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　ようやく新潟も暖かくなり、春の訪れを
感じ始めました。4月は出会いと別れの季
節でご自身をとりまく環境が大なり小なり
移り変わっていく方が多いのではないで
しょうか。私も期待や不安を抱えつつ、新
しい季節を迎えたいと思います。
　

岩

あなたの想像力が
「測定工具」をより便利にする

あなたの想像力が
「測定工具」をより便利にする

不満や不便を解消する測定工具のアイディ
アを広く募集致します。｢便利！｣｢役に立つ！｣
と思われる測定工具について自由にご提案
をお寄せください。

どなたでもご応募できます。（学生の方
からのご応募もお待ちしております）

専用応募用紙（別紙もしくは、弊社サイ
トよりダウンロードも可能）に必要事項
をご記入いただき、FAXまたはメールに
添付してご応募ください。

詳しくはチラシまたは
弊社WEBサイトをご覧ください。
www.n i igatase ik i . co . jp

優れたアイディアは
景品を進呈します！

応募
内容

応募
資格

応募
方法

こんな道具が
あればいいのに！ 随時募集中！

正解は①67kgでした。社長、ダイエットコーナー後も地道に努力してたんですねー。
さすがです!! ダイエットはしても、甘いお菓子は欠かせないらしいです。
実は「スイーツ男子」だったんですね♪

実際に社長から
測ってもらいました！

結果発表

たくさんの応募をいただきまして、ありがとうございました。嬉しいコメントを多数いただ
き、編集部員一同感激しております。厳正なる抽選を行い、正解された20名の皆様へ三条
市の銘酒「五十嵐川」をプレゼントさせて頂きました！！

うちの子が
いちばん！
うちの子が
いちばん！
うちの子が
いちばん！
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技術開発課 石川主任
仕入課　村山主

任

須戸工場 五十嵐
さん

リング工場 田
巻さん

技術開発課 本田課長代理

美波ちゃん美波ちゃん
(2歳）(2歳）
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(1歳7か

月）
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陽都くん陽都くん(2歳）(2歳）
あきとあきと

琴寧ちゃん琴寧ちゃん(3か月）(3か月）

ことねことね

湧珠樹くん湧珠樹くん
(4か月）(4か月）

ゆずきゆずき

「うちの子がいちばん」コーナーから２年が経ち、
ＳＫ社員のお宅では新しいアイドルが続々誕生しています！

そんなＳＫ社員自慢のアイドル達をご紹介します♪

楽しみな展覧会

　皆さん、こんにちは。少しずつ日が長くなり、新潟にも桜の季節が近づいてきました
ね。早く暖かくなってほしい反面、花粉の襲来に怯える日々です。
　さて、今月はこの春個人的に楽しみにしている展覧会を２つ紹介したいと思います。

①〈ミュシャ展〉国立新美術館（東京）3月8日(水)～6月5日(月)
　まずは女性に人気のあるアルフォンス･ミュシャです。美しいデザイン画が有名で、日本
で度々展覧会が開催されていますが、今回は全20作からなる『スラヴ叙事詩』が展示さ
れます。
　チェコ出身のミュシャが、古代から近代（チェコの独立）までのスラヴ民族の歴史を描
いたもので、20点すべて同時公開となるのはチェコ国外では世界初です。
　そして何と言ってもその魅力は、およそ縦6m×横8m(1枚)という壮大なスケールです。

②〈『バベルの塔』展 〉東京都美術館（東京）4月18日(火)～7月2日(日)
　続いてはオランダの画家ピーテル・ブリューゲルによる作品『バベルの塔』です。学生
時代に美術の授業で目にされた方もいらっしゃるのではないかと思います。
　その内容は、人間が天にまで届くほどの高い塔を建てようとしたところ、神の怒りに触
れ、それまで一つだった人間の言葉を混乱させお互いに通じないようにした結果、塔の
建設が中止になったという物語に基づくものです。
　こちらも来日は24年ぶりということで、大変注目されています。

　花粉の飛散が終わったら、ゆっくり鑑賞しに東京へ行こうと思います。それではまた次
号で！
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全国には数多くの「ゆるキャラ」が存在しています！このコーナーでは新潟県のゆるキャラを
ご紹介して新潟県の魅力を皆様にお届けします♪

　「笹だるま」は、新潟名物の「笹だんご」と「雪だるま」をイメージしたキャラクターです。笹だるま
は、ある雪国に住むおじいちゃんの願いから誕生しました。おじいちゃんが毎日の雪かきで疲れてい
たある日、小さな雪だるまに笹だんごのおやつをお供えし「これ食べて、雪かき手伝っておくれ」とお
願いをしました。その翌日、外に出ると雪かきは終わっており、スノーダンプを持った「笹だるま」が
ニコニコ微笑んで立っていたのです！
　この誕生秘話の通り、笹だるまは働き者で心優しく、“助けあうことで深まる人と人との「絆の輪」”
を知ってもらうため、新潟県のPR活動をしています。冬の時期には、日本初の「雪かき応援歌」で全
国の雪かきを応援しています♪

笹だるまVol.2

キャラクター名 ： 笹だるま
所属 ： 笹だるま本舗
性別 ： 男の子
体格 ： 体は美味しい「笹団子」、顔とお腹は雪国新潟の「雪だるま」
性格 ： 気は優しくて力持ち・かなり恥ずかしがりや
好きな食べ物 ： 笹団子とかき氷をお腹いっぱい食べること 
公式HP ： http://sasadaruma.com/

「雪かき応援歌」を
聴けば雪かきも

はかどっちゃうよ～

★チャームポイント
　笑顔！
★好きなこと
　踊り。楽天パンダやNHK番　
　組の歌に合わせていつもなに
　やら踊っています。
★好きな食べ物
　みかん。見える所に出してあ
　ると全部持っていかれます...

★チャームポイント
　笑顔
★好きなこと
　絵本やお散歩
★好きな食べ物
　果物や海苔

★チャームポイント
　笑顔
★好きなこと
　「千と千尋」にはまっていて、色々な
　シーンのマネをして笑わせてくれます。
　これからの成長が楽しみです。
★好きな食べ物
　せんべい

★チャームポイント
　クリックリお目目
★好きなこと
　泣く子も黙るママの抱っこ！
★好きな食べ物
　ミルクオンリーなので…

★チャームポイント
　髪の毛・口の形
★好きなこと
　動いている物を見る
　こと
★好きな食べ物
　ミルク・母乳　

「笹だる
まの

笹だんご
」1個入り

！

おいしい
よー♪



　加茂市です。女優の樋口可南子さんの出身地です。私と同じ高校の大先輩で
演劇部に入っていたと聞きました。残念ながら演劇部は私の２学年上の先輩の
代で無くなったそうです。

Q.出身地自慢をしてください。

　従姉妹がアメリカ人です。正確にはハーフ。おばさんが国際結婚してアメ
リカに住んでいます。

Q.自慢話をお願いします。

　冬は雪山に行って良い雪を滑ること。暖かくなったらペダルを廻すことです。

Q.休日の楽しみ方を教えてください。

　スノーボード。キャリア20年位です。何故か飽きません。身体が動く限り
続けたいです。そして怪我はしないこと。
　音楽を聴くこと。キャリアは多分、27年位。昔に比べてCDをほとんど買
わなくなりましたが、気に入った音楽は聴くという感じです。好きなジャン
ルはロック、パンク、メタル、テクノです。

Q.続けていることはありますか？

　次に紹介する方は、若き営業マン、内藤さんで
す。毎日、新潟市から三条市までの長距離通勤、
お疲れ様です。
またフェスで会ったら声掛けてください！！

　その状況に合った仕事をやること。
時間厳守。当たり前のことですが大事なことと思います。

Q.社会人として最も大切だと思うことは何ですか？

Q.学生時代の部活の思い出を教えてください。
　中学校では陸上部でした。長距離3000ｍの市内大会で2位になり中越大会
に出場しました。

業務課

　業務課の頼れるアニキこと田代主任を紹介します！無口で
クールな印象ですが、ふと見せる笑顔がキュート♪スノボに
音楽、さらに陸上もしていたなんてカッコイイですね！

田代 裕介 Yusuke Tashiro

スノボは

キャリア２０
年！！

新潟精機オリジナル商品の
快段目盛　をイメージした外装！新食堂兼会議棟完成 ! !

　1月に新潟精機
の新食堂兼会議棟

が完成しました！
今までは、男

女で別の棟に食堂
がありましたが、

この度1つの棟に
なり行き来も

しやすくなりまし
た。

　1F・2Fは食堂
、3Fは会議室と

なっています。食
堂はカフェ風に

なっていて居心地
が良く、会議室は

スタイリッシュで
会議がスムー

ズに進みそうです
（^^)

　そんな完成ホヤ
ホヤの建物をご紹

介します。

　　　建物には新
潟精機ならではの

仕掛けもあります
よ♪

大勢のパートさん達が

くつろげるように、

畳のスペースもあります。

会議がワクワク（ソワソワ？ ！ ）
しちゃいます ！

ここにも発見 ！快段目盛 ！
仕様ラインナップ

ポケット膜厚計 

測定方式：電磁誘導式／渦電流式（FTM-52FN）
　　　　　電磁誘導式（FTM-50FE）
測定範囲：渦電流式　　0-2000µm
　　　　　電磁誘導式　0-5000µm
表示分解能：100µm未満 0.1µm
　　　　　　1000µm未満 1µm
　　　　　　1.00mm以上 0.01mm
機器精度：300µm未満 ±2µm
　　　　　300-1000µm ±1%
　　　　　1000-2000µm ±3%
　　　　　2000µm以上 ±5%
電源：単三形アルカリ乾電池×1本（別売）
連続使用時間：約30時間
プローブ材質：ルビー
本体サイズ：約φ28×98mm
本体質量：約72g
動作保証温度・保管温度：0～ 45℃

デュアル式
FTM-52FN

電磁誘導式
FTM-50FE

デュアル式    FTM-52FN
電磁誘導式  FTM-50FE 製品情報

JANコード：4975846  029958
標準小売価格：￥209,000

JANコード：4975846  029941
標準小売価格：￥153,500

FILM THICKNESS METER 

90°旋回
プローブ

金属表面の塗膜の厚さを計測する小型膜厚計です。
・電磁誘導式／渦電流式 併用のデュアル式と、鉄専用の電磁誘導式の２タイプをご用意しています。
・自動的に測定対象物を判別し、鉄／非鉄金属の測定を切り替えます。（デュアル式）
・旋回するプローブで、パイプの内部測定や計測が困難な部位の測定を可能にします。
・コンパクト＆軽量のポケットサイズ。高い箇所や狭い箇所での片手操作が可能です。


