
祖母の衣裳部屋として「あかずの間」化。抹茶のような
色合いも悪くは無いのですが、日が差し込んでも全部
吸い取られる感じです。全体にジメッ…としていました。

部屋全体が明るくなり、広くなったような気がします。壁が崩れて砂が
落ちることも無くなりました。漆喰は湿度のコントロールをしてくれるそう
なので、梅雨時期にどのような効果を発揮してくれるか楽しみです。

木村係長
の

SKイチのDIY女子！？SKイチのDIY女子！？

一面、一面塗り上げていく達成感…完全に
自己満足です。次は今回の和室を､畳から
フローリングに張替えを予定しています。

GW編

！！ After

和室の砂壁を漆喰に塗り替えました｡
家自体の築年数がかなり経っている
ので､壁の隙間や崩れている部分が
多く､長期の休みを機に一部屋塗り
替えることを決心しました。

施工中

品質管理課

「うま～くヌレール」(日本プラスター)
を使いました。

Before
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松山英樹選手のマスターズ優勝に続き、畑岡奈紗
選手との日本人同士のプレーオフの末、笹生優花
選手の全米オープン優勝。本当におめでとうござい
ます！こんな時代がくるとは…。男女ともに日本の
ゴルフ界が黄金期を迎えているのではと思います。
４大大会は日本のコースとコンディションが全く
違うのでこの歳で制覇するのはすごすぎます。小

ボクは燕三条を知り尽くした王様、
「つばさんキング」！

燕三条地域の素晴らしい名産品を紹介していくよ！

ボクは燕三条を知り尽くした王様、
「つばさんキング」！

燕三条地域の素晴らしい名産品を紹介していくよ！

今回は、グッドデザイン賞も受賞した「ヤエン
ストーブ  ナギ」を紹介するよ！ストーブとは
キャンプギアのひとつで火を起こして、調理
や湯沸しに使うものなんだ。
キャンプや山で調理をするときには風が厄介
だけど、しかし！このストーブには風防がついて
おり多少の風があっても安定して調理ができる
のだ！それに加えて持ち運ぶときには分解し
コンパクトに収納もできる優れものなんだよ｡
機能だけでなく見た目にもボクの心をくす
ぐる商品を出し続けるスノーピークには今後
も注目だね！

今回のイチオシ品はこれ！今回のイチオシ品はこれ！

「「 ヤエンストーブ ナギ 」

にに No  ３

snow peaksnow peak

ヤエンストーブ  ナギヤエンストーブ  ナギ

今回は
snow peak
のストーブを
紹介するよ！

kawakami ネバネバ食材で夏バテ防止！

　皆さん、こんにちは！
　だんだんと暑い日が多くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
　我が家では少しずつ夏野菜が収穫され､夏がやって来たなと感じている今日この
頃です。私は､毎年欠かさず食べている「ネバネバ食材」があります。今回は､我が家
の定番､美味しくて夏バテ防止にもなるネバネバ食材を使った、おすすめレシピ
をご紹介します！

　また､お好みで刻んだみょうがや大葉を加えると風味がアップします。ご飯以外
にもそうめんなどのトッピングとしてもおすすめです！簡単に作れて､食欲がない
ときでもスルスル食べられる､しかも栄養満点☆彡　機会があれば是非作ってみて
ください(*^_^*)

　皆さんは､夏を乗り切るために何か行なっていることはありますか？夏バテや
熱中症には十分注意してこれからの季節を楽しみましょう♪
　それでは、また次号で！

・ご飯
・おくら
・モロヘイヤ
・長芋（すりおろしたもの）
・納豆
・たくあん
・めんつゆ

4膳分
2本
1/2袋
50g
1パック
3切れ
小さじ2

材料（4人分）

1．モロヘイヤは葉をつみ、熱湯でさっと茹でます。
　絞って粗みじんに切ります。
　おくらも茹でておき、輪切りにします。たくあん
　は荒めのみじん切りにします。　　
2．ボールに1、長芋（すりおろしたもの）、納豆（付  
　属のたれも一緒に加える）、最後にめんつゆを
　加え混ぜ合わせます。　
3．温かいご飯の上に2をかけて、完成♪

作り方

「ネバネバ バクダン丼」
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Q質問① 入社何年目ですか？

質問② 所属部署を教えてください。

質問③ 今楽しんでいることは何ですか？

質問④ SKCへの意気込みをお願いします！

入社2年目です。
①①

管理部総務課です。
②②

TikTokです。『歌ってみた』、『踊って
みた』動画や動物のかわいい動画を
見ています。一つひとつの動画が短い
ため、いつでも気軽に見られることが
魅力です。楽しさのあまり、ついつい時
間を忘れてしまうことが多 あ々ります...

③③ 皆さんに、読んでい
て楽しいと思っても
らえるSKCにしてい
けたら良いなと思
います。どうぞよろし
くお願い致します。

④④

今年で2年目となります！
①① 広報課です。SNSやWEB

更新を主に行っています。

②②

推しを推すことです。全力で応援できるように
最近運動を始めました。また、感想を伝える語
彙を増やすために読書も始めました。推し活、
本当に楽しいです。毎日はっぴ～！になります。

③③ ふふっと笑ってもらえる
ような内容を発信して
いけたらなと思います。
よろしくお願いします！

④④

入社4年目です。
①①

技術開発部に所属しています。
②②

趣味で楽器を演奏しているのですが、最近は
音楽仲間と多重録音をして楽しんでいます。
ZOOMなどのオンラインでは時差が生じる
ので合奏は難しいのですが、多重録音なら
１パートずつ、しかも1人が複数役でも曲を作
れるので、音楽の幅が広がりとても楽しいです。

③③
たくさんの方々に目
に留まり読んでもら
えるような、ホットな
話題をお届けできる
ように頑張ります！

④④

川上 しおり

難波 美優

鈴木 優哉

この度SKC編集部に新メンバーが加わりました！
皆様の「癒しの時間」に寄り添えるよう、編集部員全力でお届けして参ります！
今後も「SKコミュニケーション」をどうぞよろしくお願い致します。NE　 FACE!

DIY 業務課

今回はDIY 業務課の宮嶋さんをご紹介します。仕事に
子育てに走り回るスーパーウーマン！そのタフさは部活
での「過酷な練習」で鍛えられていたんですね！

宮嶋 泰江 Yasue Miyajima

同じ業務課で昨年入社の小出さんを紹介します！
お人形さんのような可愛いお嬢さんです♡
若い力を発揮していただき、業務課での活躍を
期待しています！

ヨガです。身体が硬いので難しいかなと思っていますが、機会があったら
まずは体験してみたいです。

Q. 始めてみたいことはありますか？

出身は三条市です。最近は、商店街のお店をリノベーションしたオシャレな
お店が増えています。

Q.出身地自慢をしてください。

A型です。でも性格は大雑把で、よく「A型なんて信じられない！」と言わ
れます。笑

Q. 血液型＋自分の性格を教えてください。

Q. 夢はありますか？
オーストラリア旅行！高校生の時にホームステイでオーストラリアに行き
ましたが、今度は旅行で行ってみたいです！

Q. 社会人として最も大切だと思うことはなんですか？
コミュニケーション能力！

口癖は自分ではこれと言って気づきませんが、つい新潟弁や三条弁が口か
ら出てしまいます。

Q. 口癖を教えてください。

カントリーマアムの「チョコまみれ」という名のお菓子にハマっています。
チョコ好きにはたまらない商品です！

Q. 今、はまっているものを教えてください。

Q. 休日の楽しみ方を教えてください。
子どものサッカーやバスケットの試合の応援に出かけます。

「やっちゃん」
名前がやすえなので、小さい頃から親族・友達はこの呼び名です。あと､
首が長いようで「きりん」と言われたこともありました。

Q.あだ名とその由来を教えてください。

バレーボール部で厳しい顧問のもと、過酷な練習をしていたのを今でも
鮮明に覚えています。ですが、栃木の遠征先ではイチゴ狩りをしたり、餃子
をご馳走してもらったりと厳しいだけでなく楽しい思い出もいっぱいです｡

Q. 学生時代の部活の思い出を教えてください。

定盤校正が短時間で、1人でできる！

数値読み取りや手計算は必要ありません！
2人の作業が「1人」でできます。
お伺いしてデモ説明も無償で実施致します。

気泡管式からの切替メリット
２.  測定データの信頼性 

るよに者定測 ※ 読取値のバラつきがありません。  
(JIS準拠ソフト使用 )

１.  測定時間／人件費削減 
※定盤1枚の測定で約100分もの時間短縮が可能､ 更に一人で作業できます。 
※測定完了まで、気泡管式で約115分、レベルニックで約15分 
※定盤1,000×1,000mmの井桁法（測定ピッチ100mm：100P）の場合

気泡管水準器から
『レベルニック』に置き換えると

レベルニックを使った定盤平面度の測定方法　※600×450mmの定盤の例

測定に必要な製品
●レベルニック DL-S3/DL-S4W/DL-m3
●パソコン接続機器：DL-P6（有線）/DL-BW（無線） 
●平面度計算ソフト FL 　●パソコン

補足事項
※定盤の端から2%は測定から除外しても問題ありません。
※測定ピッチ、分割点数は定盤サイズによって異なります。
※測定方法は高さの連鎖測定になります。

■X/Y方向の測定ピッチ、分割点数を決めます。 
4/数点割分、mm041/チッピ定測：向方X ）例記上  

Y方向：測定ピッチ/130mm、分割点数/3

■ 1に本体を置き、表示数値が安定した
ところでゼロリセットし、パソコンへ
データを取り込みます。

■ 続けて2に本体を置き、表示数値が 
安定したところで、パソコンへデータ 
を取り込みます。 
※上記数字順にデータの取り込みを繰り返します。

mm000,1×000,1：ズイサ盤定 ※  平面度ソフト使用で井桁法、 
測定ピッチ：100mmで100分割の場合

測 定 時 間：
平面度計算時間： で

気泡管水準器 レベルニック 平面度ソフト

■平面度測定

商品コード 品番 言語 JAN
（4975846）

010065 FL 日本語 010529
010069 FL-E 英語 010451
010072 FL-C 中国語 010437

用途● 。すでトフソう行を算計の度面平 
特長● 。すまきで用使にもとプイタ線無、線有 
 ● ズーリシW4S-LD ：種機能可用使 ・DL-S3シリーズ・DL-S3L・DL-S2Wシリーズ・

DL-S2＋D3・DL-m3シリーズ・DL-m3LS 
（ソフト内の機種選択でDL-S3を使用）

 で用使の力入ーキ ※ は水準器の機種制限はありません。気泡管式でも使用できます。
仕様● 01・8・7・atsiV・PXswodniW ：SO応対

、が定測度面平たいてっ行でターメリコトーオ来従 ●   
レベルニックによりカンタン低価格で実現！

品 番 DL-S3/DL-S3 SUS DL-S3C/DL-S3C SUS
測 定 範 囲 ※1 ± 5.00mm/m・± 0.286°
最 小 読 取 値 0.001mm/m・0.0001°（0～± 2mm/m・0～± 0.115°）

0.01mm/m・0.001°
使 用 温 度 範 囲 0～ 40℃
読 取 精 度 ※2 使用温度 17～ 23℃    ± 0.85%rdg（0～± 2mm/m・0～± 0.115°）

 ± 1.0%rdg（± 2～± 5mm/m・± 0.115°～± 0.286°）
使用温度 0～ 40℃ ± 2.6%rdg（0～± 2mm/m・0～± 0.115°）
 ± 2.7%rdg（± 2～± 5mm/m・± 0.115°～± 0.286°）

繰 り 返 し 精 度 ± 0.005mm/m・± 0.0003°以内
外 部 出 力 信 号 RS-232C準拠※4

充 電 時 間 － 12時間（フル充電）
電 源 9V角型乾電池× 1 

付属 ACアダプタ（DC9V出力・AC100V～ 240V）
8.4V 006P型 充電式バッテリー
（交換用充電池の単品販売もございます）

連 続 使 用 時 間 ※3 マンガン乾電池：約 10時間 
アルカリ乾電池：約 20時間 

12 時間充電：約 9時間
8 時間充電：約 6時間
4 時間充電：約 2時間

外 形 寸 法 L172×W65× H129mm（ベース寸法：L150×W55mm）
付 属 品 ●収納ケース　　●保証書・取扱説明書・検査成績表

●ACアダプタ（DC9V出力・AC100V～ 240V）
●9V角型乾電池

●収納ケース　　●保証書・取扱説明書・検査成績表
●ACアダプタ（DC15V出力・AC100V～ 240V）
●8.4V 006P型 充電式バッテリー

レベルニック用測定ソフト（平面度ソフト）レベルニックとパソコンをケーブルまたは無線接続し、使用することで平面度計算が簡単にできます！

可能
15分

測定時間は気泡管式の
1/8


