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謹んで新春のお慶びを申し上げます
地域の皆様には、
日頃より当製作所の事業活動に多大なるご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
今後とも、社会から必要とされる新製品をご提供し続けるとともに、地域発展に貢献できるよう、
積極的に取り組んでまいります。皆様にとって実り多き一年でありますよう、
ご健康とご多幸をお祈りいたします。

みなさまとともに
産土神社
夏祭り
7月22日・23日

地域のみなさまと、より一層交流できる機会をひろげていきます。

天候も良く、盛大に夏祭りが行われました。
太鼓仲のお宿として立ち寄っていただき、
翌日には縁故地（構内の高倉稲荷神社）の
お参りをされました。

ボランティア活動

（第 9 回 国際クラス別
パラ卓球選手権大会）
11月25日・26日

今回もボールパーソンとして
参加しました。
白 熱 する試 合 を 身 近に感じ、
緊張と興奮を共有することが
できました。

中学生職業体験

（咲くやこの花中学校）
11月16日・17日

第11回
住友電工杯
グラウンド・
ゴルフ大会
12月4日

バラの観賞と音楽のコラボ

「ローズフェスタ」
を開催します。
【 開 催 日 】 ２０１８年５月２０日
（日）
【 時

間 】 ９：００～１１：３０

【コンサート】 ①１０：００～１０：３０
②１１：００～１１：３０

当製作所の見学をした後、ネッ
トワーク機器の検査業務などを
体験されました。

☆雨天決行、ペット同伴はご遠慮ください。
☆今年は梅香中学校の吹奏楽部による
コンサートを予定しています。

雨天順延がありましたが、当日は117名と
多数のご参加をいただきました。終始和や
かな雰囲気の中にも緊張感が漂い、
日頃の
練習の成果を発揮されナイスショットの連
続で、楽しい大会となりました。
優 勝
準優勝
３ 位

男子の部
甲斐 英昭さん
宗野 巧さん
木渕 公男さん

女子の部
三上 二六子さん
北島 露子さん
大嵜 桂子さん

新企画

知りた い ! 見 た い ! 大 阪 製 作 所

≪第１回≫

大阪製作所の様子を少しずつご紹介していきます。Let's 工場見学！
「大阪製作所の内部ってどんな風になっているの？」「どんなことをしているの？」との疑問にお答えすべく、
今回より新企画『知りたい！見たい！大阪製作所』の連載をスタートします。
大阪製作所の様子を少しずつシリーズでご紹介。工場見学をしている感覚でご愛読いただければ幸いです。

慢

製作所の力自

所内最大の25ｔ運搬可能な超大型フォークリフトです。
25ｔというと、普通乗用車約20台！

フォークリフト
大阪製作所にはとても重い製品や原料品、設備な
どがたくさんあります。
それらを運搬する際、荷役用のつめ
（フォーク）
を車
体前面に備えた66台ものフォークリフトが大活躍！

荷重：25ｔ

このフォークリフトは長尺ケーブルを巻いた製品ドラム
などを運搬しています。
荷重：4ｔ

4.3ｍ

荷重：1.5ｔ

人：1.5ｍ
9.6ｍ

た

生まれ変わっ

ショールーム
2017年4月に研究本館1階のショー
ルームを大幅にリニューアルしました。
当社の創業から現在に至るまでの歩
みや、各部門の主力製品も展示。
見 せ 方 にもこだ わった、スタイリッ
シュなショールームです。

自動車の隅々に張り巡らされて
いる
「ワイヤーハーネス」
も展示
しています。
エネルギーと情報の伝達を担い、
人間に例えると血管や神経に相
当する重要な製品です。

タッチパネルを操作すると、
前面の映像が切り替わります。

エネルギー伝送の動脈として、大容
量の電力を供給する電線・ケーブ
ルは国内外の電力会社で使用され
ています。

社内のトピックス
ポケテナシ運動

保育所合同津波避難訓練

住友電工グループでは、
「ポケテナシ

南海トラフ巨大地震を想定し

運動」
を展開し、
転倒災害の防止、
危険

た｢大阪880万人訓練｣に合わ

してのマナー向上に努めています。

津波避難訓練を実施しました。

に対する感受性・意識向上、
社会人と

せて、
北港学園保育所と合同で

ポ：ポケットに手を入れ歩かない
ケ：ケイタイ電話をしながら
歩かない

訓練には北港学園保育所76名、島

テ：階段昇降時は手すりを持つ

屋連合町会長3名、当社４名が参加
こ う き りょう

ナ：ナナメ横断しない

し、保育所から避難施設（浩気寮）6

シ：横断時に指差
（しさ）
呼称し

階まで約13分で元気に避難完了し

6月15日～

左右確認

此花区自衛消防操法競技会

9月5日

ました。

「通勤マナー向上」
街頭キャンペーン

本大会は此花地区の企業（16社）
が参加し、日頃の訓練成果を遺憾

なく発揮する大変レベルの高い大
会でした。

当社からも男女合わせて６隊が参加

し、各部門において優勝こそ逃しま

したが基本に徹した操作を実施する
ことができました。今後も訓練を継
続し防災力の向上に努めます。

9月13日

交通安全講習会

近隣企業合同で交通事故防止と近隣住民への迷惑防止を目的とし

9月21日

た
「通勤マナー向上」
キャンペーンを行いました。

「まちの美化運動功労者」
表彰
このたび大阪市より
「まちの

美化運動功労者」
として感
謝状をいただきました。

平 素 から 実 施して い るク

リーンアップ活動の地道な

取り組みが評価されました。

平成27年6月1日に、改正道路交通法が施行され
「自転車運転者講
習制度」が始まり、当社も大阪府警で作成された
「自転車の交通安全

ルールブック」
に沿って賠償保険、交通規則、
マナーについての講習
会を実施しました。

ボランティアの皆さんありがとうござ
いました。時間を忘れ楽しみました。

10月12､19日

大阪マラソン
当社は11月に開催されまし

た『大阪マラソン』の公式ス

ポンサーとして、給水ボラン

これからもクリーンアップ活
動を通じてきれいな
「まちづ

くり」
に少しでも貢献できる

よう取り組んでまいります。

11月20日
「活 き 活 き・健 康・OSAKA運 動

健康増進
（IKO） （IKO運動）」という活動を製作所

全体で行い、従業員が活き活きと
健康で働けるよう、生活習慣の改

善に繋がる様々なイベントを実施

ティアやランナーの方々へ

しています。活動の一環として、外

協力しました。
また抽選で選

心得～お酒を長く楽しく飲むため

のサポートなど大会運営に

ばれた社員もランナーとし

て見事完走しました。

11月26日

部の専門家を招き、①「酒飲みの

に～」、②「できる！禁煙～たばこと

病 気 の 縁（煙）を 断 つ～」と題し

て、適正飲酒と禁煙に関するセミ
ナーを実施しました。

12月12日

わたしたちのECOライフ＜最 終回＞

住友電工グループは、地球の未来を守るため、
「ECOライフ活動」
を推進しています。
「ECOライフ活動」
とは、社員による家庭での省エネ・省資源の取り組みです。

寄せ鍋はECOライフの王様です！
寒い冬は寄せ鍋に限ります。安くて、ヘルシーで片付けも楽。暖房も必要ありません。
家族みんなで準備して、冷蔵庫の残りものは全部よいダシとなって美味しくいただけます。
会話も楽しく弾み心もおなかもポカポカに。最後は雑炊で満腹。
ごちそうさま！
☆寒い冬は寄せ鍋

生姜がほんのり効いた体あったまる寄せ鍋

みんなで暖まろう！

水 1600cc、醤油 大さじ 6、酒 大さじ 4、みりん 大さじ 4
だしの素 小さじ 1 と 1/2、塩 少々、しょうが 少々、
あとはお好みの具材♪

色による省エネ効 果を活用しよう！
寒色系の部屋と暖色系とでは、同じ室温にもかかわらず、
体感温度が３度も違うと言われています。
寒い季節には暖かみのある和らいだ雰囲気にしてくれる電球色がオススメです。
あわせて、
カーテンやカーペットなど部屋の色を暖色系にすることで
実際の室温より暖かく感じられますよ。

＜お知らせ＞
住友電工グループの「ECOライフ活動」
は201８年３月31日をもって終了することになりました。
これに伴い、
この花すみでんに掲載してきました
「私たちの
ECOライフ」
も本号で最終回とさせていただきます。
「地球の未来のために一人ひとりができること、地球にやさしく、家庭にやさしく 」
を キャッチフレーズ
にECOライフのアイデアを掲載させていただきましたが、皆様から
「ECOライフ楽しみにしています」
「参考になりました」
などのお便りもいただき、改めて
お礼申し上げます。
ご愛読ありがとうございました。

み な さ ま の『 こ え 』
前回 の 広報紙にお寄せいただいた感想 の
一部をご紹介いたします。
ロー ズフェスタに行きました。色とりどりの バラ、
園庭一杯の香りがよかったです。
→お越しいただきありがとうございます。ご満足い
ただけたようで良かったです(^^) また今年もぜ
ひお越しください！
ＥＣＯライフ「レモンと蜂 蜜de氷」作ってみたいと
思いました。水分補給するのに水ばかり飲んでまし
たが、氷で疲労回復できるのはすごいと思います。

新企画「知りたい！見たい！大阪製作所」でご紹介した、

フォーク○○○

製作所の力自慢といえば？

お答えはハガキに①答え②住所③氏名④年齢⑤電話番号⑥ご意見等を
お書き添えの上、大阪製作所・総務グループ宛にお送りください。正解者
の中から抽選で100名様に粗品を差し上げます。

締め切り日 1月31日（当日消印有効）

※ご連絡いただいた個人情報は、粗品の発送以外の目的で使用することはありません。
住友電気工業株式会社

大阪製作所のご案内
２次避難場所（津波）

当社のグランド・大阪事務所・浩気寮は、
近隣のみなさまの避難場所となっております。
浩気寮
1次避難場所
グランド

→レモンの絞り汁と蜂蜜で手軽にできるのでおす
すめです♪今年の夏も熱中症にお気をつけくだ
さい。
大根の皮をむき、捨てずに大根のキンピラを作っ
て弁当のおかずに、大根の皮はシャキシャキとなか
なかおいしく歯ごたえもOK。栄養もあります。こ
れは調理をしている人から聞き、
「 捨てるものはほ
ぼない」
と大根料理をした時は必ず作っています。
→ＥＣＯライフ情報ありがとうございます！
ゴミも出ず、栄養もあり一石二鳥ですね♪
参考にさせていただきたいと思います(*^_^*)

２次避難場所（津波）

大阪事務所

お 願 い

当製作所は、地域のみなさまの一員
として地域に貢献できるよう努力し
ていますが、お気づきの点等ござい
ましたら下記までご連絡くださいま
すようお願い申し上げます。
【平日】
総務グループ
06-6466-5651
【夜間・休日】
SP本部
06-6461-2031

お知らせ

いつも
「この花すみでん」
をご愛読いた
だきありがとうございます。今回より、
年１回の発行となります
が、読みやすくまたより
内容を充実させるため、
紙面の大きさを従来の
約２倍とさせていただき
ます。引き続きよろしく
お願いいたします。

