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直樹︵代表取締役社長︶

新しいアイデア
森

得意先様が例年開催している大学との産学連携活動に中部文具

工業協同組合より参加させていただきました︒この活動は同校の

プロダクトデザインを担当されている先生のゼミ内の活動として

行われており︑まずゼミ生の皆さんに対して弊社の扱う商材︑加

か月で製品アイデアの

工技術︑製品を紹介︒そして︑こちらが提案を希望するテーマの

発表︒ラフな提案を事前に頂きつつ︑約

て頂いた︑貴重な機会でした︒

まずやってみる事︑トライしてみる事の大切さを改めて気付かせ

過ごしている結果︑余計に考え過ぎている事に気が付きました︒

めの投資と考えられるでしょう︒自分自身︑同じ業界の中で長く

あり︑リスクとも言えます︒しかしそれも裏を返せば︑将来のた

ための技術開発も︑販売先を見つけるための営業活動もコストで

リスクを取る事が出来なければ新しい事は出来ません︒製造する

の要素が新しい事に対しては不要です︒とにかくまず前に進む事︑

など過去の経験からもアイデアに対
るのかどうか︑売れるのか …
してのマイナスの要素が出てくるでしょう︒このようなマイナス

技術的に製造可能かどうかという事とは別に︑需要が果たしてあ

中で勝手にアイデアを制限してしまう部分があります︒もちろん

身を置いていると︑様々なことが見え過ぎてしまう結果︑自分の

な素晴らしいアイデアも頂けました︒普段より同じような環境に

では技術的に可能でないもの︑またその逆にすぐにでも実現可能

プレゼンをしていただきました︒もちろん実際の製品化に至るま
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第 26 回元気が出る森松展

「海洋プラスチックごみ汚染の現状と対応について」

皆様の
ご来場をお待ちしております !!

昭男︵企画営業部︶

なんじゃ この暑さ
光田

名古屋は暑い︒午後から営業に出掛ける時には︑営業車の OUT TENP
の
表示温度が 度になっている︒今までに見たことが無い数字だ︒ハンドルも
熱くてすぐには触れない︒出発時には︑熱い熱いと︑ハンドルを触りながら

度以上の日を﹁夏日﹂︑ 度以上の日を﹁真夏日﹂︑

郁二︵特販部︶

﹁不死身な私﹂から離れない﹁大親友ピロリ﹂

伊東

週間飲み続けた

先日︑胃カメラと大腸カメラの検査によりピロリ菌が発見された︒まずはピロ

リ菌を除菌しないと治療が進められないとのこと︒専用の薬を

回目は見事に失敗に終わってしまった︒

％だそうだ︒一度は耳にしたことがある名前だが︑正式名称は

後にピロリ菌の有無を調べるのだが︑
％～

らせん形の細菌﹂であることが解かった︒昔から︑胃の中には強い酸︵胃酸︶が

とっても裁断時でのサイズに気を遣い︑お客様との打合せで加工方法と用途

め︑ピロリ菌のまわりの胃酸が中和されてしまい生息できることも解かった︒オー

いう酵素が胃の中の尿素を分解してアルカリ性のアンモニアを作りだす︒そのた

場合があります︒生地を大断ち後︑数日間︑放置してから裁断をするように
しています︒クレームがあったお客様での管理も︑出来るだけ涼しい場所で
の保管をお願いしています︒現状では︑私の担当先での収縮でのクレームは︑
件です︒やはりお客様との打合せが︑上手くいっていることを感じます︒

発見される 100
年前から菌がいることだけは解かっていたそうだ︒証明するに
あたり︑医師自身で菌を飲み込んで証明している︒素晴らしいの一言である︒し

かし︑ピロリ菌の発生原因は未だにはっきりしない不思議な菌である︒ピロリ菌
を飲むと良いこと︑
LG21

の除菌に失敗したことを心配してくれ さんから LINE
をもらった︒経験談から
本︑朝と夜に飲んだことを教えても
ヨーグルト

日

ちなみに﹁Ｏさん﹂は︑明治の社員でも明治ヨーグルトレディーでもありません︒
※

されています︒皆さんも︑ご注意ください︒

みです︒ピロリ菌さえ除菌してしまえば︑胃の病気になる確率は大幅に下がると

2

社内の作業場は︑温度差があります︒倉庫以外とエアコンが壊れている場所

2

らった︒良いことは真似てみよう …
！と欠かさず 日に 本︑﹁ LG21
﹂を飲み続
けています︒まずは︑﹃治る﹄と信じて飲むことが重要ですね︒次の結果が楽し

2

O

1

以外は︑冷房設備が整っていますが︑エアコンが無い倉庫での作業は過酷な

是非どうぞ︒

4

1

ことになります︒スポットクーラーを利用していますが︑倉庫担当のアハマ

をがんばっています︒もち

ドさんは︑毎日が過酷です︒毎日︑明るく作業をしていただいている様子な
ので︑感謝です︒私も休日には︑猛暑日だが︑

ろん熱中症対策をとり︑水分補給︒服装も︑長袖・長ズボンと日焼け対策も

G

万全です︒芝生の上は若干ですが︑温度が低いと思います︒流れるような汗
をかき︑お風呂は最高ですよ︒猛暑日

G

年に﹁コッホの 原則﹂が満たされピロリ
ストラリアの医師 名により︑ 1984
菌及び胃炎や胃潰瘍などの胃の病気に深く関っていることが証明されたのだが︑

を確認しながらサイズを決定しています︒サイズにとても厳しい条件がある

低気温が摂氏

度以上の日を﹁猛暑日﹂
﹁酷暑日﹂というそうです︒﹁熱帯夜﹂は夜間の最

30

あるので細菌はいないと考えられていた︒しかし︑ピロリ菌が出すウレアーゼと

25

度以上︒名古屋は猛暑日が続いています︒ビニールシートに

すか？一日の最高気温が

﹁ヘリコバクター・ピロリ﹂と言うそうだ︒ヘリコは︑らせん形を意味するヘリ

成功率は

1

私は面倒なので取り付けたことがありませんが︑車内の温度は変わるので

出かけています︒ウインドシェードで対策をしている方もいらっしゃいます︒

1

しょうね︒
﹁夏日﹂
﹁真夏日﹂
﹁猛暑日﹂
﹁酷暑日﹂﹁熱帯夜﹂違いがわかりま

90

は︑細菌を意味するバクテリアのことで︑ピロリ
コイドからきた言葉︒バクタ ―
は︑胃の出口の方をさす幽門︵ゆうもん︶のこと︒ピロリ菌とは︑﹁幽門にいる

75
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三連休
松井

宣和︵製造部︶

4

島県喜多方市へ︒昼食は喜多方ラーメンが名物の坂内食堂に 時

分ご

30

分に並び始め

30

ましたが︑すでに 人ぐらい並んでいました︒午前 時から営業している創業昭

10

ろ車で名古屋を出発中央道↓長野道↓北陸道↓磐越道を経由し最初の目的地の福

先月の 連休を利用して福島・仙台に旅に出かけてきました︒早朝 時
3

7

年の有名店です︒麺は平打ち麵︑スープが金色でとてもあっさりした味だが︑

30

杯と

リーグ
柳原

瞬 ︵裁断部︶

みが眼下に広がり綺麗でした︒続いて仙台へ足を延ばして青葉山城跡へ︒初代藩

筋コンクリート︶で︑中に入ると会津に関わる展示室があり︑天守は会津の街並

めて思いました︒観れない時間帯に放送される度に︑また日本で開催して

朝だったため︑観る事ができなかったので今回はいい時間帯だったなと改

時間の時差なのでおそらくは同じような時間帯

に行われるのだと予想しています︒そして︑ リーグの話になりますがイ

試合時間はロシアと同じ

くれないかなと思ってしまいます︒今度のカタールでは中東初開催で︑内

たのか？肉厚なのに歯切れのいい触感がおいしかったです︑ずんだシェイクも豆

AKB

6

リーグがこんなビッグネームを呼ぶ事なんて リーグ発足以来じゃない

ニエスタがヴィッセル神戸に︑Ｆ・トーレスがサガン鳥栖に移籍しました︒

J

年ワールドカップの時に優勝したメン
かな︒どちらもスペイン代表が 2010
バーなので知っている方も多いと思います︒ 月 日にはノエビアスタジ

会に飲んでみてはいかがでしょうか︒

エスタが移籍した事で色んな場所に置いてあるかもしれないのでこれを機

普通だった覚えがあります︒手頃な値段でネットから注文できたり︑イニ

いうワインがあります︒だいぶ前に飲んだ事がありますが︑味はいたって

思っています︒イニエスタといえばワインが有名でボデガ・イニエスタと

アム神戸にて直接対決もあるので︑チケットが当たったら観に行きたいと

10

のツブツブ感とバニラが絶妙で友達は追加注文していました︒さて︑今回の旅の

36

J

メインは名所・名物でなく︑福島県で行われている中央競馬で初めて行く福島競

0

11

馬場でした︒よその競馬場と比べるとこじんまりした馬場です︒スタンドはガラ
ス張りで空調が効くので︵当日 度︶快適でした︒プレゼンテーターには元
の篠田麻里子様が来場︒
司会者のプレゼンでこん
なにたくさんの人が集
まったのは初めてだと︑
興奮気味に司会しており

勝残

ました︒さて︑肝心の競
馬の結果は 戦
念！

8

J

たので︑逆光で残念でした︒晩御飯は仙台名物牛タン︒いつごろから有名になっ

主伊達政宗が築城︒城跡からは仙台市内を一望することができました︒よくテレ

活リズムを変えています︒前回のブラジル開催の時には試合時間が日本は

四年に一度の事ですが毎回ワールドカップの際には無茶はしない程度に生

そんな不規則な生活をしている方もいたと思います︒自分もその一人です︒

間の試合を観る場合は早めに寝て深夜に起きて試合を観て︑また少し寝る︒

プはロシア開催ということで︑夜から深夜にかけての放送でした︒遅い時

ワールドカップが終わって一个月以上が過ぎました︒今回のワールドカッ

J

紛など様々な問題があるようですが無事に開催できる事に期待しています︒

その後︑会津若松市へ行き︑鶴个城の見学をしてきました︒お城は 層建近代的︵鉄

W

ビで出てくる伊達政宗騎馬像があり記念撮影しようとしましたが︑夕方近くだっ

5

見た目よりしっかりとしたコクがあり︑チャーシューは極厚でおいしかったです︒

和
30

モーリングループ

2018 年度 新入社員紹介
大脇 勝治（おおわき しょうじ） 31 歳

所属：製造部

入社日：H30.3.1

初めまして。大脇勝治と申します。カツジ・カツハルと間違えられますが、ショウジと読みます。
よく「老け顔」と言われますが柳原さんや間部さんと同じ 31 歳です。
しばらくはこれ以上老けずこのままの顔でいく予定です。自分にしかできない事を見出し、
森松に必要な人と言われる存在になるよう精進します。未熟者ですがよろしくお願い致します。

久野 絢一朗（くの じゅんいちろう） 25 歳

所属：裁断部

入社日：H30.5.16

5月に入社した久野絢一朗といいます。大学時代は空手部に在籍しました。現在は私が卒業した
名古屋商科大学で空手部の専属コーチをしており、毎週月曜日には指導に行ってます。
好きなことは武道、格闘技です。観るのもやるのも好きです。
わからないことも多々ありご迷惑かけることもあると思いますがよろしくお願い致します。

村橋 敦士（むらはし あつし） 34 歳

所属：経理部

入社日：H30.6.1

平成 30 年 6 月 1 日から入社しました村橋敦士です。前職は民間の調査会社で調査と営業に従事して
いました。家族は妻、長女 (4 歳 )、長男 (1 歳 )、私の 4 人構成です。趣味は中学時代から続けてい
るソフトテニスで、現在も社会人チームに所属し、週末は家族皆で練習に行っています。
最後に、多々至らぬ点もあるかと思いますが、日々精進していきますので、宜しくお願い致します。

我が家の宝物

志水
満︵特販部︶

世界の豪華なディナーセットに使われる食器などの器を家内が

The Royal

集めている︒娘の縁で知った︑北欧のデンマークの陶磁器メーカー

﹁ロイヤルコペンハーゲン陶磁器工房﹂︵正式名称

の絵付けはすべて手書きで︑製品の裏
Copenhagen Manufactory)
側にはロイヤルコペンハーゲンのマークとアーティストのサイ

ブナンバーが入れられている︒古くから日本の古伊万
ン・シェ ―
里染付の影響を強く受け手書きによるコバルトブルー絵柄が特

徴︒１８６８年から制作されている下絵の手描きのブルーバター

ン﹁ブルーフルーテッド﹂はベストセラーのひとつで︑ブランド

の特徴である唐草模様バターントレース技徴は繊細で格調高く世

界中で愛されているが︑中でも特に日本人の人気を集めている︒

私も数年前にこの陶磁器工房に見学にきたことがあります︒今も

年に数回︑数枚の絵皿のコ ―
ヒカップ等を送って来ます︒家内が
楽しみながら大切に保管しています︒

