
11 月 23 日の勤労感謝の日にちなんで、日々お世話になっている

人・物など何でもよいので、感謝の気持ちを述べていただきました。

家族へ
元気な子を産んでくれてありがとう！！
母子ともに無事で安心した。
　　　　　　森松産業㈱ 裁断部　加藤

仕入れ先様に感謝！！
皆様のご協力のおかげでお客様に喜んで
いただける製品を届けられております！
　　　　　 森松㈱ 東京オフィス　三浦

製品の生産に携わっていただいた皆様　
ありがとうございました。
　　　　　　　  森松㈱ 営業部　光田

ボトルさんへ
仕事の日は必ず持って来ている
マイボトル、今年もありがとう！
冬はホットで温まります。
　　　　　　 森松産業㈱　円道

伊東さんへ
コロナで就職難と言われている中、私を
採用して下さりありがとうございます。
　　　　　　　　森松㈱ 特販部　清水

私の大事なキューブ（車）へ
今年も元気よく走ってくれてありがとう！
　　　                 森松㈱ 特販部　阿部

両親へ
今年も1年間元気でいてくれて
ありがとう。
　　　　　　森松産業㈱　野間

マスクさんへ
私と私の大切な人を守ってくれて
ありがとう。
　　　　　森松㈱ 特販部　河野

家族へ
いつも美味しいご飯をありがとう。
　　　　　　森松㈱ 経理部　村橋

2020 年を振り返る
今年も残すところ 1ヵ月を切るところとなりました。本当に、あっという間
の一年です。コロナ禍ということを差し引いてもおそらく大した違いは無かっ
たかもしれませんが、今年起こった環境の変化は 2021 年も変わらず継続して
いくことで間違いなさそうです。とはいえこれが日常となった今、今後も会社の事業に関
しても様々な形で制限を受けることがあるでしょう。この状況下であるからこそ新たに挑
戦できることもあると捉えて、前向きに取り組んでいきたいと思います。普段年末が近づ
くに連れて始まる忘年会シーズンも無く、また冬休みの過ごし方も大晦日のカウントダウ
ンや初詣も含め、ありとあらゆる行事がこれまでとは違うものとなるかと思います。新た
な一年は引き続き厳しいものとなりますが、この難局を全員で乗り切りるためにリモート
ワーク、在宅ワーク等新しい働き方への対応をさらに進め、より安心して働ける環境を構
築していくこと、そして新型コロナに限らず、非常事態発生時の事業の継続についての対
策をより進めていくことが大きな課題です。来年はこの困難を乗り越え、皆様と新しい時
代を進んでいくことを願っております。来年も森松をよろしくお願いいたします。

森　直樹（代表取締役社長）
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牧野　光昌（企画営業部）

加藤　雅昭（企画営業部 )

2020 年ヒット商品

還暦

日経トレンディの『今年のヒット商品』が話題に取り上げられると、年末が近づいてるなぁ、と
感じます。ランキングをみますと、新型コロナの影響を受けながらも、今年をイメージできる物
が並んでいて、１年を振り返るネタにもなります。【 第一位「鬼滅の刃」 】話題に遅れないようにと、
久しぶりにテレビアニメを見る機会になりました。内容も良いと思いますが、巣ごもりの影響も
あるのかもしれません。でも『鬼』が題材のアニメがここまで子供たちに受けるのは不思議さを感じました。『鬼』
は怖くないの？【 第２位「マスク」 】誰もが入手に苦労しました。以前から当たり前にある商品が、突如とし
て入手が出来なくなり、『転売ヤー』がはびこり、消毒薬からゲーム機やトイレットペーパーまでもが転売ヤー
の魔の手によって転売されるという悲しい世の中になりました。『鬼』のせいだね。【 第３位「あつもり」 】
最初は「平敦盛」の話かなと思ったが、そんな訳はなく、ぐぐった結果「あつまれどうぶつの森」でしたが、
それ以上は分かりません。【 第４位「ZOOM」 】これは随分と使わせて頂きました。さすがに飲み会には使い
ませんでしたが、リモート会議の大事なツールです。また、弊社恒例の『元気が出る森松展』では
『 FaceTime 』が活躍しました。会場へ来られなかった遠方の御客様にしっかりと展示商品を伝達させて頂きま
した。さらに６位になった「AirPods Pro」もリモート会議の際に聞き取りやすく大事なツールと言えるでしょ
う。しかし、駅のホーム下に落とす人が続出しているそうですが、これはヒット商品として、次の一手が見え
ているのかも…。【 第５位「檸檬堂」 】実は飲んだことがありません。今年の前半は「巣ごもり」で家飲みが多
く、夏にはビールの摂取量が急増して、思い悩んだ結果、試しにドライゼロ（アサヒのノンアル・ビール）を
購入しました。これが癖になりました。煙草をやめた時にニコレットが癖になった時と同じ気持ちです。（ちょっ
と変かな？）それまでは週に１回休肝日だったのが、週に１回活肝日になりました。とにかく、来年は安心し
て過ごせる良い年になって欲しいですね。

とうとう私も還暦を迎えてしまった。昔祖父が還暦を迎えたときは、子供ながらに本当にお
爺さんだなと思ったものです。確か熱田神宮前の弁天会館で親戚が集まって会を催したよ
なぁ。父の時は、まるは食堂で親戚が集まり、梅さんもまだ生きてみえたなあ。私もまるは
食堂で、しかしコロナ禍なので家族のみです。しかし自分がその年になったが…体は確かに歳を取ってい
るが頭の中はむかしのまま。体は爺さん頭脳は子供？どこかで聞いたような。でも確かに人生の終わりが
みえかけてきた。体力もやっぱ落ちてますね。流石に 60年酷使してきた体はいろんなところが悲鳴を上げ
てきています。水泳もレースがコロナの影響でなくなり、来年の2月のレースまでは中止が決定しています。
コロナで約 5か月プールにも行けなかった為、泳力もなかなか戻りません。コロナでいろいろと不自由な
時代ですがまだまだやりたいことはたくさんある。とりあえず体つくり、また一から順々に作り上げてい
かなければいけませんね。とりあえずこれからの人生設計を考えよう。嫁と旅行／ 65 才で 50Fr30 秒を切
る／バイクで 2か月日本一周／ストリートピアノ、とりあえず 70才でストリートデビューを目指します。
／バイオリンを始める／庭のつくりかえ／オーディオの配置変更／スキー1級に挑戦／ゴルフ・サーフィン・
テニスなどなど、やりたいことがいっぱい。その先の将来は体が動かなくなったら自分の記憶が PCに取り
込まれ、末端のアバターとしてフレームワークの世界の中で生き続けるってことになったりするのかな。
知りたいこともいっぱい。膨張宇宙はこの先どこまで広がっていくのか。他の知的生命体との遭遇、光速
を超えれる技術は開発されるのか。ブラックホールは光さえ脱出できない重力なのに、なぜ重力波は観測
できるのか。あ～知りたいこともいっぱい。仕事も再雇用していただき、しばらくは働けそう。とりあえず、
無理のないように体を作り直して、ぼちぼちいきますか。



山口　和也（製造部）

橋野　徳明（製造部）

嵐山に行ってきました

景色

3月のあるオフの日に、突然思い立ち京都を代表する観光地、嵐山へ行って来
ました。二十年ほど前にも一度行ったことがあり、当時は桂川にかかる渡月橋
からスタートして街並み散策から、トロッコ列車に乗車して渓谷美を楽しむ
コースで駐車場に苦労したので、今回は、トロッコ列車の終点であるトロッコ亀岡駅から
逆回りのコースにしてみました。朝 10時頃に亀岡駅到着。狙い通りスムーズに駐車でき、
無駄な時間を使わずにトロッコ列車に乗り込むことが出来ました。トロッコ嵯峨野まで桂
川の渓谷美を楽しみながら嵐山へ。竹林の小径を抜け古い町並みと、その先にある渡月橋
までぶらぶらと、のんびりとした時間を過ごしました。お昼は近ごろ特にお気に入りの豆
腐料理に舌鼓。帰りは、トロッコ列車で亀岡駅まで再び車窓を楽しみ、駅周辺を周遊して

いる馬車の馬に餌をやり、コーヒーを飲
みながら一息入れて帰路につきました。
十年前の小学生だった子供たちを連れて
のどこかせわしない観光とは、全く違う
趣きに時の流れをしみじみと感じた穏や
かな一日となりました。

僕は大日本紡績 ( ユニチカ ) 大高工場の跡地に建つ 13階建ての市営住宅の 13階に
住んでいます。 引っ越しをしてきて26年経ちます。大府市で生まれ､のどかな田舎(当
時 ) で育ったためか越してきた当初は騒音が気になり特に夜中にする JRの線路工事
が 始まると、拡声器で指示を出している声がうるさく窓を開けては眠れない時もありました｡ そ
んな部屋からベランダに出ると大高緑地公園の山が見えます｡ 夏になるといろいろな所の花火も
見ることができます｡そんな目の前に今、MMプロジェクト ( 仮称 ) マンションが建設中です。総
戸数 192 戸､入居時期 2021 年 12 月下旬予定だそうです。今までそんなに気にしてはいませんで

したが、コロナの影響で休日自粛生活の時、ベラン
ダでコーヒーを飲み くつろぐ機会が増えました｡自
粛期間中なのにも関わらず子供たちの遊ぶ声が緑地
から聞こえてきて目を向けると改めていい景色だと
感じました｡ それからはベランダに出て景色を見て
は癒されています。今の時期は緑だった樹もだんだ
んと色づき季節が変わっていくのが感じられます。
そんないい景色もマンションが建ってしまうとみえ
なくなるのが残念です。

2020年11月19日

問合先：情報本部
電 話：03(6910)3155

「新型コロナウイルス」感染拡大が全国に広がり、第三波が鮮明になる中、年末年始の恒例行

割が「忘・新年会を開催しない予定」 ～



阿部　かおる（特販部）釣りしてきました～
先日、GOTOキャンペーンを使って篠島へ行ってきました。目的は私が所属しているバンド
の親睦会＆釣り。最近釣りをちょくちょくします。釣り道 50年の師匠（72歳）がおり、教
えてもらいながらやってます。篠島は今回が 2度目。海上タクシーオルカで渡りました。天気
に恵まれたので、海の上はとても気持ちよかったです。1回目は漁港の船付き場、2回目は砂浜でした。1回
目は初めてのこともあり、釣れる気しかありませんでした。実際にこち、フグが連れ、ヒラメを釣った人も
いました。2回目は砂浜。こんなところで釣れるのかなと思ってましたが…釣れました！こち！ここでもフ
グを釣っている人がいたので、私もフグ釣ってみたかったですがだめでした。魚がエサに食いついて、ピク
ピクってしたときが快感♪笑。少し待って竿をあげるのですが、待ちきれずにすぐあげてしまうのでしょっ
ちゅう逃げられました。小さいころにハゼ釣りをしたことがあり、そのときエサをつけることを習得しました。
見ると気持ち悪いミミズみたいなごかい。なぜか平気でつけることができたのですが、糸が絡まったり針が

どこかに引っかかったりで、どちらかというと
釣りをしている時間より、セットしている時間
の方が長かったかもしれないです。岩魚を釣り
に岐阜に行くこともあります。結構山の上の方
に行くのですが、名人が一緒なので言われたと
ころに糸をたらすと必ず釣れます。すごいなと
いつも感心します。いつかこの名人に褒められ
るよう、大量に釣ってみたいな。 

with コロナの忘年会 コロナ時代の忘年会の形

◇出張忘年会

来店して行う忘年会ではなく、テイクアウトで料理や飲み物を揃えて

感染リスクを減らして行う方法。

人数に合わせて広い場所や外などでも行うことができるのがメリット。

◇時間は短めに

開催時間を短縮して忘年会を行うところも多いよう。

少しでも感染リスクを減らすために、時間を 2時間などと決めて

開催するのも一つの方法です。

◇少人数で何度も行う

社員の人数が多いという場合には、全員で忘年会を実施するのではなく、

少人数で何度も忘年会を行うというスタイルも多いようです。

少人数には少人数ならではの飲み会の良さがあって、

特に若者からはなかなか人気の様子。

◇オンライン忘年会

オンラインでの忘年会を実施する会社も多いようです。

自分の飲食物だけを用意すれば良い、終電を気にしなくて良い、

二次会がないなどのメリットを感じる人も多いようです。

事である忘年会や新年会を、今年は「開催しない予定」の企業が約9割にのぼることがわかった。

イート」や「GoToトラベル」など、消費刺激策を継続

しているが、企業は従業員の感染防止に細心の注意を払っているようだ。

東京商工リサーチが実施したアンケート調査で、有効回答1万59社のうち、忘年会や新年会を

％（8,840社）だった。大企業が92.9％、中小企業が

割近い企業がコロナ禍で慎重な年末年始を迎えそうだ。

、北海道で93.0％（589社中、548社）に達した。他の

都府県より感染拡大が深刻で、自粛する企業が多かった。

社）で、9割を超える企業が開催しない意向を示した。

新型コロナ感染拡大で、新しい生活様式への対応に取り組んでいた飲食店や、ホテル・旅館な

どを中心に、年末年始の稼ぎ時に第三波の影響が直撃する可能性が高まっている。
日にインターネットによるアンケート調査を実施し、有効回答1万59社を集計、分析した。

億円未満（個人企業等を含む）を中小企業と定義した。
◇ ◇

億円以上）では、

75.7％

社）にのぼった。「昨年は開催せ

272社）で、

億円未満、個人企業な

ど）は、「昨年開催し、今年は開催しない予定」が

社）。「昨年は開催せず、

社）で、合

社）が「開催しない予

定」だった。大企業だけでなく、中小企業でも感染リ

スク予防にシビアに取り組んでいることがわかった。

飲食店は、法人需要だけでなく、個人の小規模な

貴社では「忘年会」または「新年会」を開催しますか？（択一回答）

が「実施しない予定」

昨年開催し、

今年も開催予定, 

1,169社, 11.62%

昨年開催し、

今年は開催しな

い予定, 

6,718社, 66.79%

昨年は

開催せず、

今年も開催

しない予定, 

2,122社, 21.10%

昨年は

開催せず、

今年は開催予定, 

50社, 0.50%

（全企業 10,059社）

昨年は

（資本金1億円未満 8,475社

「忘・新年会に関するアンケート」調査

～ 企業の約 9割が「忘・新年会を開催しない予定」 ～

【東京商工リサーチ調べ】
2020年11月9日～16日にインターネットによる
アンケート調査を実施し、有効回答1万59社を集計、分析

年末に向け忘年会シーズンとなっていきますが、コロナの収束

が見えない中、これまでと同じように忘年会をするというのが

難しくなってきています。with コロナ時代の忘年会の形はどの

ように変化しているのでしょうか。


