況を伝える解説
と、被災時に作成された消
防本部の手書きの作戦地
図などが展示。
　当時のリアルな救出劇が
垣間見れます。

　過去２回の水害の緊迫し
たドキュメント映像を、映像
と降雨再現装置の複合演
出で観る事ができます。

　施設内では、水害につ
いての記録はもちろん、
実際に体感できる様々
な装置がありました。

●当時の災害の緊迫感と恐怖感を感じ、改めて「あの日」の
　恐ろしさを痛感させられました。万が一の際の身の守り方を家
　族と共に今後話し合いたいと思います。 宇

●「あの時何が起こったか」「どう対策すべきか」が分かりやすく
　解説されており、とても勉強になりました。見慣れた町が変わ
　り果てた展示写真を見て、改めて大災害だったなと思います。
　当時我が家も被災したので、その時の恐怖を忘れず、今後
　の対策について再確認したいと思いました。 藤

●説明・写真があり、あの日を鮮明に思い出し怖さで鳥肌が立
　ちました。もう二度と起こってほしくないですが、災害はいつど
　こで何が起こるか分かりません。経験したからこそ、備えるこ
　との大切さを改めて思いました。 村

●忘れてはならない過去として写真や映像でその時を思い出し、
　体感できる場所です。ここで起きた出来事を知って、更に備
　えて欲しい。そんな思いが強くなりました。ぜひ被災された方
　もそうでない方も一度足を運んでみて頂きたいと思います。 神

今までよりちょっと自分を伸ばしてみたい、そ

んな方には山田ズーニーさんの『おと
なの小論文教室』がピッタリです！ 

今月のテーマは、「ステップアップのために
本を読んでみたいけど、バリバリのビジネ
ス書はちょっと…。何か初心者にお勧めの
本は無いでしょうか？？」です。

実はこの本は「文章の書き方」の本ではなく、
その前の段階「考えるってどういうこと？」を
皆で考える本なんです。Webのコラムに読者
からのメールという構成でとっても読みやす
いですよ。
自分の頭で考えることと、それを相手に伝え
ること、これができればどんな仕事も怖くな
い！ 意見を求められるとつい目を逸らしてし
まう、俯いてしまう…そんな人に読んで欲し
いおすすめ本です。

えっ！？僕は文章を書く仕事じゃないよ？
あんまり役に立たないんじゃないかな？？

今月のテーマは、「ステップアプ プのップのたために

ショホウセン
ＳＫ社員が
処方します！

今
本
ス
本

今

実はこの本は

者
す

え
な
し
し

編

かな？？

編

TREND
NEWS新新潟潟 梅雨の時期も過ぎ、いよいよ本格的な新潟の夏がやってきます。熱中症や日射病の予防・対策はお済みですか？しっかり対策して、

夏を満喫しましょう！夏の新潟も冬に負けず劣らず各地で様々な催しが。その中でも編集部のおすすめイベント・行事をご紹介～！

新潟市最大級の花火大会・民謡流し・キラキ
ラパレードなど今年も新潟まつりは三日間、熱く
開催されます。
　 新潟市 中央区　古町、万代地区ほか
 　新潟まつり実行委員会（新潟商工会議所内）
　 http://niigata-matsuri.com/

8月8日(金) ～ 8月10日(日) 8月2日(土) ～ 8月3日(日)
2014 新潟まつり

所
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日本三大花火大会の一つに数えられる花火大会。
今年で10回目を迎えるメモリアルイヤーの復興祈
願花火、「フェニックス」も見逃せない。
　 長岡市 長生橋下流 信濃川河川敷
　 長岡まつり協議会
　 http://nagaokamatsuri.com/index.html

長岡まつり2014 大花火大会

所
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大相撲平成26年夏巡業、4年振りの新潟開催。
人気幕内力士達が繰り広げる迫力の大相撲をご
覧ください。
　 新潟市 中央区　朱鷺メッセ
　 NSTイベントインフォメーション
　 http://www.sunrisehokuriku.co.jp/

8月9日(土) 
平成26年夏巡業 大相撲新潟場所
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期間中はイベント盛り沢山！ひまわり迷路、ライトアップ、
ひまわりウェディング…毎年約７万人もの観光客で賑
わう、夏ならではのイベントへ是非お出かけください！
　  中魚沼郡津南町大字芦ケ崎
　  津南町観光協会
      http://www.tsunan.or.jp/index.html

7月26日(土) ～ 8月15日(金)
津南ひまわり広場
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