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直樹（代表取締役社長）

席を移動しました
森

文字通りの猛暑が続いております。東海地方は東西よ
月

日より新しい期を迎え、それと同時

りも気候が厳しいですが、早く秋が来るのを願うばかり
です。森松は

21

トと、デメリットを冷静に検討した上で進められる様な

にはかわりはありません。変えることで期待できるメリッ

囲の環境の変化に合わせて変わるのも、変化ということ

との中身は大小様々ですが、自ら進んで変わるのも、周

も生き残れる可能性は限りなく低いです。日々変えるこ

を嫌い、周囲の環境に対応できなければいかなる世界で

は労力がかかりますし、リスクも伴います。しかし変化

向があるそうです。もっとも今までと違うことを行うの

イアス」という変化を嫌い、今までと同じことを好む傾

経つと すっかり落ち着きます。人間には、「現状維持バ

最初は見慣れない景色に戸惑いましたが、やはり数週間

奥の場所でしたが、現在は 入り口に近いところにいます。

事にもより関わっていく体制となります。今までは一番

に 私は机を移動しました。しばらくの間、総務関連の仕

6
月

日より開催の森松展に向けて準備中です。

組織で有りたいと思います。そして最後に告知ですが、
現在、

13

お届けします。ご来場お待ちしております！

求められている行事です。今年も皆さんに最新の情報を

皆さんに毎回来場頂けるためにも、これも毎年の変化を

9
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お値打ちにご利用いただけます︕

ぜひご利用くださいませ︕︕

光昌（企画営業部）

月

で敗れました。

日に中部プラスチック連合会主催の講

雅昭（企画営業部）

ライブハウス
加藤

、

＆

で

先日娘が今日のライブハウスむちゃ面白かったといって帰ってきた。え、どこ？と

聞くとケントスだと。昔行っていたケントスかと思い尋ねると、 ＆

が楽しかったと、おお、やっぱあのケントスだ。私の 代の頃はーさんバンド（河原

R

龍夫氏のバンド）が楽しくって行ってたな。結構客を取り込んで一体感がすごかった

MC

のを思い出します。みんなオールディーズの恰好をしたりして、楽しんでたな。今は？

と聞くと、いろいろなイベントやビートルズナイトとかもあるそうだ。またお店のス

タッフもしっかりしていると話していた。娘は今大学で JAZZ
系と軽音系の つのクラ
ブに入っておりいろいろなライブを聴きに行ったり、自分たちでもステージに出たり

している。高校の時から大須や伏見のライブハウスに出演したり、今も藤が丘や今池

で演奏しているようだ。今は「歌い手」さんたちのライブにもよく行っているようだ。

出席することは今までありませんでした。今回の講演会のテーマが『ＡＩがこれ

い手・アニソン・ボカロ等々いろんなジャンルがあるようですね。東京から大阪まで

・ロック・ク
コ動やユーチューブで広がり一般的？になってきたそうです。昔は JAZZ
ラッシック・歌謡曲ぐらいのジャンルのライブしかなかったと思うが、今はそれに歌

私もあまり知らなかったがボカロの曲を人が歌ったところから始まったようです。ニ

からの産業を変える』という物で、興味をそそられたので参加しました。講演会

よくいけるものだ。私の 代はディスコ全盛期のころ、私はどちらかというと伏見の

拝見しながら

年前の記憶をたどっていくと、「中学校時代のサッカー部の○○
年ぶりで再会したのです。興奮しました。その数日後、先

先輩」と同じ名前であることに気付きました。愛知県の西三河にある中学校のサッ
カー部の１年先輩と

橄欖堂 か
喫茶がメインだったなあ。 JAZZ
喫茶と言うと暗
( んらんどう と
) いう JAZZ
そうに思われてるが 。
…確かに明るくはなく、明るい話声も聞こえず、ゆっくりと音

、マイルスディヴィス、デイジー・カレ
楽を聴く感じの空間でした。そこで聞く MJQ
スピーキースジャレット等々懐かしいなあとクラシック、こちら間有名どころはむちゃ

くちゃ高いのでもっぱら子供を連れて宗次ホールでいろいろ聴いたな。このホールは

娘が通っていたピアノ教室の発表会でも使ったところ。なかなか音響のいいホールで

以上の音が脳には非常にいい影
MHz

20

輩のプラスチックのメッキ加工をしている工場見学をさせて頂きました。エッチ

す。生の音には耳には聞こえていない周波数、

～
響を与えるという結果も発表されています。ちなみに中学生くらいまでは
Hz
位しか聞こえてないそうです。
MHz

20

位まで聞こえているそうですが、 歳ころには
MHz

20

ング工程～触媒化工程～無電解めっき工程～電気めっき工程と手間のかかる全工

47

程を初めて見学し、日本の自動車産業や家電産業にプラスチックにメッキ加工す
る技術がいかに重要かを知りました。私の 2018
年ワールドカップは 年前のサッ
カー部の思い出が蘇り、新たな知識を得る体験をした真夏の奇跡でした。先輩、

18

47

20

とりあえず聴けるから MP3
（
以上の音はカットしている）でいいやと思わず、た
MHz
まには楽器の超高音の音まで楽しめるライブやコンサートに行きたいですね。

20

47

ありがとうございました。

15

していると、どうも出身中学が同じである事が分かりました。その社長の名刺を

は大変有意義なものでしたが、そのあとの懇親会で同じテーブルの社長とお話を

ル卸協同組合は中部プラスチック連合会の団体会員ですが、連合会主催の会合に

R

牧野

月

人が「○○ッチ」という名前の

番モドリッチは敗者ながらもＭＶＰ
対

番アザールと最優秀ＧＫに選出されたクルトワの活躍で 位決定戦

トーナメントに駒を進め、対戦したベルギーと激闘の末、
ベルギーは

3

R

ワールドカップ

日から
番エムバペの活躍で、

日にかけて、ロシアで開催された 2018 FIFA
ワールドカッ
年ぶりの優勝を勝ち取り、幕

歳の
人中

20

位になる好成績を収めました。そんな世界中が

ワールドカップに盛り上がっていた

に勝利して、自国史上最高位の

3

2

B

月

プは、フランスの
10

演会と懇親会があり、初めて出席させて頂きました。森松が所属する中部ビニー

26

10

20

15

を閉じました。決勝戦の相手は代表選手
15

7
19

のゴールデンボール賞に選出されました。日本は南アフリカ大会以来となる決勝

歳の

23

14

クロアチア。その中のキャプテンで
32
6

3

2
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災害に思うこと

岐阜
西垣

浩司（製造部）

月 日（土）に行われた、明治安田生命

リーグ

レノファ山口

の試

FC

FC

ており、中学生以下対象で ビーズストラップ作り（紫外線でビーズの色が

競技場では、十六銀行サンクスマッチにちなんだ様々なイベントが開催され

でも多くの岐阜市民が来場されていました。岐阜メモリアルセンター長良川

岐阜市コラボで応援小旗をプレゼントしていました。試合開
と、
ＦＣ岐阜 ×
始が近づくにつれて、チケット引き換えブースには長蛇の列ができ、雨の中

。岐阜市ホームタウンデーを記念して、岐
山の方がいました。何故かなぁ …
うーたんコラボのハンドタオル
阜市民を無料でご招待し先着でギッフィー ×

合を観戦しに息子と出かけました。試合開始前に雨が降る中ではあったが沢

VS

美和子（東京オフィス）

日の夜になり、特別警報のサイレンが突然鳴り

J2

村上

この度は各地での記録的豪雨ではたくさんの人が命を落とし、本当にたくさ
んの被害がありました。心からお見舞い申し上げます。普段あまり雨の降らな
い因島なんですが、「よう降るねぇ」などと呑気に構えてたのは最初の２、３日。
月

強シャワーのような雨がこう何日も続くとさすがに気味が悪くなってきまし
た。嫌な予感は的中し、
響きました。夜中の警報音は不安な気持ちを煽り、闇の中で滝のような大雨の
音は家のすぐそばに迫ってきました。実際、至る所で坂道がアマゾンの急流の
ようになり、穏やかで美しい瀬戸内海はメコン川のように茶色く濁り、只事で
はないと、怖くて震えました。誰もが見たことがあるような、車や家屋がすっ

23

変わる）
、 岐阜の応援バッジ作り、大道芸体験コーナーでは皿回し・ディア

ちなみに私は岐阜市民ではないです

。
…

ろん様々なイベントも楽しんだ一日でした。

時点では雨も止み、息子ともども試合はもち

対

）の ゴールもあり
古橋亨梧選手（月間 MVP
のドローとなりました。キックオフの

ながら観戦、試合は一進一退の攻防の中でも

ケ）
、息子は韓国の飛騨牛串焼きを食べ歩き

みに私はフランスのひだクロケット（コロッ

は大変盛り上がっていました。感激感激 …
。 FIFA
ワールドカップロシア大会
にちなんで、グルメワールドカップ（屋台村）が開催されていました。ちな

いました。ハーフタイムでは打ち上げ花火が上がり試合を観戦されていた方々

ポロ・デビルスティックなど大道芸を子供さんたちが挑戦され盛り上がって

FC

かりコーヒー色の沼に浸かった洪水の映像がニュースやＳＮＳに上がってきま
したが、それがよく知った風景だとその変わり様に言葉も出ません。土砂崩れ
や道路の崩落で通行止め、孤立した集落。さらに家が流されたり、全壊したり、

日の正午前、すぐに水道が止まりました。我が

怪我をした友達がいることがわかり、自然の脅威の前に戦慄くばかり。尾道市
全域で断水が発表されたのが

家は幸い飲用可能な井戸水があり、つるべ式で汲むのは大変ですが、停電して
も大丈夫だし、トイレも汲み取り式とバイオトイレで水も電気も不要です。最
初は未曾有の災害にスーパなどで買い占め品薄、ガソリン不足、給水への長蛇

UV

2

の列など、東日本大震災を思い出す緊迫した状況。停電も大変ですが、人生初
の断水を体験し、水の大切さ、無駄遣いと便利を見直すいい機会にもなりまし
た。井戸水を分け合い、一人暮らしや体の不自由な方たちにタンクを配り、普
段なかなか出来ないコミュニケーションや助け合いが発生していて悪いことば
かりではないなぁとも実感。水は生命線、水道民営化などまだまだ国民全員で

6
2

6

7

しっかり考えないといけないことだらけだと思います。

2

7

貞子（森松産業）

私のストレス発散方法
福重

私のストレス発散法は、好きな韓国ドラマを観る事です。または、

孫たちと会い遊びに行く事です。何か嫌な事があった時や、悩み事が

ある時でも孫の顔を見ると、気分がスッキリします。ウィンドウショッ

ピングをしたり、何も買わないけど心がウキウキしてきます。ストレ

スを感じてしまう状況にある時ならガムをかむこと。不安な気持ちを

落ち着かせることができ、前向きな気持ちになれるのです。仕事中に

ガムを噛む事は、時と場合によってはあまり良い印象を与えません。

だから難しいという人もいるかもしれません。でも、友達と居る時や、

一人で居る時でも気兼ねなく試せる方法の一つではないでしょうか。

または、緑茶を飲む方法も良いかと思います。緑茶にはテアニンとい

うカフェインの作用を弱めるアミノ酸の一種を含んでいます。カフェ

インには心拍数を上げてストレス反応を強めてしまう事があるそうで

す。不安を感じたら緑茶を飲んで落ち着かせましょう。不安な気持ち

を落ち着かせ、前向きな気持ちになりましょう。皆さんもストレスを

感じたら自分に合った解消法を見つけてはいかがでしょうか。

