
男子の部
　　　  土田 栄蔵さん
　　　  酒井 武夫さん
　　　  岩﨑 貞夫さん

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
旧年中は、当製作所の事業活動にあたり、地域のみなさまの格別なご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
変化し続ける社会のニーズに応えられる様々な製品をご提供し続けるとともに、
地域のみなさまと共に発展できるよう、社会貢献活動にも積極的に取り組んでまいります。
本年もみなさまにとって実り多き一年でありますよう、ご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

島屋小学校

島屋老人クラブ

会社見学
少年少女サッカー大会

グラウンド・ゴルフ大会

住友電工杯

5月16日（161名）

5月22日（36名）

梅香中学校

咲くやこの花
中学校

中学生職業体験学習
ママさん

バレーボール教室
6月6・7日（3名）

11月15・16日（3名） 第 10 回
国際クラス別
パラ卓球選手権大会

此花区
身体障がい者総会
みかん狩り

ボランティア活動

11月17・18日（8名） 11月25日

6月23日（43名）

産土神社夏祭り

7月22・23日

11月23日（123名）

Bクラス（4・5年生）
　　　  島屋SC
　　　  酉島・翼SC
優　勝
準優勝
Cクラス（2・3年生）
　　　  西九条・四貫島FC
　　　  酉島・翼SC

5月20日（124名）

優　勝
準優勝

少年野球大会

此花バファローズ
酉島つくし

6月10日（76名）

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。みなさまとともに

女子の部
　　　  金築 敦子さん
　　　  樋口 幸代さん
　　　  窪田 明子さん

優　勝
準優勝
３　位

優　勝
準優勝

優　勝
準優勝
３　位

お 願 い
当製作所は、地域の一員として地域に貢献できるよう心がけておりま
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

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。

２次避難場所（津波）

２次避難場所（津波）

1次避難場所

大阪事務所

浩気寮

グランド

住友電気工業株式会社
大阪製作所のご案内

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。

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。

明けましておめでとうございます。がっしりとした建物。
でも中に入れば温かい雰囲気が“この花すみでん”から
よく判ります。孫が紙面のフォークリフトにとっても興味
を持って見ています。紙面も大きくなり、より社内のこと
が判かり、こんな事もされているのかと感心しています。
→ありがとうございます。紙面から会社の様子、雰囲気
をお伝えすることができて嬉しいです。幅広い世代
の地域のみなさまに親しまれる住友電工を目指して
まいります。

昨年初めてローズフェスタに寄せていただきました。丹
精込めて手入れされている様子がうかがえ、気持ち良く
拝見させていただきました。今年はまた若い生徒さんの
吹奏楽を聴くことができるようで楽しみにしております。
→ご来場いただきありがとうございます。ローズフェス
タと吹奏楽を楽しみにされているというお葉書を他
にもたくさんいただいています。毎年来られている
方はもちろん、初めての方もぜひ今年お越しくださ
い。社員一同心よりお待ちしております。

みなさまの『こえ』

初夏の心地よい風に包まれる中、約９００名のみなさまにご来場いただき、
盛大にローズフェスタを開催しました。今回は梅香中学校・吹奏楽部のみな
さんにお越しいただき、ダンスや歌もまじえた素晴らしい演奏を披露して
いただきました。
次回もみなさまのご期待に添えるように準備して参りますので、多数のご
来場をお待ちしております。

梅香中学校吹奏楽部による演奏会

大阪製作所100周年記念事業で新築された、
ガラス張りの建物は何でしょう？

２０１８年 ローズフェスタ
～ バ ラと音 楽 のコラボレーション～

２０２５年万博の大阪・関西開催が決定！
昨年１１月２３日にフランス・パリで開催
された博覧会国際事務局（ＢＩＥ）総会に
おいて、２０２５年万国博覧会の大阪（夢
洲）での開催が決定いたしました。当社
は、誘致実現に向けて、オフィシャルパー
トナーとして協力してまいりました。
誘致活動にご声援・ご協力いただきまし
た地域のみなさまに感謝申し上げます。

パリでの記者会見の様子
（右端が当社松本会長）

バラと音楽のコラボレーション
「ローズフェスタ」を開催します。

【 開 催 日 】
【 時　 　間 】
【コンサート】

２０１９年５月１２日（日）
９：００～１１：３０
①１０：００～１０：３０
②１１：００～１１：３０

☆雨天決行、ペット同伴はご遠慮ください。
☆今年も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。
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発 　 行 住友電気工業株式会社　大阪製作所
〒554-0024　大阪市此花区島屋1－1－3
Tel：06-6466-5651  Fax：06-6463-7229
連絡先：総務グループ

第21号
（年1回発行）

2019年1月14日



平成30年度自衛消防操法協議
会が開催されました。各社とも
日頃からの訓練成果を遺憾なく
発揮され、当社からも男女合わ
せて５隊が参加しました。

住友の源流から現代までの住友電工の歴史と、住友事業精神を紹介してい
る「住友電工歴史館」が完成しました。
 ※お客様が来られた際に見学できるようになっています。

4月1日

社員の健康を維持するために社外講師をお招きして講習会を開催したり、
目標を定めてウォーキングに取り組むなどの運動を行っています。講習会で
は、当社で開発している『歩行センサー』を使って、個々人の歩き方を分析し
ました。正しい姿勢で歩くことは、体幹を鍛え、若々しさを保つ効果も！？参加
者全員、モデル気分で受講しました。

5月23日

このたび、大阪製作所西事務所、大阪事務所を対象に事業系廃棄物の減量
推進及び適正処理に優秀な実績をあげた大規模建築物として、大阪市環境
局長より感謝状をいただきました。これからも日頃の取り組みを継続し、廃
棄物の減量に努めてまいります。

10月23日

第88回全日本9人制バレーボール総合男子選手権大会に於いて、2年連続
11回目の優勝を果たしました。

11月29日～ 12月2日

此花警察署より講師をお招きして、交通安全講習会を開催しました。
総勢２１８名が集まり熱心に受講していました。

10月15日

毎年恒例の稲荷祭（創業祭）を開催しました。

4月1日

バレーボール部全国大会優勝

社内のトピックス社内のトピックス
住友電工歴史館

交通安全講習会

稲荷祭

ごみ減量優良建築物表彰

Ｉ　　  Ｋ　  Ｏ　  運動いきいき 健康 大阪

優勝こそ逃しましたが、屋内消火栓操
法の部で男女共2位という好成績を
収めました。今後も基本に徹した訓練
を継続し防災力の向上に努めます。

9月11日

此花区自衛消防操法競技会

交通事故防止と地域のみなさまへの迷惑防止を目的とした「通勤マナー向
上キャンペーン」を実施しました。

9月21日

通勤マナー向上キャンペーン

大阪シティバスの停留所「東島屋」の北側にある、
大阪製作所東門。

その奥に見える、ガラス張りの建物。
何だと思いますか？

知りたい ! 見たい ! 大阪製作所 ≪第2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、
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。

Q.

A.

工場側の壁面には雨天時の雨よけとして
有孔折板ルーバーが設置されています。模
様をよ～く見ると…コーポレートマークを
モチーフにした菱形の孔が無数に配置さ
れています。そこから入ってくる木漏れ日
のようなやさしい光が、社員を温かく迎え
てくれます。

緑地には「ジュウガツザクラ」という秋に咲
くサクラがあり、開所した2018年秋にも可
愛い花を咲かせてくれました。もちろん、春
に咲くサクラもあり、今年の春には食堂を
春色に染めてくれる予定です。

夜勤食の提供時間帯には、
食堂からの光が、 やさしく周囲を照らしてくれます。

旧食堂跡地は、
広々とした緑地に生まれ変わりました。

カフェテリア方式の食堂では多彩なメニューの中か
ら、好きなものを選んで食べられるようになりまし
た。旬の食材を取り入れた新メニューも増え、お腹
も心も満たしてくれる食堂に生まれ変わりました。

食堂のリニューアルに合わせて、スタッフのユニ
フォームも一新しました。カフェ風のユニフォーム
に包まれたスタッフの素敵な笑顔がいっぱいです。

（グリーンホスピタリティフードマネジメント㈱のみなさん）

食堂内にはカフェスペースもあり、ゆったりとラン
チタイムを過ごすことができます。
食事は社員の活力の源。美味しいご飯を食べて、
元気に働き、社会に貢献できる製品のご提供をめ
ざします！！

社員食堂
実はコレ、大阪製作所１００周年記念事業により新築され、２０１８年４月にオープンした

なんです。
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をお伝えすることができて嬉しいです。幅広い世代
の地域のみなさまに親しまれる住友電工を目指して
まいります。

昨年初めてローズフェスタに寄せていただきました。丹
精込めて手入れされている様子がうかがえ、気持ち良く
拝見させていただきました。今年はまた若い生徒さんの
吹奏楽を聴くことができるようで楽しみにしております。
→ご来場いただきありがとうございます。ローズフェス
タと吹奏楽を楽しみにされているというお葉書を他
にもたくさんいただいています。毎年来られている
方はもちろん、初めての方もぜひ今年お越しくださ
い。社員一同心よりお待ちしております。

みなさまの『こえ』

初夏の心地よい風に包まれる中、約９００名のみなさまにご来場いただき、
盛大にローズフェスタを開催しました。今回は梅香中学校・吹奏楽部のみな
さんにお越しいただき、ダンスや歌もまじえた素晴らしい演奏を披露して
いただきました。
次回もみなさまのご期待に添えるように準備して参りますので、多数のご
来場をお待ちしております。

梅香中学校吹奏楽部による演奏会

大阪製作所100周年記念事業で新築された、
ガラス張りの建物は何でしょう？

２０１８年 ローズフェスタ
～ バ ラと音 楽 のコラボレーション～

２０２５年万博の大阪・関西開催が決定！
昨年１１月２３日にフランス・パリで開催
された博覧会国際事務局（ＢＩＥ）総会に
おいて、２０２５年万国博覧会の大阪（夢
洲）での開催が決定いたしました。当社
は、誘致実現に向けて、オフィシャルパー
トナーとして協力してまいりました。
誘致活動にご声援・ご協力いただきまし
た地域のみなさまに感謝申し上げます。

パリでの記者会見の様子
（右端が当社松本会長）

バラと音楽のコラボレーション
「ローズフェスタ」を開催します。

【 開 催 日 】
【 時　 　間 】
【コンサート】

２０１９年５月１２日（日）
９：００～１１：３０
①１０：００～１０：３０
②１１：００～１１：３０

☆雨天決行、ペット同伴はご遠慮ください。
☆今年も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。
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