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組合だより

　8月22日（火）の12時より、8月度月例会が組合研修センター 3階の
集会室において行われました。今回は講師に、岐阜県立情報科学芸術
大学院大学 教授 吉田茂樹氏をお迎えし、『IoTの現状と可能性、課題
について』をテーマにお話しいただきました。IoT（Internet of 
Things）という言葉は最近よく聞かれます。製造業においてもIoTに
よって効率化や生産性向上といった製造現場の改善や、競争力強化といった製品の付加価値等、多く
のことが期待できるが、それには「何がしたいのか」を明確にし、そのサービスや仕組みについて考
えることが重要であると話されました。

　（株）常盤電機会長 林鍵三様が去る8月21日、満95歳をもって永眠されました。
林鍵三様のご逝去に謹んで哀悼の意を表します。なお、葬儀式は8月25日にメモ
ワール花園にて、近親者のみでしめやかに営まれました。

　「空気の研究」は、今から40年前に出版された名著です。
　空気とは「あの頃の社会全般の空気を知らずに批判されても・・・」
　　　　　「その場の空気も知らずに　偉そうなことを言うな・・・」
というような使い方をされ、理屈や論理を超越し“絶対の権威”の如くい
たるところに顔を出して、驚くべき力を発揮する。
　戦艦大和が無謀にも出撃し、沖縄に到らずに撃沈されてしまった経過で出撃を無謀とする側は、「裸
の艦隊を敵機動部隊が跳梁する外海に突入させる事は作戦として形をなさない」とし、論理もデータ
もそれの正当さは分かっていた。出撃容認派は、「理屈は無用、陸軍の総反撃に呼応し、敵上陸地点
に切り込み、ノシあげて陸兵になるところまで考えよ」とし、追い詰められてどうしようもない絶対
に抗し得ない空気を作ってしまった。空気がもたらす怖さを指摘している。
　昨今印象操作という言葉が飛び交っている。安倍内閣を打倒しようとの思惑か、加計氏との癒着が
行政をゆがめていると様々な文書、証言を掻き集め、大宣伝し（それに反するデータや証言は小さく
報じる）これがいわゆる印象操作です。逆に民進党に対しても同様な事が行われる。印象操作により
空気を醸成し、目的を成し遂げようとするその作戦に染まりやすい特性を持っている我々は、特に自
戒が必要です。

8月度月例会開催

（株）常盤電機会長 林鍵三様 ご逝去

「空気の研究」（山本七平著）と印象操作

わたしのお薦め！
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　高校生の娘がイヤホンを買ってくれと商品画像をメールしてきた。何でこれなのか、と聞くと、ク
チコミがNo.1とのこと。別に好きなメーカーでもないし、他製品と性能を比べたわけでもない。い
わゆる他人まかせである。まあイヤホンだと、なかなか試聴したりすることもできないだろうから、
クチコミに頼ることも仕方ないだろう。しかしその選択には自分の考えや判断がほとんど入っていな
い。しいていえば、どのクチコミを信用するかという一点ぐらいだろう。
　なぜこのような購買行動をとるのか、それはいちいち調べたり、考えたり、自分で判断するのが面
倒臭いということと、絶対失敗したくないという思いが大きい。 
まず、いまの世の中は失敗しないことを最重要課題として考えている節がある。失敗しないことが一
番大事な事で、失敗しないためには、他人がいいよと勧める選択をした方が間違いないと考えている
ようで、出版物でも「失敗しない○○選び」という類の本が非常に多い。また失敗しても、他の人と
同じだし、勧めた側のせいにもできる。
このまま行くと、どの学校に行けばいいの、どの会社に就職すればいいの、結婚した方がいいの、相
手は？　　クチコミ、クチコミ・・・ 

　先頃より話題の、国会の閉会中審査での元愛媛県知事の証言が、テレビ等メディアでほとんど報道
されなかったことについて考えてみていただきたい。これはだれが仕組んだとか、そんなことはどう
でもいい。問題は我々が普段頼りにしている情報源であるテレビ、新聞、ラジオが、その主張に合わ
ないことは、実際起こった事でも報道しないという手段を取る、という事実である。嘘を報道するわ
けではないからギリ問題なしというところだろうが、行政よりも、真実がゆがめられたことは間違い
ない。

すごく怖いことだと思う。 

　高橋優の「裸の王国」という歌を御存じだろうか。国民はメディアに踊らされて、皆同じ方を向い
ている羊の群れだと風刺した歌だ。ぜひ一度聴いてみてほしい。
　考えてみればテレビ、ラジオ（NHK以外）は無料のメディアだから、当然スポンサーの意向が影響
する。ネットともなれば情報の信憑性だって疑われるものが多い。ただし全てのテレビ、新聞、ネッ
トが信用できないのではない。一部ではちゃんと伝えられているし、かえってネットだと、テレビで
は拾えない情報まで、多種多様な捉え方で伝えられている部分もある。
　私達がメディアに踊らされないためには、日々流れ込んでくる多くの情報の中から、自分の考えと
経験で情報を取捨選択し、その情報を自分なりに分析、判断する能力を身に付けていないといけない。
そしてその選択について失敗、批判を恐れないということが肝要である。人を成長させるのは、成功
体験ではなく失敗体験である。と私は考える。

「お前の書いている事は間違っている」　　そう!　　 そうやって自分自身で考え、判断することが大
切なのだ。
なんと言っても、こんな事を偉そうに書いている私自身が、「店長絶対おすすめの１本　クチコミ
No.1」と付いたギターを試奏もせず、ネットで買ってしまうのだから全く救いようがない。

でも失敗を恐れていない、という一点においては御評価いただきたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宝丸　勉

羊の群れ

ふいご



4

青年部コーナー

　2017年7月29日（土）、会員同士の親睦を深めるため、青
年部ゴルフが開催されました。酷暑の折なので出来るだけ涼
しい場所を求め、高原コースであるデイリー郡上カントリー
倶楽部を開催地として選定しました。直近ご卒業OBの方々
を交えた総勢12名3組で、山岳地方のダイナミックなコース
を満喫しつつ、お互いの近況、悩み、アドバイスをゆったり
語り合う事ができました。ところが、曇天気味の天候と高原
というロケーションで油断していたのか、水分補給が疎かと
なり、一部の方は熱中症の前兆であるこむら返りが出始めて
いました。日々の現場運営においても、「感覚」ではなく、温度・
湿度といった「数値」に基づく管理（水分＆塩分補給指示）す
る事の大切さを改めて思い知らされました。
　なお、コンペはダブルペリア方式で行われ、優勝は青年部
OB、共和鋳造所の鳥山社長でした。鳥山社長、おめでとう
ございます！

　8月29日（火）、この時期恒例となっている組合執行部と語る会が、岐阜市の馬喰一代にて行われま
した。組合からは今井理事長、徳田副理事長、小沢専務理事にご参加いただきました。数年前から問
題となっている青年部の会員減少問題（平成30年4月時点での会員数13名から5年後の平成35年4月
における会員数が4名まで減少）についての対策、金属団地内の敷地に関する情報、少子化に伴う深
刻な人材不足への対応など、さまざまな話題について忌憚
なく意見交換させていただきました。青年部の会員数につ
いては、かねてから「定年を延長してはどうか」というご
意見も頂戴しています。しかし、延長したところで区切り
があれば結局数年後同じ問題が発生することになるので根
本的解決にはならないという事、そして何より「青年部」
である以上、定年を延長して会員を増やすのは青年部の存
在意義が希薄になってしまう事などから、定年延長以外の
方法での会員数拡充を考えています。今後も他組合青年部との連携や、賛助会員制などを模索しなが
ら、若くて元気いっぱいで存在感のある青年部を維持できるようがんばりますので、ご指導ご鞭撻の
ほどよろしくお願いいたします。
　なお、上述のとおり青年部は会員不足のため随時新規会員を募集中です。組合員企業の後継者の方
はぜひご入会いただいて、一緒に会社経営の勉強をしながら金属団地と青年部を盛り上げていきま
しょう！
　青年部に関するお問い合わせは、組合事務局・上村までお気軽にどうぞ。

青年部親睦ゴルフ

組合執行部と語る会
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情報ファイル

“地の利”は岐阜県金属工業団地の“宝”
　前回は、｢少子化の現状と県教育界の動向及び取り組み状況｣について報告させて頂きました。各務原市の
有効求人倍率が県内で最も高い値で推移する中、金属工業団地の企業の皆様にとっても、従業員の確保、特
に新規高卒の確保は大変大きな課題であり、少子化の中で今後益々厳しい状況になっていくと思います。高
校では、7月3日より企業からの求人票を受け付け、7月中下旬までに生徒･保護者との懇談会が終わり、8月
上旬に生徒一人ひとりの受験企業を決定、9月上旬に受験先企業へ応募書類を発送して、9月16日（土）から
就職試験の開始となります。
　市近隣４校の工業高校の今年の求人倍率は、7月14日（金）の時点で7倍を越えていました。7倍の競争率
に打ち勝って新規高卒を確保する必須条件は何か？それは、企業の“認知度”の高さだと思います。自社の
“社名・所在地･事業内容・給与・福利厚生”等の｢会社概要｣を、求人ターゲットである高校生・保護者（特に“母
親”）にいかにして認知させるか？このことが求人活動での勝敗を決定する最大要素です。テレビ等のCMで
流れている大企業の名前は誰でもが知っています。かといって、CMを流すためには多額の費用がかかり、
容易に行えるものではありません。では、金属工業団地の企業の認知度を高めるためにはどのような方策が
考えられるのか？それは、金属工業団地が身近に持っている“地の利”を最大限に活用することだと思いま
す。
　一つ目の地の利は、JR高山線、名鉄各務原線の鉄道網の充実、二つ目は、国道21号線・東海北陸自動車
道の道路網の充実、岐阜各務原ICまでは3分と掛かりません。三つ目は、人材の供給源である岐阜工高・岐
南工高･関商工高まで30分以内、特に、岐阜工高までは15分とかかりません。四つ目は、全国有数の集客者
数を誇る“イオンモール各務原”が隣接していることです。交通網の充実は、人や物の流れにとっては重要
な要素です。人が多く集まる場所は、情報発信･収集の拠点です。残念ながら現時点では、これらの“地の利”
は、市内や飛騨地区の若者達の愛知県の企業への流出になっています。イオンに来店された人の何人が金属
工業団地の存在を認知しているのかも疑問ではないかと思います。上述の”地の利”は金属工業団地の”宝”
です。
　金属工業団地が持っている“宝･地の利”を活用して金属工業団地、そして、金属工業団地内の企業の認知
度を高めるための方策について、私の思っていることを述べさせて頂きます。
１．高校生＆保護者の｢企業見学会｣の実施
　対象は、高校1、2年生とその保護者、夏季･春季休暇期間中等に企業が日程を決めて実施し、企業の魅力“会
社の等身大”を生徒及びその保護者（母親）に伝えて企業理解を図ります。
２．高校教員の｢企業見学会＆懇談会｣の実施
　求人ターゲットの高校の学科主任や担任等を自社に招待して、工場見学や卒業生との懇談会を実施し、教
員を自社の理解者（サポーター）にします。教員が、生徒や保護者から進路相談を受けたとき第一に薦める
のは“自分の目で見た企業、従業員と懇談したことのある企業”です。
３．経営者による｢高校見学｣の実施
　求人ターゲットの高校を訪問し、生徒達の活動の様子や学校の教育内容、施設･設備の状況等を確認頂き、
今後の求人戦略を練って頂ければと思います。見学のお勧めは“放課後”です。
４．イオンモール各務原での｢企業展｣の開催
　各務原市は、7月21日にイオンモール各務原2階に市の移住定住総合窓口を開設しました。市の魅力や住
環境等の情報発信や、不動産業者・ハローワークと連携して住居や雇用の情報を窓口で提供しています。こ
の窓口や催し広場を活用して、金属工業団地内の企業を紹介する｢企業展｣を開催し、イオンモールのすぐ東
隣にある金属工業団地とその企業の”認知度”を高めます。イオンモール各務原は、年間1,000万人を超える
集客力があり、年齢層も、20歳から30歳代が中心です。すぐ西隣にある絶好の”地の利”を活用しない手は
ないと思います。
　金属工業団地の皆様とのこのような取組みにより、市内企業に多くの若者が”流入”すると伴に、各務原
市が人口流出の”防波堤機能・ダム機能”を持つことができればと思います。

（文責：産業活力部商工振興課　雇用全力応援室長　長屋 千秋）

岐阜県金属工業団地に“若者”を呼び込む一方策のご提案! その2



6

健康コーナー

　最近ＴＶ番組の中で健康に関するものが非常に多いと感じておられませんか。多くは聴取者向きの恰好よ
い女医や話し上手な名医（？）達が一つのテーマを決めて説明するパターンですが、中にはここまで言って
いいのかというところまで確定した事実のように説得力ある話し方をする輩も見受けられます。説得力を高
めるため、彼らが使う手段として耳慣れない医学用語をまじえて話す手段がよく使われており皆さんの信用
度を高めてしまうのではないでしょうか。〈私の勝手な思い込みかもしれません。ごめんなさい。〉
　私なりに最近耳にしたものを少し表にしてみました。能力不足を感じながら。
　さてこれからは診療で患者さんから聞かれたりしたことを中心に纏めてみましょう。
　日本人の生活習慣中でも食生活の変化で胃腸症状の訴えが変わってきたような気がします。
　すっぱいものがこみ上げる、食べ物がつかえる感じがする、声がかすれる、時に耳が痛い、おなかが張っ
て食事がおいしくないなどの症状を感じることはありませんか。日本人の生活リズム、中でも食生活の内容
の変化が大きく影響しているようです。一昔前なら慢性胃炎という診断の元に対症療法を行ってきましたが、
今は逆流性食道炎と機能性ディスペプシア、さらに両者の合併を考えて治療する必要が出てきました。
１：逆流性食道炎　　本来人では牛などとは異なり、口から入った食べ物は一方通行で胃に入り、逆流はな
いのですが、胃酸の分泌が増えたり、食道と胃の境目の下部食道括約筋が腰の曲がりや肥満などで緩むと
PH1 ～ 2の胃酸が逆流し、胸やけ、げっぷ、のどの異物感、咳などが出てきます。
２：機能性ディスペプシア　　症状としては空腹感がなく、少量食べただけで、腹部のハリ、膨満感、むかつき、
心窩部の痛みを多く訴えられます。日本人の有病率は検診から推測しても10 ～ 20％にあり、増加傾向に
あります。体質的なもの以外にストレスなどの心理的背景や睡眠障害などいわゆる脳腸相関が影響してい
るようです。
３：両者の合併　　「薬剤師が知っておきたい疾患講座」の中に2680人の検診分析データがありますが、そ
の中では合併例は1.3％と出されていますが現実にはもっと多いような気がします。
　いづれにせよ、日常生活では肥満に注意、腹部を過度に締め付けない、パソコン操作で長時間前屈動作を
控え、時折背筋を伸ばし、就寝時には腹部から上を少し高くし、左側を下にすることが良いようです。
　食生活では規則正しい食事を心がけ、腹8分
でゆっくりとり、肉類、油ものを控え、酸味の
強いケチャップ、酢は酸味を抑え、乳製品は積
極的にとるように心がけましょう。炭酸飲料、
アルコール、コーヒーも過度にならないよう注
意しましょう。
　薬物療法については勿論かかりつけ医と相談
していただくわけですが、2013年機能性ディス
ペプシアの治療薬として保険適応になったアコ
ファイドは胃潰瘍など既存の胃腸疾患に対する
治療がされている場合は保険適応になりません
ので注意が必要です。
　これらの用語皆さんはどれだけ耳にしたこと
がありますか？
　私なりに思いつくまま書いてみましたが、皆
さんで修正しつつ書き足してみて下さい。

胃もたれ 

最近目に見、耳に聞く医学用語

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

名 考えられる作用関連病名 関連する食料品
B-クリプトキサンチ
ン（B・カロテン）

緑黄色野菜
みかん（特に皮）

ガン予防
血液サラサラ、美肌効果

イソチオシアネート キャベツ、白菜、ニンニ
ク、アブラナ科の野菜

ガン予防
免疫力増強

リコピン トマトジュース、すい
か、オリーブオイル

糖尿病、高コレステロール改
善、血流改善、抗酸化、美肌

タンニン お茶、赤ワイン
れんこん

鉄分吸収阻害（注意）
花粉症

デヒドロエルゴ
ステロール

カマンベールチーズ、赤
ワイン、ビールホイップ

アルツハイマー認知症

EPA　DPA
イソアリエン

サバ、ブリ、イワシ
玉ねぎ

動脈硬化、脂肪代謝

ポリフェノール
（カカオポリフェノール）

高カカオチョコレート毛細血管活性化
食後血糖上昇抑制

アントシアニン ブルーベリー
なす

視力改善

アンドロステロイド 筋肉増強
鼻炎改善

イソフラボン 大豆、きなこエストロゲン類似作用
電解質調整
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　うつ病にはディスティミア親和型とメランコリー親和型があると言われますが、前者は自分に甘く、人の
非難に明け暮れる、比較的若年層に多く、後者は自責型で責任感が人一倍強いために深みに入ってしまうよ
うです。いずれにせよ、周辺にそういう可能性がある人がいたら積極的に声を掛け、一人ぼっちにさせない
ようとことん聞き上手に徹して下さい。
　ウツの初期症状として最も多いのは不眠、さしたる理由なく全身倦怠が長期に続く、目覚めの不快感など
ありますが、ひどくならないうちに専門家に相談することも考えてください。
やはりもっとも重要なのは不安定な睡眠対策だと思います。2014年厚労省は「健康づくりのための睡眠指針」
を出しています。

　メロトニンが脳内に蓄積すると眠気を感じ、一日では午前2～ 3時にピークになることが多いようです。
　高齢者では分泌低下が起こり、早朝覚醒に繋がります。ホットミルク、バナナ、クルミなどCaの多いも
のを寝る2時間ほど前にとると熟睡に導けるようです。一方セロトニンが高まりますとすっきりとした目覚
めが期待できるようでそのためには起きてすぐ太陽の光を体いっぱい浴びてください。

　いずれにしても気持ちの良い睡眠のために以下のことを心がけてください。
　　1.起きたら太陽の光を浴び目覚めを良くしましょう。
　　2.昼寝は15 ～ 20分程度にとどめましょう。
　　3.食事は朝、昼、晩できるだけ規則正しくとりましょう。
　　4.起床時間は毎朝一定にしましょう。
　　5.入浴は睡眠2時間ほど前にややぬるめでゆっくり入りましょう。
　　6.快適な目覚めを経験した時のリズムを覚え、可能な限りそのリズムを崩さないよう努力しましょう。
　　7.ストレスをためないで体全体を常にリラックスできるよう努めましょう。
　これらを全て全うすることは難しくても努力しましょう。
　私は過重労働相談ではまず睡眠時間を確認するとともに翌朝、目覚めたときの気分を聞き、ストレスをた
めこまないように、やりがいをもってメンタルタフネスになるべく頑張りましょうということを話しており
ます。自戒を込めて

安藤内科医の記事を転載

うつ病と睡眠

健康づくりのための睡眠指針2014

（すっきり疲れをとるための快眠法　地方公務委員安全衛生推進協会発行より　改）
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良い睡眠でからだもこころも健康に
（良い睡眠は、体、心の健康をつくり仕事の効率を高めます）

若年世代は夜更かしを避けて、体内時計のリズムを保つ
（休日も平日と同じ時刻に起きましょう）
勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を
（寝だめは睡眠不足の解決にはなりません）
熟年世代は毎晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠
（寝床に長くとどまらず、昼夜の活動メリハリを）
眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない
（不眠への心配が不眠を悪化、眠くなってから寝床に）
いつもと違う睡眠には、要注意
（激しいイビキ、手足のピクツキなど要注意）
眠れない、その苦しみ・悩みをかかえずに、専門家に相談を
（薬剤使用は専門家と相談を）

適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを
（適度な運動を定期的に、寝る前の喫煙、カフェイン摂取をさける）
良い睡眠は、生活習慣病予防につながります
（睡眠時無呼吸症候群に要注意）
睡眠による休養感は、こころの健康に重要です
（不眠は心のSOS）
年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を
（年齢を重ねると、睡眠時間は短く朝方になりやすい）
良い睡眠のためには、環境づくりも重要です
（眠れない夜は一度寝床を離れて気分転換）
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広報コーナー 他機関よりお知らせがあります
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広報コーナー



お知らせ
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平成29年8月分電力使用状況

電気は正しく使いましょう！！

使用電力
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電気の基礎　PSEマーク

　日本国内で電気製品を製造・輸入・販売するためには、電気用品安全法に基づいて、安全基準を満
たしていることを確認することが求められます。検査を行い安全基準を満たしていることを表すのが
PSEマークです。
■ 特定電気用品（高危険度が予測され、厳重に審査される電気用品）

高い安全性が要求される116品目で、PSEマークは菱形となります。
この分類製品には、国に登録された検査機関による検査と証明が必要とされます。
・主に部品（電線、ヒューズ、コンセントなど）、消費者が普段目にすることの無い
　場所で使用されるもの（電気温水器、ポンプなど）、子どもやお年寄りが使うもの
や肌に直接触れるもの（おもちゃ、マッサージ器、家庭用治療器など）があります。

■特定電気用品以外の電気用品（それ以外の電気用品）
　それ以外の電気用品は341品目で、PSEマークは丸形となります。
・一般家庭などのコンセントにつないで使用するもの（冷蔵庫、洗濯機、エアコン、
　テレビなど）

　マークはおおむね電気製品の側面や裏面についている銘板などに表示されています。製造・輸入事
業者が、自分たちで安全性を確認した上で表示されます。
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行 事 予 定

10月28日土 ゴルフ会と青年部の合同G
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土

日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

2017
   9 September
各務原市合同企業説明会＆相談会（各務原市）
『組合休日』

問題社員対応セミナー（愛知県経営者協会）
消防訓練

月例会・役員会

一般工業部会視察（各務原商工会議所）

団地G
『秋分の日』『組合休日』

『敬老の日』
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日

月

火

水

木

金

土

日

月

火

水

木

金

土

日

2017
   10 October

衛生大会

新入社員フォローアップ研修（～5日）

組合員親睦旅行（～7日）

『組合休日』

『体育の日』

『組合休日』

団地内停電（AM9：00～PM5：00）

体験型リーダーシップ研修（（一社）岐阜県経営者協会）
三組合合同講演会

8月26日土　岐阜関カントリー倶楽部 
　優勝　松原伸五（MTK）　２位　森田吉久（テクノ共栄）　３位　鈴木純一（豊菱製作所）

■ 8月度金属団地ゴルフ会

■ 10月の行事予定




