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　早いもので組合機関誌「はくさん」が第15
号を迎えることとなりました。これもひとえ
に、編集委員の方々の熱意とご尽力の賜物で
あり、敬服申し上げ御礼申し上げます。
　株価の暴落低迷、失業者の増加等未だ景気
が低迷したままの状況が続いている中、衆議
院議員選挙では自民党が大敗し、民主党政権
が誕生しました。
　その政策の柱としては公共事業の中止、削
減、大幅な予算の見直し等の大企業のリスト
ラ策と同様の支出の削減策ばかりが連日報道
されています。
　肝心の根本となるべき景気浮揚策が殆ど見
当たりません。
　我々の事業に関係する政策としては、雇
用調整助成金制度、返済猶予法、位しか見
当たらず、9月時点の30歳前後の若年層の
完全失業率は7.3％、失業者数は仙台市の総
人口に匹敵する100万人と過去最悪を更新
して、とんでもない数字となっております。
こんな状況の中、企業内失業から完全失業へ
の移行を遅らせるための延命策に過ぎない
としか思えません。法人税率の引き下げ法
改正も十分な利益が出るような状況になっ
てこそのものであり、当面さして有効な施
策とはならないのではないでしょうか。

　100年に一度の大不況と言われている中
でも我が団地の組合員並びに組合の業績は比

較的順調に推移して参りました。しかしな
がら日銀は、現在のデフレ状況は再来年の
2011年度までは続くと予想しており、景
気上昇は当分期待できそうになく、厳しい状
況が続く覚悟が必要のようです。

　更なる経済環境の悪化に備え、自助努力を
していかなければなりません。
　楽天イーグルスのクライマックスシリーズ
出場、ベガルタ仙台の J1昇格、等、周囲に
は明るい話題もあります。我々もこの明るさ
に乗っかって更に良い方向に向かいたいもの
です。

　昨年4月に団地移転準備委員会を設置し、
随時代表者会議でも御説明したとおり検討を
重ね、移転準備を進めてまいりました。しか
しながら移転予定地、跡地、共に課題の解決
が進んでおらず、更には仙台市の担当部局の
人事異動、市長選挙も重なり、中断状態であ
ります。今後も検討を重ねていきますが、当
初予定のスケジュールよりは遅れることにな
りそうです。

　今後とも組合員各位のご期待に添えるよう
努力していく所存ですので、組合運営並びに
組合事業への積極的な参加と、ご指導ご鞭撻
をお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただき
ます。

仙台工業団地協同組合　理事長

塚本　健治

ごあいさつ

理事長挨拶
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1．健康寿命

　健康寿命という言葉があります。他人の力を借りなくても自立して生活できる寿命の事を指し、わが国は平

均寿命と同様に健康寿命共に世界最高水準にあります。現役でバリバリの皆さんには縁のない話と感じられま

しょうが、健康寿命は男性で72歳程度ですので、そんな遠くはなく、この言葉を身近かに思うことになります。

　「 長生きして、ヒトの手を借りずにポックリと」は多くの人の願いとされていますが、相応する年になってこ

れを願っても遅すぎます。健康寿命など意識のない皆さんの年代から何らかの対策をしておかないとうまくい

かない事は容易に想像できることでありましょう。そうです。現役の年代から体の手入れ、健康維持は必須で

す。第一、健康でないと今の仕事にも打ち込めません。昨今はマスコミで健康についてのキャンペーンも増え、

政府は国民のメタボ対策に着手しており、みなさんも健康に関心が高まっておられましょうが、今回は、この

点について説明いたしましょう。

　健康寿命を短縮する要因は平均寿命を短縮する要因とほぼ同じです。図1に日本人での死因の変化を載せま

した。目に付くのは「がん」です。わが国では3人に1人はがんで亡くなっています。また半分近くのヒトは心

臓や脳の「 血管障害 」（ 心筋梗塞、脳梗塞、脳卒中など）が問題である事がわかります。老衰という形は20人

に1人くらいしか取れていません。

図1　日本での死亡率の推移

健康で毎日の仕事を
NTT 東日本東北病院　院長　佐々木　毅

解説
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2．まず現在の状態をチェック

　自分、家族のために、会社活動の推進のために健康増進を、それにはまず人間ドックで体のチェックをなさっ

ておられる方も多いでしょう。その通り、まずは自分（の健康状態 ）を知ることがスタートです。何せ、がんあ

るいは血管障害の克服には先手必勝、早期対応が極めて有効ですから。

1）がんの検診

　とはいえ、なぜ人間ドックが有効だとはあまり知らず、安心感を得るために行くこともあるのではないでしょ

うか。ドックではがんの早期発見が大きな目的のひとつです。例えば最近本邦で増加している大腸がんでは便

の血液の混入があるかでスクリーニングを行います。これは図2に示した理由からです。進行した大腸がんは

転移、抗がん剤に抵抗などの問題があるので手遅れとなる事も少なくない。故に早期に発見しがんの除去を図

ります。大腸がんになる前にはポリープの状態があり、これらが、ある割合でがんに変化してゆくことが判明

しています。ポリープからは出血しやすいので便の血液（ 潜血 ）反応をチェックし、陽性の場合に大腸に関す

る内視鏡検査を行います。もっとも良性の場合も多いので、ポリープがあったからといってすぐに取ったりは

しません。ポリープが大きくなったり、一部の組織検査を行い、がんになる危険性が高いあるいは早期がんの

可能性があるときに摘出すれば大腸がんへの進展を未然に防げると言うわけです。ポリープを経ないでがんに

なる場合もありますから初めから内視鏡検査を行うというやりかたもあります。

　さてがんの検査は一回受ければ安心と言うものではありません。なぜならがんは毎年、少しづつ成長してく

るからです。実際に図3では胃がん、大腸がん共に一回受けただけでは不十分で毎年検査を受けると早期がん

を良く見つける事ができるのを明快に示しています。

　内視鏡検査のほかにも種々のがんのチェック方法があります。X 線検査等は良くご存じと存じますが、チェッ

ク法の一つに腫瘍マーカー検査があります。血液一滴でがんがあるかを推定できるとして週刊誌にもてはやさ

れました。前立腺がんの PSA、大腸がんの CEA、CA19−9、肝臓がんの AFP、PIVKA Ⅱなど種々認めら

れています。ただこれらは良性の疾患でも陽性となる事があります。がんの精密検査のきっかけとなるものと

図2　大腸ポリープから大腸がんへ進展
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ご理解下さい。各種のがんを、極め

て感度良く検出できる検査として

PET 検査が健診でも行われていま

す。お金がとてもかかるのが難点で

すが、無症状のうちにこの検査で発

見された例も少なくなく、注目され

ています。もっとも、すべてのがん

を検出できるわけではない事も念頭

に入れておきましょう。

2）メタボのチェック

　脳や血管障害がわが国での死因の

半分を占めています（ 図1）。私た

ちはこの点にも充分な対策が必要で

す。現役の皆さんの過労死の3/4

も血管障害によりますし（ 図4）、

血管障害の主たる原因である動脈硬

化症、高血圧症は若い時から始まり

ます。長い年月を経て障害を生じま

すので若い時からの注意が肝要で

す。

　本邦では食生活の欧米化により糖

尿病も飛躍的に増加してきました。

日本では、1960年代より30倍

も糖尿病の患者さんが増え（900

万人 ）、近くには2000万人にも

なるのかと推定されています。糖尿

病、肥満、高血圧症があるとまっし

ぐらに動脈硬化症が進む危険因子で

あり、政府はメタボと称して、それ

からの脱却宣言を行いました。高脂

血症を含むこれらの病気で怖いの

は、痛いなどの嫌な症状が病気が進

行しないとない事です。図5をご覧

下さい。糖尿病では初期は無症状で

す。ハッと気付くと目には見えない、腎臓がとても悪くなっているのです。高血圧症、高脂血症、高尿酸血も

同じで、軽く症状の出るヒトもいますが、突然と脳卒中になったなどのエピソードは、以前はしばしばあった

事です。この無症状の時期は早期ですから治療すれば有効ですし、心臓、脳、腎臓などの血管障害も未然に防

図3　胃及び大腸がん発見と受診回数

図4　職場での疲労死は脳血管疾患が多い（過労死328例）

図5　糖尿病の臨床経過
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げます。国を挙げてメタボ健診、メ

タボ対策と言っているゆえんです。

症状はなくても健診を受け、対策を

立てる。これが基本です。脳の動脈

硬化症の程度を簡単にかつ安く検査

する方法を紹介しましょう。頚動脈

エコー検査で私達の病院、健診セン

ターで多くの方に行っています。こ

れは首の部分で軽く探知器具を当て

るだけの検査です（ 図6）。動脈硬

化症が進むと頚動脈の壁が厚くな

り、プラークという将来に血栓を作る危険性が高いものができてきます。頚動脈エコー検査ではこれらの動脈

硬化性変化を簡単にチェックできますので、進行しないように対応策がたてられるというわけです。

3．予防策が一番

　さて、チェックはとても大切ですが、一番は日頃か

らの予防策です。なんとなく頭でわかっていても苦手

なところでしょう。厚生労働省ではメタボ対策として

図7を挙げています。これを少し具体的に説明しま

しょう。

　図8は当院健診センター受診者で肝臓、脂肪、糖、

高血圧などの異常があった方々に簡単な指導を行い、

1年で3kg 以上の減量ができたヒトでの検査結果で

す。3/4の方々は驚くほどに諸検査が改善しています。 図7　メタボ対策

図8　一年で3kg 以上の体重減少した人での異常値改善率（289例）

図6　プラーク、血管壁の厚さは動脈硬化の指標
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早めにチェックできれば、1年に3kg だけの減量で（ 薬を用いることがなくても）健康状態に近くなれること

を示しています。「 皆さん、当院のドック健診を受け、指導を受けてください。」健診担当の先生方はそう話し

ています。

1）運動

　予防はまず運動です。大雑把な目安としては一日一万歩を歩く事が勧められます。汗ばむ程度に100分行

うウォーキングに相応します。が、皆さんはそんな時間を取れないと言われましょう。ただ、日常生活での動

き方も勘定に入ります。一日20分程度の歩き（2000歩程度）に加えて、てきぱきと動く、なるべく階段を使う、

足ふみなどを心掛けられたらいかがでしょうか。特に時間のない方は図9を参考にされたらと存じます。

2）食事

　食事内容も常に考えるべき事項です。①一日3食よく噛んで　②腹八分目にてゆっくりと食べる　③野

菜や海草を十分に摂り、一方で間食を取らない事が基本です。165cm、60kg でデスクワークの方は

1800kcal、物を運ぶとか、激しい動きを行う方は2100kcal 程度が目安となりましょう。ちなみに昼食

のカロリーはどれだけでしょう。またアルコールはどれくらいに換算できましょうか（ 図10、11）。当院に

お出で戴ければ栄養士、保健指導士が丁寧に説明してくれます。

図9　筋力アップで効果的に減量
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3）しっかり禁煙

　これも愛煙家には耳に痛い話です。ただ現代医学ではタバコの人体への害がはっきりしています。肺がん

になりやすい事はもとより、血管障害を助長します。肺がん、血管障害を逃れたとしても高齢になった頃に

COPD という呼吸器障害を生じて苦しい日常生活を送らねばなりません。今からでも結構です。禁煙しましょ

う。やめられない方は当院の禁煙外来にお出で下さい。多くの方が無理なく止められているようです。毎週火

曜日の午後に行っておりますのでお問いあわせ下さい。

4）その他

　上記1）2）3）は日常生活で規制を行うようなことがらばかりでした。が、楽しく過ごす事も体にとても良

いのです。糖尿病の先生が患者さんに自分の落語を聞かせ、たくさん笑ってもらった後に血糖値を測定すると、

殆どの方で血糖が改善したと報告されています。明るく笑って毎日を過ごす事は健康維持にとても良いのです。

同様に医療において音楽療法が注目されています。好きな音楽を聞くと精神活動のみならず健康に良いとされ

ています。カラオケがお好きな方はこれを楽しむ事が体に良いというわけです。もっともタバコをプカプカ、

お酒もたくさんでカラオケではどんなものでしょうか。最後に皆さん、歯などの手入れを定期的になされてい

ますか。口の中は外界（にいる諸々の細菌など）と接するところで人間の弱点ともいえます。のどの炎症や歯槽

膿漏などは動脈硬化を悪化させ、一方で口の中を清潔に保つと肺炎に進行しにくいなどが知られています。た

ばこが良くないのもここでも関連します。少なくても年一度は歯医者さんを受診しましょう。

図11　アルコール、ジュースのカロリーは？図10　昼食のカロリーは？
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　2009年10月8日〜 15日まで妻と共に、イ
タリアへ1週間の旅行に行ってきましたので、日記
風にまとめてみました。なお、このツアー客は25
名ほどで、新婚の方や年配のご夫婦など年齢層も
様々で、旅行中、次第に皆さんと仲良くなったのも
旅の楽しみのひとつとなりました。

1．台風の中ローマへ（1日目）
　出発の日はちょうど台風18号が日本へ接近し、
欠航が相次ぎ、私たちが乗る予定の飛行機も飛ぶ
か飛ばないか分からない状態でしたが、予定通り
午前9時35分離陸しました。離陸後は非常に大
きな揺れを感じ、窓から外を見ると飛行機の翼が
大きく揺れているのが分かりました。高度7,000
メートルぐらいで揺れもおさまり、北極圏の方向
へと時速1,000km くらいの速さでフランクフル
ト空港へ向かいました。フランクフルト空港は非
常に広く、成田空港と比べても1.5倍〜 2倍ぐら
いの大きさでした。しかし、乗り継ぎの時間まで
30分ほどしかなかったため、EU への入国手続き
を駆け足ですませ、ローマのフィウミチーノ空港
へと向かいました。
　フィウミチーノ空港には午後5時35分に到着し、
日程表では日本から8時間ほどの表示であったが、
現地時間で表示してあったので実際は12時間以上
かかりました。時差のせいで眠いのか眠くないのか
分からない状態で、その日はそのままホテルへ向か
いました。イタリアのホテルは日本でいう1階を0
階と示しており、ロビー部分は階にかぞえないよう
でした。

2．ナポリ〜カプリ島、青の洞窟（2日目）
　朝7時にロビーへ集合してバスでナポリへ向かい
ました。バスの中では、ホテルが用意したパンやハ
ムなどのランチボックスを皆は食べていました。私
は食欲がなく、その時は食べずに、途中でサンド

イッチを買って食べました。ナポリまでの道のりは
230km あり、途中サービスエリアへ寄りながら
の旅でした。なお、トイレは日本と違い、トイレの
入口にいる管理人にチップを渡して中に入ります。
洋式トイレでしたが、便座が無く非常に驚きました。
また、管理人がいるのに清掃がされておらず、きた
ないトイレでした。イタリアではこれが常識でとて
も違和感がありました。

　3時間くらいかかりナポリへ到着。イタリア人の
ガイドが付き、カプリ島行きの高速船に乗るまで
30分ほど、周りの歴史ある聖堂や、何千人と乗れ
るような豪華客船を写真撮影していました。カプリ
島へ行く途中は、霧が濃く周りが見えない状態でし
たが、島に近づくにつれ霧も晴れてきて45分間ほ
どで島へ到着しました。イタリアの海はとてもきれ
いで青々とした海が一面に広がっていました。その
後30名ぐらいの小さな船に乗り換えて青の洞窟へ
向かいました。洞窟へ入るには、さらに小さなボー
トに乗り換え、寝るような状態でなければなりませ
ん。洞窟の中では、海一面が青く光っており夢の中
にでもいるような幻想的な世界でした。日光の反射
によって海面が青く光るのだそうです。波が高い時
にはボートが入れずに見られないことも多々あるそ

青の洞窟

寄稿

イタリア縦断旅行記
梶原電気㈱　梶原功一郎
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うです。運良く私たちの時は、波も穏やかで入るこ
とが出来、非常にラッキーでした。

　その後カプリ島の港に戻り、トロッコ電車に乗っ
て島の頂上にある民家のようなレストランで昼食を
食べました。出てきた料理は山盛りのボンゴレと肉
料理、そしてデザート。イタリアではパスタは前菜
にあたるようで、パスタだけを頼むことはなく、必
ず主食がつくようになっているようです。昼食を美
味しく食べた後、散策と写真撮影など観光をしまし
た。帰りは来た時と逆にローマへ戻り、ホテルへ着
いた時には夜の7時ぐらいになっていました。ホテ
ルでの夕食は、サルティンボッカというローマ風牛
肉ソテーとペペロンチーノでした。

3．ローマ市内〜バチカン（3日目）
　朝4時頃に目が覚めてしまい、外を見ると土砂
降りの雨と雷が鳴っていました。朝食を食べ、7時
30分に集合し、バスでローマ市内の観光へと向
かいました。20分ほどでバチカン市国の検問所に

着き、そこには世界各国から来た人々で溢れていま
した。検問所を通過してバチカン美術館に着き、こ
こでは現地の日本人ガイドが付きました。中に入っ
て間もなく、創世記を主題としたミケランジェロの
天井画が一面に広がり、システィーナ礼拝堂にある
最後の晩餐などのイタリアを代表する世界的文化遺
産を見学しました。いつもは美術館の中では立ち止
まって見学したり、説明を聞いたりできないほど、
世界中からの観光客で溢れているそうですが、土砂
降りの雨のため観光客が少なかったようでガイドか
らの説明をじっくりと聞くことができました。

青く光る洞窟内

バチカン美術館

スペイン広場

ボンゴレロッソ
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　バチカン美術館を後にし、ローマ市内の観光へと
向かいました。ローマ市内にあるベネチア広場では
写真撮影をしたり、トレビの泉では泉の中にコイ
ンを入れたりとローマの街を満喫しました。また、

「ローマの休日 」のワンシーンに使われたスペイン
広場や古代ローマ帝国の軌跡がたどれるコロッセオ
という闘技場を観光し、古代ローマ史跡を散策しま
した。
　夕方になりバスでカレンツァーノへ移動して、ホ
テルで夕食をとりました。

4．ピサの斜塔〜フィレンツェ（4日目）
　朝食をホテルで済ませた後、朝8時にロビーに
集合して、バスでピサの斜塔へ向かいました。ピサ
の斜塔にある駐車場は大型のバスが止められないた
め、途中の駐車場から20分ほど歩きました。ピサ
の斜塔の高さは8階建てで、テレビや写真で見るよ
りも傾いているように見えました。この傾斜は建築
の時点から地盤沈下によって傾いたそうで、途中で
中止せずに4階部分から上の階は、傾斜と逆の方向
へ向けて建てたそうです。危険なために中に入れな
い時期もあったそうですが、現在では観光スポット
になっていて最上階へ登ることができます。しかし、
今現在も少しずつ傾いていて、倒れないように日々
検討されているそうです。中に入ってみると298
段の階段が、らせん状になっていて幅が2人分ぐら
いしかなく、すれ違うのも大変でした。階段を登っ
ていくと傾斜があるので、外側では外側の階段へ、
内側では内側の階段へと重心が傾斜している方へ傾
くので、とても不思議な感覚でした。最上階での
360度広がる見晴らしは、とてもきれいで写真撮
影をしました。この最上階ではガリレオがリンゴを

落として重力の実験をしたそうです。

　その後はフィレンツェ市内へ移動して、昼食にき
のこのパスタを食べましたが、この頃にはイタリア
料理に少し飽きてきていました。昼食後には徒歩で
ルネッサンスの傑作を集めたウフィッツィ美術館や
ドゥオモ（ 花の聖母寺 ）を観光し、街の至るところ
には歴史的な建造物があり、ルネッサンスの文化が
街中に溢れていました。また、ここでは皮革製品店
が多く、1時間ほど店内を見て気に入った皮のジャ
ケットを購入しました。

コロッセオ

フィレンツェ市内

ピサの斜塔
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　夕食はフィレンツェ市内でビステッカ・フィオレ
ンティーナというフィレンツェ風のステーキを食べ
ました。この頃には他のツアー客たちとも仲良くな
り、楽しく夕食を食べました。8時頃にホテルの部
屋に戻り、電気を点けようと思ったら電気が点かず、
停電になっているようでした。皆でロビーに集合し
て30分ほどで停電は直りましたが、イタリアの B
級ホテルでは、日常茶飯事のことだそうです。

5．ベネチア（5日目）
　朝食をホテルで済ませた後、朝7時30分に集合
し、バスでベネチアへ向かいました。ベネチアは島
のようになっており、本州を道路と鉄道でつながっ
ていて、そこから見えるベネチアの風景が幻想的で
した。4時間ほどでベネチアの入口に着き、そこで
バスを降りました。その後、小さい船に乗り換えて
ベネチア市内へ向かいました。市内に到着後、昼食
のイカ墨パスタを食べました。ベネチアではベネチ
アングラスというガラス細工の店が数多くありま
す。また、聖マルコを祭るために建てられたサンマ

ルコ寺院やドゥカーレ宮殿を観光しました。テレビ
で見ていてとても優雅なイメージがあったゴンドラ
遊覧は、実際乗ってみると、海水は生活排水で汚れ
ていてイメージとは大分違いました。1周40分ほ
どでしたが、帰る頃には満潮になっていて、終点の
サンマルコ広場のあちらこちらには水溜りができて
いました。ベネチアでは地盤沈下が進んでおり家の
1階部分が浸水し、2階部分から生活空間として
使っているそうです。また、物価の高騰もひどく人
口は以前の半数になっているそうです。

　ベネチア市内の観光を終えてメストレのホテルへ
向かいました。アメリカ企業系列のホテルで、今ま
で宿泊したイタリアのホテルと比べると、とても快
適で私たち日本人に合っていたと思います。ホテル
で夕食を食べた後、仲良くなったツアー客の人たち
と1時間ほど歓談しました。

6．ベローナ〜ミラノ（6日目）
　この日も朝早く、いつものように7時30分に集
合し、バスで1時間30分ほどかかり古都ベローナ
へ着きました。テレビや舞台などで見たことのある
ロミオとジュリエットの家を観光し、街中の至ると
ころには遺跡が残っていて散策と写真撮影をしまし
た。その後は、バスで2時間ほどでミラノへ着きま
した。昼食にリゾットとカツレツを食べましたが、
おかゆのようなリゾットとわらじぐらい大きいカ
ツレツが出てきて、あまりの大きさにびっくりしま
した。ミラノ市内では世界で初めて建築されたアー
ケードを散策したり、ゴシック建築の大傑作ドゥオ
モやミラノ最大のルネッサンス建築スフォルツェス
コ城などを観光しました。ゴンドラ遊覧

ベネチア市内

ドゥオモ
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　この日は早く、夕方5時ぐらいにホテルへ着きま
したが、この日の夕食は各自で食べることになって
いました。タクシーで食事に出かけた人たちもいま
したが、私たちはイタリア語が話せないので添乗員
さんと一緒に9名で、近くのレストランに入りまし
た。メニューを見たのですが、イタリア語で書いて
あり分からないので、この時も添乗員さんにお任せ
しました。皆で食事を済ませた後は、ジェラート店
へ行きました。お店は夜12時までやっているそう
です。色々な味があり、私は食べなかったのですが、
皆は美味しそうに本場のイタリアンジェラートを食
べていました。

7．ミラノから成田へ（7日目）
　この日は帰国するだけなので、集合の10時まで
部屋でゆっくりしていました。ミラノのマルペンサ
空港発午後1時20分の飛行機で、ドイツのミュン
ヘン空港へ向いました。ミュンヘン空港から成田空
港への飛行機の乗客はほとんど日本人でした。帰路
はモスクア上空を経由し、12時間ほどかけて成田
空港へ着きました。日本に着いた私たちは待ちに
待った日本食のレストランに入りました。イタリア
料理ばかり食べていたので、ここで食べた鉄火丼と
味噌汁は、非常に美味しく懐かしく日本に帰って来
たことを実感しました。

　イタリアは街中至るところに壮大な歴史的建造物
があり、その迫力とスケールの大きさに感動しまし
た。また、日本人と比べてイタリア人のおおらかさ
を感じて、とてもいい経験をさせていただきました。
なかなか行く機会がなく難しいと思いますが、イタ
リアへまた行きたいと思います。皆さんにもイタリ
アへの旅をお勧めしたいと思います。

世界初のアーケードリゾット

ロミオとジュリエットの家
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1．悲願のクライマックスシリーズ進出
　今シーズン球団創設5年目で、初の A クラス入
りし、クライマックスシリーズ進出を果たした東北
楽天ゴールデンイーグルス。
　10月16日㈮クリネックススタジアム宮城（K
スタ）で行われた、クライマックスシリーズ第1ス
テージ第1戦（vs 福岡ソフトバンクホークス）を、
社内の同僚と観戦してきました。
　これまで社内の人間で出掛けた幾度かの観戦で
は、楽天が負けてばかり。「もしや、また今日も負
けてしまうのか」と一抹の不安を感じながら球場へ
と足を運んだのですが、球場入りして間も無く、そ
の不安は消え去りました。この日は今までのレギュ
ラーシーズンの試合とは違って、試合開始前から観
客席はライトスタンドのほんの一角以外イーグルス
ファンによって埋め尽くされていたため、球場全体
がクリムゾンレッドに覆われ、ホームアドバンテー

ジを漂わしていたのです。この強烈なアシストに
イーグルスナインが応えるかのように、初回から先
頭打者ホームランを放ち、その後も3本のホーム
ランが飛び出し、ダブルスチールは成功する、相手
がタイムリーエラーを献上とお祭り騒ぎ。投げては
エース岩隈久志が完投し、大事なクライマックスシ
リーズ第1ステージの初戦、イーグルスが11−4
でホークスに快勝しました。
　試合後には、「 日本一を目指して……てっぺん取
るのは本気ですからっ !」とヒーローインタビュー
で岩隈が雄弁に語るや否や、球場を埋め尽くす、
21,000人を超す超満員の観客は大いに盛り上
がり、更にはベンチ裏に下がった指揮官を、グラウ
ンド内に呼び戻そうと沸き起こった、割れんばかり
の野村コールも、なかなか止むことはなく、試合後
の勝利の宴は、長く続いたのでした。

座席からの眺め

東北楽天イーグルスクライマックスシリーズを観て思うこと
東工業㈱　営業技術部　塚本　康治

寄稿
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2．球場からベースボールパークへの変貌
　思えばイーグルスがまだ存在しなかった時の、以
前の県営宮城球場と言えば、球場内の設備は酷く老
朽化し、年々プロ野球の公式戦開催が減少していた
印象があります。学生時代、野球部所属時に、初め
て県営宮城球場内に足を踏み入れた時に目撃した、
ボロボロのベンチ裏設備や、雑草が生い茂りタンポ
ポも顔を出す外野グラウンドの芝生を、今でも鮮明
に記憶しています。
　それが仙台に球団が誕生し、球場の運営管理が自
治体から球団に移ったことにより、ベンチや芝生な
どのグラウンド内は綺麗に整備され、また座席も全
てが背もたれ付きで、尚且つ種類豊富なものに生ま
れ変わりました。また球場外には、数多くの飲食店
だけでなく、子供が遊べる遊具や乗り物が点在し
て、娯楽性に優れており、一球場が一テーマパーク
になってしまったのですから、楽天球団の行動力に
は目を見張るものがあると思います。

3．5年間での選手の成長
　この5年間でイーグルスの選手達も大きく成長
し変わりました。大阪近鉄バッファローズ消滅に
よる球団再編が起こり、分配ドラフトによってイー
グルスに集まってきた選手は、1軍での試合出場
が乏しく、名前を聞いたことがないような選手や、
他球団で解雇された選手の寄せ集めがほとんどで、
まさに絵に描いたような弱小球団。プロとは思え
ないエラーの連続だったのが、たった5年でクラ
イマックスシリーズを戦うまでに成長したのです
から、これも偏に2年目から指揮を執った名将野
村克也監督の指導の賜物なのでしょうか。その野
村イーグルスの集大成ともいえるクライマックス
シリーズでの戦いを観戦できて、本当にいい経験

になりました。

4．仙台に根付くスポーツ文化
　残念ながらクライマックスシリーズ第2ステー
ジで北海道日本ハムファイターズに敗れてしまい、
イーグルスは日本シリーズ進出を果たせませんでし
たが、レギュラーシーズン後も続いた今年のイーグ
ルスの快進撃は、テレビ、新聞などマスコミを賑わ
せただけでなく、暗いニュースの多い地元宮城、そ
して私達の職場に、明るい話題を提供したのではな
いでしょうか。
　仙台には他にも、来季から7年ぶりに J1リー
グに復帰するベガルタ仙台や、昨年、一昨年とプ
レーオフまで進出し、優勝まであと一歩だった仙台
89ers と、野球以外にも、サッカー、バスケット
ボールのプロスポーツチームが仙台に本拠地を置
き、活動しているわけですから、間近でプロのプレー
を見られる環境にあります。

　試合中はお酒が入って応援に力が入り、職場では
見せない同僚の表情を垣間見れたり出来るのがス
ポーツ観戦。
今後も会社で機械を作るだけでなく、（ 一緒にス
ポーツ観戦する）“ 機会 ” も作って、同僚との親交
を益々深めていきたいと思っています。

球場に飾られた巨大サインボール

防寒着での観戦風景
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　小生、学生時代にラグビーにどっぷりつかり、授
業には出なくてもグランドには出るような状態で、
出身学部は「ラグビー部 」というほどであった。年
はとっても、今頃の季節になると何となくラグビー
に関する記事や TV が気になってくる毎日である。
しかも今年は NZ と豪州の定期戦（ブレディスロー
カップ）が行われるとあっては、何が何でも生で観
戦しなければならず、息子にチケットを取らせ上京
した。以下は定期戦の観戦記とともに、日本ラグビー
界のニュースやラグビーの魅力（ 主観的ですが）な
どをまとめてみた。

1．ブレディスローカップ観戦記
　ラグビー界の最高のライバルが本気で戦う世界最
高峰の定期戦といわれるニュージーランド（NZ）代
表と豪州代表による伝統の対抗戦（ブレディスロー
カップ）が、10月31日㈯東京国立競技場で開催
された。現在のラグビーの世界ランクは、1位南ア
フリカ・2位 NZ・3位豪州であり、ランク2・3
位の伝統ある国代表がガチンコ勝負することが日本
で実現するなどは、ラグビーファンにとって考えら
れないような出来事である。恐らく IRB（ 国際ラグ
ビーボード）が2019年 W 杯の前哨戦として企画
したものと思われる。
　結果的には、入場料70,000円〜 7,000円と
高額にもかかわらず、競技場はこのビッグゲームを
待ちかねたファンでほぼ満員となり、約45,000
人のラグビーファンが内外から集まり、両国に熱い
声援を送り続けた。また、記念グッズ販売店（2店）

の品物は、試合開始前に完売となるなどファンの熱
気はグランド外でも熱いものがあり、IRB はもとよ
り日本の関係者も胸をなで下ろしたことだろう。

　戦前の予想では「スピードの NZ 対組織の豪州 」
と言われていたが、とにかく両チームの個人のス
キルとハートの強さには圧倒された。何しろ体重
100kg 前後の人達がトップスピードで激突した
り、ジャンプしながら空中でボールを奪う時などは
思わず満員の観衆が固唾を呑む思いをするなど迫力
満点です。しかも、どれほど激しく当たっても、お
互い平気な顔をしてすぐ次のプレーに参加するの
で、ゲームが中断せずテンポよく流れるのは、見て
いて気持ち良いものであった。
　また、両国ともスキルとハートだけでなく技術力
もすぐれたものがあり、ハンドリング・キック・ボー
ルコントロールなど卓越した技術力を披露してくれ
た。たとえば、ゴールキックは両軍合わせて11本
あり、成功したのは10本で9割以上の成功率であっ
たことからも理解される。
　試合は前半13−16とリードされた NZ が、後
半初めにトライしてリードすると、その後は強い当
たりで豪州のミスや反則を誘い着実に得点を重ね、
最後は32−19で NZ の勝利となった。結果的に
点差は開いたが、後半半ば過ぎまでは一進一退の接

東京タワー前に出現した巨大ラグビーボール

ラグビー雑感（ニュージーランド代表と豪州代表戦を見て）
東北ボーリング㈱　顧問　宮川　和志

寄稿
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戦が続き最後まで緊張感のあるゲーム展開で、世界
のトップチームの激突を満喫した。

2．最近のラグビー界の話題
①2019年ワールドカップ開催
　サッカーほど知られていないが、ラグビーも4年
に一度ワールドカップが開催されている。日本は過
去3回アジア代表で参加しているが、勝利したの
は第2回大会のジンバブエ戦一度だけで、いずれも
予選で敗退している。地域的には英国を中心とする
ヨーロッパ・南アフリカ・NZ・豪州がトップクラ
スで、体力的に劣る日本は、国際大会ではどうして
も劣勢を強いられている。
　しかし2019年に日本でワールドカップを開催
することが決定したので、これからこれまでにない
強化策が実施され、せめて予選通過はして貰いたい
ものである。なお、国際試合の外国人登録はサッカー
ほど厳しくないので、うまく外国人を補強できれば
と、人頼みの気持ちもあるが。
　ちなみに、2019年のワールドカップの試合は
仙台のユアテックスタジアムで見ることができま
す。世界レベルのゲームが仙台で直接観戦できます
ので、皆さんも楽しみにしていてください。

②ラグビーがオリンピック種目に採用
　何と2016年と2020年のオリンピックでラ
グビーが正式種目になったのは驚きです。ただし
正式のラグビーは15人でプレーしますが、オリン
ピックではプレーヤーが7人しかいない7人制ラグ
ビーが採用された。なぜこのようになったのかはよ
く分かりませんが、7人制の場合は、戦力の均等化
や試合の消化（ハーフ7〜10分）の速さなどが要
因ではないかと思います。また、女子の部もありま

NZ試合前の雄叫び（ウォークライ）

キックオフ

ラインアウト

最終スコアボード

スクラム
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すので一層華やかさが加わるでしょう。
　皆さんはラグビーは15人でするものと思ってお
るでしょうが、7人制ラグビーも世界大会やアジア
大会などがあり、本流ではないもののゲーム感やス
タミナを養うために普及している。日本の実力は余
り高くはありませんが、展開力が求められるだけに
15人制よりは望みがあるかもしれません。しかし
地域予選がどうなるか分かりませんが、フィジー（7
人制W杯2回優勝）をはじめとするオセアニア勢
が強いので、簡単にオリンピックに出場できるかど
うかは予想できません。ただし、オリンピックを契
機に国内でのラグビーの知名度が上がることは確か
でしょう。
　ところで、あまり知られておりませんが、宮城県
の7人制ラグビーの歴史は古く、ラグビーの普及を
目的に昭和6年に「東北・北海道7人制ラグビー大
会」を東北大学ラグビー部が主催している。戦争で
一旦中止したが、昭和25年4月29日に仙台で復
活第1回が開催され、昨年は、60回記念大会が4
月29日に開催されている。今回オリンピック種目
に採用されたことは、一時的であれ7人制ラグビー
に関わってきた者として嬉しい限りである。

3．ラグビーの魅力
　ラグビーを始めると、年に関係なく熱中する人が
我が身の近辺に多数みられる。主観的ではあるが、
他のスポーツと比較した場合のラグビーの魅力につ
いて考察してみる。
①究極のチームプレーが求められる
　プレーヤーは他のスポーツより多く1チーム15
人で行う。またゲームが始まれば、コーチがグラン
ドに降りることはなく、すべてキャプテンがチーム
全体をまとめ、ゲーム戦略も決断しなければならな
い。したがってキャプテンは強力なキャプテンシー
を持ち、またプレーヤーは自立心を持つとともに
チームプレーに徹する強い意志がなければゲームが
成り立たない。したがって、トライしても決して個
人の力だけによるのではないので、簡単な握手や肩
を叩くぐらいで喜びを表現するのが普通である。
　この辺が一球ごとに監督の顔色をうかがう野球
や、ゴールをするとプレーヤーが重なりあったり、
可笑しげなダンスなどするサッカーとは基本的に異
なるスポーツといえよう。

②激しい闘争心が試される
　猛烈な勢いで走ってくる人に、足元に飛び込ん
で止めるのが普通であり、また逆に飛び込まれる
場合もある。この場合瞬時の躊躇が命取りになる
ので、常に張りつめた緊張感と闘争心が試合中必
要とされる。

③審判に絶対服従である
　プレーヤーにとって審判は神聖なものであり、審
判の判定に抗議はおろか不満や不信なゼスチャーな
どもってのほかで、そのような行為を試合で見たこ
とはない。いまは、やたらに審判に抗議をしたり不
満なゼスチャーをし、ゲームが中断するような競技
が多く何となく違和感がある。

④プレーはフェアーである（スポーツの基本精神）
　この精神が基本にあるため、反則には厳しいペナ
ルティーが課される。例えば自陣での反則の多くは
相手のゴールキックにより得点を献上することにな
る。また、反則があっても、相手が有利であればゲー
ムは継続し、相手が不利になった時点で、反則地点
に戻って相手側のボールになるアドバンテージルー
ルが厳密なので、意識的な反則など考えられないこ
とである。サッカーでは、ペナルティーエリア以外
の反則は、決定的な不利とならないようなので、意
志的反則が多いように思われるし、時には解説者な
ど意識的反則を褒めるような場合があるが、何とも
理解しがたい。

　どうも、ラグビー贔屓の話になったが、マイナー
スポーツにも熱いファンがいるということを理解し
て頂きご容赦のほどをお願いします。
　最後に、これからの日本のラグビーは2019年
ワールドカップ開催やオリンピック種目採用など
で、盛り上がると思いますので注目して下さい。

はくさん第15号.indd   18 09.12.15   2:36:21 PM



19

15

　鉄リサイクルは、鉱物資源の乏しい日本において、
自動車、自動販売機、スチール家具、缶、機械、建
物等の不要となった鉄を、繰り返し鉄製品に蘇るリ
サイクルの優等生であり資源の少ない日本の貴重な
資源です。
　市中鉄スクラップは、年間三千万トン以上回収さ
れ電気炉等で溶解され新たな製品として社会に還元
されております。
　製鋼の作り方には「電炉法」と「高炉法」の2つの
方法があります。
　電炉法は鉄スクラップを電気炉で溶解し、鋳造機
によって半製品（ビレット）となり、さらに圧延機
を通して建築資材等種々の鋼製品に生まれかわりま
す。
　高炉法は鉄鉱石と石炭（コークス）を原料に高炉で
銑鉄を作りさらに転炉で精錬し鉄鋼を生産します。
　高炉法でも一部鉄スクラップを使用しており、
現在問題になっております地球温暖化対策として
CO2排出削減のため鉄スクラップの需要が高く

なってきております。
　当社と致しましては、循環型社会における役割、
責任を果たすため限りある資源の回収、製鋼原料の
供給を通して地球環境に与える環境負荷を限りなく
少なくする事業活動を行っております。
　鉄スクラップ加工には主にシュレッダー加工（破
砕）、シャーリング加工（切断）通称ギロチン、ガ
ス切断加工等あります。
　当社の主な加工であるシュレッダー加工は、自動
車、家電製品、自動販売機、冷凍・冷蔵ショーケース、
建築廃材等のさまざまな金属系複合物を破砕・選別
を行い「鉄」「非鉄金属」「ダスト」に分別されます。
　選別された鉄・非鉄金属は製鋼原料、非鉄再生地
金として再生されます。
　また、処理後に残るシュレッダーダストにしまし
ても、ダスト処分委託先において金属回収（マテリ
アルリサイクル）熱源回収（サーマルリサイクル）さ
れ、ほぼ100％近い割合でリサイクルされます。

当社リサイクルフロー

鉄リサイクルについて�
菅原産業㈱関連会社　　宮城第一メタル㈱

技術ノート
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シュレッダー加工（金属系複合物のリサイクル）
⑴シュレッダー材の受入
①�自動車、家電製品、自動販売機、建築廃材、機械等を積載した車両を門型放射能検知器にかけ検査してから
受入れします。

⑵シュレッダー材の破砕
①�前処理として、本体に入れる前にプレシュレッダーに投入し一次破砕（ある程度の破砕）します。

②�中央制御室にて供給コントロールを行い、一次破砕された物をコンベアでシュレッダー機に投入し、高速で
回転する円筒型のドラムに取り付けられたハンマー（刃の一種）で材料を細かく破砕します。

放射能検知器と計量器

プレシュレッダー
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⑶�シュレッダー材の選別（磁力による鉄の分離を行う磁選機）
①�ドラム磁選機及び吊下げ磁選機により鉄（製鋼原料）を回収します。

②�コンベア上の非鉄を非鉄選別機及び手選別により回収します。（アルミ・銅・ステン）

③�鉄、非鉄等回収後の残りはシュレッダーダスト受入れ基準に応じてフレーク化か固形化（減溶処理）されシュ
レッダーダスト処分委託先に運搬致します。

ドラム磁選機と吊下げ磁選機 シュレッダー製品

非鉄選別機 非鉄製品

減溶機とダストヤード シュレッダーダスト
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　今年で68回目を迎えた全国産業安全衛生大会が
10月21日㈬から3日間、埼玉県さいたま市他で
約9千人の参加のもと開催されました。
　大会初日の21日はさいたまスーパーアリーナで
総合集会が行われ、第一部の開会式では各関係省庁
の挨拶があり、続いて労働安全衛生活動の推進に功
労のあった個人、団体関係者の表彰式の後、『いか
なる状況下においても、「働く者の安全と健康を最
優先する」という企業風土を定着させることが重要
である。経営トップの強いリーダーシップのもと、
管理監督者や安全衛生スタッフがその役割と責任を
果たし、働く一人ひとりが日々の安全衛生活動に真
剣に関わっていく、組織一丸となった取組みを続け
ていかなければならない。』という大会宣言が採択さ
れました。
　第二部では平野良雄厚生労働省労働基準局安全
衛生部長による「労働安全衛生行政の動向」と題す
る講演に続き、財団法人日本サッカー協会会長犬
飼基昭氏に「DREAM〜これからの日本の社会に
おけるスポーツの重要性〜」と題して特別講演があ
りました。
　22日、23日はさいたま市他の会場で11の分
科会にわかれ、事業場等からの応募による研究発表
のほか、特別報告、講演、シンポジウム等155の

プログラムが行われました。各会場とも盛況で、参
加者は熱心に発表に耳を傾けていました。
　また同時に、大会期間中、「緑十字展2009働
く人の安心づくりフェア」がさいたまスーパーア
リーナのコミュニティアリーナで開催された。緑十
字展は、各種製造業をはじめとして、建設、通信、
運輸、サービス、医療、介護など、様々な職場での
安全管理、健康管理、環境管理にかかる技術や情報
を提供する国内最大の安全衛生保護具・機器の展示
会である。また、展示会場では、「新型インフルエ
ンザ対策」などの特別セミナーも開催された。

特別講演

全国産業安全衛生大会風景

シンボルマーク

レポート

全国産業安全衛生大会　報告
安全衛生委員会
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1．回答者構成
①性別
　男性が63％で女性が37％でした。

②単身か既婚か
　単身者は35％で既婚者が65％でした。

③年齢構成
　10代は1人もいませんでした。30代が27％
と最も多くなっており、続いて60代以上で21％
でした。20代、40代、50代は15％〜19％で
ほぼ同じような割合になっています。

2．回答内容
①投票した人
　回答者のうち69％が8月30日の衆議院総選挙
で当日投票しており、期日前投票を合わせると、投
票率は75％になり非常に高い関心があったと思わ
れます。なお、棄権した人は女性の単身者が多かっ
たようでした。

男
63%

女
37%

単身
35%

既婚
65%

10代　0%

20代
18%

30代
27%

40代
15%

50代
19%

60代以上
21%

行った
69%

期日前
投票
6%

行かない
25%

組合員100人に聞くアンケート

組合員に聞く

　先回の衆議院議員の総選挙結果、戦後初めてともいえる本格的な政権交代がなされました。今回のアンケー
トは、この総選挙結果などについて皆さんの考えをお聞きしました。
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②投票の決め手
　今回の選挙はマニフェスト選挙と言われているよ
うに政党・政策を重視して投票した人が81％いま
した。これに対して候補者個人に対しての投票は
15％と傾向顕著になっています。

③民主党の勝因
　民主党の勝因は、民主党への期待というよりは、
自民党の長期政権に対する不満が69％もあり、
この理由が選挙結果を大きく左右したといえそう
です。

④民主党政治への期待
　民主党政治へは景気回復を望んでいる人が39％
と最も多く、続いて社会構造の改革が31％でした。
これらは昨年から続く不況からの脱却と天下りなど
で代表される官僚主導から政治家主導の政治や税金
の有効活用が望まれています。なお、年金・医療問
題や格差社会問題もそれぞれ11％と7％でした。

⑤民主党政治への不安
　半分以上の人が財源の確保に不安を感じているよ
うです。
　また、政権交代したのは良いが本当に政権運営が
できるのだろうかと考えている人も25％いました。

政党
47％

政策
34％

候補者
15％

その他
4%

その他　4%

自民党への
不満
69%

民主党候補者
への期待
2%

自民党
候補者への不満

1%

民主党
政策への期待
24%

社会構造の
改革
31%

少子高齢化
問題　3%

地方分権　1%

高速道路・
暫定税率　2%

地球温暖化
1%

食料自給率　3%

景気回復
39%

年金・
医療問題
11%

格差社会
問題
7%

その他　2%

財源の確保
56%政権の運営

25%

日米関係
6%

人材の不足
6%

その他　6%
政治献金の
説明不足

1%
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通常総会
開催日時� 平成21年5月26日㈫
開催場所� 秋保　ホテル瑞鳳
出席者数� �20名
� 本人出席　　12名
� 代理人出席　　1名
� 書面議決出席　2名
� 委任状出席　　5名

議　　題
第1号議案� �平成20年度事業報告並びに財産目

録、貸借対照表、損益計算書及び剰
余金処分承認の件

第2号議案� �平成21年度事業計画案並びに収支予算案承認の件
第3号議案� 平成21年度役員報酬総額決定の件
第4号議案� 平成21年度賦課金及び使用料徴収方法承認の件
第5号議案� 平成21年度最高借入限度額決定の件
第6号議案� 平成21年度一組合員に対する貸付限度額決定の件

臨時総会
開催日時� 平成21年11月10日㈫
開催場所� 松島　一の坊
出席者数� �17名
� 本人出席　　12名
� 代理人出席　　1名
� 委任状出席　　4名

議　　題
第1号議案� 平成21年度中間決算報告の件
〈報告事項〉� ①団地移転に関する経過報告
� ②その他

通常総会

臨時総会

総　　会

組合の動き
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安全衛生委員会
全国産業安全衛生大会
日　　時	 平成21年10月21日〜23日
場　　所	 さいたまスーパーアリーナ
参加者数	 6名

安全パトロール
日　　時	 平成21年11月26日㈭
場　　所	 ㈱相澤製作所
	 上坂メッキ工業㈱
	 ㈲佐藤電機鉄工所
参加者数	 13名

人材高度化委員会
若手社員セミナー
日　　時	 平成21年7月23日㈭
場　　所	 組合会議室
講　　師	 荒　　　惇　氏
テ ー マ	 「これからの製造業が行き続ける秘訣」
受講者数	 6名

メンタルヘルスセミナー
日　　時	 平成21年9月15日㈫
場　　所	 組合会議室
講　　師	 大竹　明子　氏
テ ー マ	 「最重要かつ緊急な職場のメンタルヘルス対策」
受講者数	 5名

5S推進セミナー
日　　時	 平成21年11月16日㈪
場　　所	 組合研修室
講　　師	 佐々木和雄　氏
テ ー マ	 「5Sの基礎習得と推進方法」
受講者数	 11名

若手社員セミナー

メンタルヘルスセミナー

5S推進セミナー

安全パトロール

研修会・各種大会の開催
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厚生労務委員会
釣り大会
（第1回）
日　　時� 平成21年6月14日㈰
場　　所� 閖上漁港
参加者数� 23名
� 優　勝� 永浦　昭彦（中北電機）�

2.64kg
� 準優勝� 板橋　　忍（梶原電気）�

2.54kg
� 第3位� 小崎　正隆�

2.35kg
� 第4位� 門　　秀一（一製作所）�

2.30kg
� 第5位� 梶原功一郎（梶原電気）�

2.30kg
� 大物賞� 佐藤　哲実（斎藤合金）�

43cm　イシガレイ

（第2回）
日　　時� 平成21年10月4日㈰
場　　所� 閖上漁港
参加者数� 14名
� 優　勝� 佐藤　哲実（斎藤合金）

1.81kg
� 準優勝� 内海　丹一（一製作所）

1.37kg
� 第3位� 板橋　　忍（梶原電気）

1.34kg
� 第4位� 中野　　健（組　　合）

1.14kg
� 第5位� 根本　広司（相澤製作所）

1.12kg
� 大物賞� 渡辺　一巳（組　　合）

37cm　マコガレイ
　今年度も釣り大会が開催されました。
　1回目の釣り大会は、1人50枚ほどのカレイを釣る
ほど釣果がありました。2回目は、1人10枚ほどと釣
果がでませんでした。今後はこの結果を参考にして釣
果が上がるように開催したいと思います。

釣り大会の様子

釣り大会入賞者
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ボウリング大会
日　　時� 平成21年7月24日㈮
場　　所� 多賀城スターレーン
参加者数� 75名
� （団体）
� 優　勝� ㈱イネツ仙台
� 準優勝� 菅原産業㈱
� 第3位� ㈱相澤製作所

� （個人）�（男子）� （女子）
� 優　勝� 小山　孝一（イネツ仙台）� 萩原　礼奈（中北電機）
� 準優勝� 小林　昌治（梶原電気）� 鈴木恵里香（中北電機）
� 第3位� 佐藤　康央（梶原電気）� 阿部　美紀（相澤製作所）

バドミントン大会
日　　時� 平成21年11月8日㈰
場　　所� 蒲町中学校体育館
参加人数� 18名
� 優　勝� ㈱中北電機チーム
� � （桜井　正一）（萩原　礼奈）
� 準優勝� 上坂メッキ工業㈱チーム
� � （斎藤　　功）（斎藤久美子）
� 第3位� 菅原産業㈱チーム
� � （鈴木　　均）（鈴木　清子）

ボウリング大会男子入賞者 ボウリング大会女子入賞者

バドミントン大会入賞者
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組　　合　　員
組 合 員 名 代 表 者 所　　　在　　　地 電 話 番 号

1 ㈱ 相 澤 製 作 所 相澤　　武 仙台市若林区六丁の目元町7番1号 288－6111

2 ㈱ 東 機 工 青沼　広吉 仙台市若林区六丁の目元町8番6号 287－3011

3 東 工 業 ㈱ 塚本　健治 仙台市若林区六丁の目元町6番1号 288－6115

4 ㈱ 伊 藤 熱 処 理 伊藤　裕章 仙台市若林区六丁の目元町8番18号 288－6118

5 ㈾ 稲 辺 鉄 工 所 稲辺　浩義 仙台市若林区六丁の目元町5番11号 288－6211

6 ㈲ 叶 製 作 所 叶　　和夫 仙台市若林区六丁の目元町8番28号 288－6108

7 梶 原 電 気 ㈱ 梶原　　功 仙台市若林区六丁の目元町13番16号 288－9210

8 ㈲ 岸 木 型 製 作 所 岸　　和広 仙台市若林区六丁の目元町9番1号 288－6007

9 ㈱共栄ファンドリー 佐藤　孝章 仙台市若林区六丁の目元町4番17号 288－6137

10 上坂メッキ工業㈱ 平山　和宏 仙台市若林区六丁の目元町6番12号 288－5659

11 ㈱ 斎 藤 合 金 斎藤　啓一 仙台市若林区六丁の目元町4番15号 288－6210

12 ㈲佐藤電機鉄工所 佐藤　泰司 仙台市若林区六丁の目元町8番15号 288－5721

13 菅 原 産 業 ㈱ 菅原　克郎 仙台市若林区六丁の目元町9番35号 287－3181

14 東 研 工 業 ㈱ 阿部　浩行 仙台市若林区六丁の目元町9番5号 288－8301

15 東 北 酸 素 ㈱ 神　　慶治 一関市山目町3丁目5番24号 0191－23－2394

16 東北ボーリング㈱ 大友　秀夫 仙台市若林区六丁の目元町6番8号 288－0321

17 ㈱ 中 北 電 機 佐藤　正孝 仙台市若林区卸町東4丁目3番27号 288－1000

18 ㈱ 一 製 作 所 門　　秀一 仙台市若林区六丁の目元町13番6号 288－6110

19 ミ ヤ セ キ ㈱ 杉本　　博 仙台市若林区六丁の目元町8番12号 288－7778

20 凌 和 電 子 ㈱ 安藤　仁司 仙台市若林区六丁の目元町9番2号 287－1041

仙台工業団地協同組合 理事長　塚本　健治 仙台市若林区六丁の目元町9番25号 288－5531

賛　　助　　会　　員
組 合 員 名 代 表 者 所　　　在　　　地 電 話 番 号

1 コ ス モ 工 機 ㈱ 加藤　正明 仙台市若林区六丁の目元町5番1号 287－3010

2 ショーボンド建設㈱ 上田　　昭 仙台市若林区六丁の目8番1号 288－1311

3 ㈱ 明 電 舎 稲村　純三 仙台市若林区六丁の目元町8番8号 288－0001

組合員一覧
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［◎�委員長　　○�副委員長］

組　合　員　名 理　　事 監　　事 移転準備委員会 総 務 委 員 会 事 業 委 員 会 厚生労務委員会 安全衛生委員会 人材高度化委員会 白　　経　　会

1 ㈱ 相 澤 製 作 所 相澤　　武 相澤　　　武 相澤　　武 石川　啓一 ◎ 相澤　　武 ○ 相澤　　武

2 ㈱ 東 機 工 黒沼　春一 青沼　広吉

3 東 工 業 ㈱ 塚本　健治 ◎ 塚本　健治 塚本　康治 塚本　康治 塚本　康治

4 ㈱ 伊 藤 熱 処 理 伊藤　裕章 伊藤　裕章 ◎ 伊藤　裕章 中井　久子 伊藤　裕章

5 （資）稲辺鉄工所 ○ 稲辺　浩義 稲辺　浩義

6 ㈲ 叶 製 作 所 叶　　和夫 叶　　和夫

7 梶 原 電 気 ㈱ 梶原　　功 ○ 梶原　　功 梶原　　功 ○ 梶原功一郎 梶原功一郎 ◎ 梶原功一郎 梶原　　功

8 ㈲ 岸 木 型 製 作 所 岸　　和広 岸　　尚志 岸　　尚志 岸　　尚志 監事 岸　　和広

9 ㈱共栄ファンドリー 佐藤　孝章 ○ 佐藤　孝章 佐藤　伸夫 佐藤　孝章

10 上坂メッキ工業㈱ 鶏徳　　隆 鶏徳　　隆

11 ㈱ 斎 藤 合 金 斎藤　啓一 斎藤　啓一 斎藤　啓一 斎藤　啓一 ○ 斎藤　啓一 ○ 斎藤　啓一

12 ㈲佐藤電機鉄工所 佐藤　泰司 佐藤　泰司 佐藤　泰司 ○ 佐藤　泰司 ◎ 佐藤　泰司

13 菅 原 産 業 ㈱ 菅原　克郎 菅原　克郎 ◎ 菅原　克郎 菅原　　肇 菅原　　肇 ○ 菅原　　肇

14 東 研 工 業 ㈱ 阿部　浩行 阿部　浩行 ○ 阿部　浩行 阿部　泰弘 阿部　泰弘 阿部　泰弘

15 東 北 酸 素 ㈱

16 東北ボーリング㈱ 大越　永司 大越　永司

17 ㈱ 中 北 電 機 佐藤　正孝 佐藤　正孝 ○ 佐藤　正孝 佐藤　正孝 柴田　　登 柴田　　登 佐藤　孝文 佐藤　正孝

18 ㈱ 一 製 作 所 門　　秀一 門　　秀一 ○ 門　　秀一 ◎ 門　　秀一 門　　秀一 監事 門　　秀一

19 ミ ヤ セ キ ㈱ 後藤　　壽 後藤　　壽

20 凌 和 電 子 ㈱ 安藤　仁司 ○ 安藤　仁司 中島　正美 中島　正美

9名 2名 11名 6名 8名 13名 19名 7名 10名

組合役員及び各委員会名簿
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組　合　員　名 理　　事 監　　事 移転準備委員会 総 務 委 員 会 事 業 委 員 会 厚生労務委員会 安全衛生委員会 人材高度化委員会 白　　経　　会

1 ㈱ 相 澤 製 作 所 相澤　　武 相澤　　　武 相澤　　武 石川　啓一 ◎ 相澤　　武 ○ 相澤　　武

2 ㈱ 東 機 工 黒沼　春一 青沼　広吉

3 東 工 業 ㈱ 塚本　健治 ◎ 塚本　健治 塚本　康治 塚本　康治 塚本　康治

4 ㈱ 伊 藤 熱 処 理 伊藤　裕章 伊藤　裕章 ◎ 伊藤　裕章 中井　久子 伊藤　裕章

5 （資）稲辺鉄工所 ○ 稲辺　浩義 稲辺　浩義

6 ㈲ 叶 製 作 所 叶　　和夫 叶　　和夫

7 梶 原 電 気 ㈱ 梶原　　功 ○ 梶原　　功 梶原　　功 ○ 梶原功一郎 梶原功一郎 ◎ 梶原功一郎 梶原　　功

8 ㈲ 岸 木 型 製 作 所 岸　　和広 岸　　尚志 岸　　尚志 岸　　尚志 監事 岸　　和広

9 ㈱共栄ファンドリー 佐藤　孝章 ○ 佐藤　孝章 佐藤　伸夫 佐藤　孝章

10 上坂メッキ工業㈱ 鶏徳　　隆 鶏徳　　隆

11 ㈱ 斎 藤 合 金 斎藤　啓一 斎藤　啓一 斎藤　啓一 斎藤　啓一 ○ 斎藤　啓一 ○ 斎藤　啓一

12 ㈲佐藤電機鉄工所 佐藤　泰司 佐藤　泰司 佐藤　泰司 ○ 佐藤　泰司 ◎ 佐藤　泰司

13 菅 原 産 業 ㈱ 菅原　克郎 菅原　克郎 ◎ 菅原　克郎 菅原　　肇 菅原　　肇 ○ 菅原　　肇

14 東 研 工 業 ㈱ 阿部　浩行 阿部　浩行 ○ 阿部　浩行 阿部　泰弘 阿部　泰弘 阿部　泰弘

15 東 北 酸 素 ㈱

16 東北ボーリング㈱ 大越　永司 大越　永司

17 ㈱ 中 北 電 機 佐藤　正孝 佐藤　正孝 ○ 佐藤　正孝 佐藤　正孝 柴田　　登 柴田　　登 佐藤　孝文 佐藤　正孝

18 ㈱ 一 製 作 所 門　　秀一 門　　秀一 ○ 門　　秀一 ◎ 門　　秀一 門　　秀一 監事 門　　秀一

19 ミ ヤ セ キ ㈱ 後藤　　壽 後藤　　壽

20 凌 和 電 子 ㈱ 安藤　仁司 ○ 安藤　仁司 中島　正美 中島　正美

9名 2名 11名 6名 8名 13名 19名 7名 10名
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編集後記

　毎年新春に発刊しております機関誌「はくさん」は今
年で第15号となりました。
　昨年は衆議院議員総選挙が行われ、308議席を獲得
した民主党が勝利を収めました。野党が過半数を獲得し、
政権が変わるのは戦後初めてのことだそうで、長年続い
た自民党の政治に国民が政権交代を選択しました。現在
は世界的な景気悪化から日本経済も回復はしておらず、
景気回復が最優先されるべきだと思います。民主党政権
になり内需の拡大を目指すようですが、政策を見る限り
景気が回復するか疑問に思うこともあります。結果的に
日本国民が幸せになる政治を行ってほしいと思います。
　また、今回の発刊にあたりましてご多忙中にも関らず
NTT東日本東北病院院長佐々木毅先生には健康問題に
ついて分かり易い原稿を頂き感謝しております。紙上を
お借りして御礼を申し上げます。
　なお、本誌に対するご意見、ご感想をお聞かせ下され
ば幸いと存じます。

（K.N）

『はくさん』
発行日／平成22年1月

発　行／仙台工業団地協同組合
　　　　〒984-0014
　　　　仙台市若林区六丁の目元町9番25号
　　　　TEL	（022）288-5531
　　　　FAX	（022）288-5532
編　集／仙台工業団地協同組合　総務委員会

印　刷／今野印刷株式会社
　　　　〒984-0011
　　　　仙台市若林区六丁の目西町2番10号
　　　　TEL	（022）288-6123
　　　　FAX	（022）288-0138

はくさん第15号.indd   32 09.12.15   2:37:18 PM



URL  http://www.hakusan.or.jp
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歯車をもって技術の集団を表現。
仙台のS、スクラムのSを組み合わせ、

無限大に永続、発展を願う。
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