
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。
これからも、めまぐるしく変化する社会から必要とされる新技術・新製品の開発に力を注ぎ続けるとともに、
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。

いちご狩り

（此花区身体障がい者連合会）

ボランティア活動

第14回 少年野球大会 第14回 グラウンド・ゴルフ大会

6月21日(56名) 11月23日(106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
産土神社

夏大祭「行幸祭」

男子の部
優　勝　羽瀬 静太郎さん
準優勝　金澤 房三さん
３　位　林 昭二さん

女子の部
優　勝　片山 富美子さん
準優勝　山下 あけみさん
３　位　清水 満子さん

優　勝　酉島つくし
準優勝　此花トライアル

毎年恒例の「みかん狩り」は、実りが少な
かったため中止となり、代わりに「いちご
狩り」が開催されました。

ボランティアとして
参 加し、皆 さ んと
一緒に楽しい一時
を過ごしました。

2月23日

今年の産土神社夏大祭は、縮小開催とな
りましたが、縁故地である当社高倉稲荷
神社へのお参りを執り行いました。

7月23日

住友電工杯

新型コロナウイルス感染予防対策

東西中央門受付
シールド、消毒液 整備

事務所入口
検温器や消毒液 整備

当社のグラウンド・大阪事務所・社員クラブ・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

グラウンド
社員クラブ

住友電気工業株式会社
大阪製作所のご案内

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。

住友電工のまわりの歩道をウォーキングしています。
夜でも明るく大きいので安心して通っています。
いつもありがとうございます。
→コロナ禍での健康づくりはより大切になりますね。夜道に

はくれぐれもお気をつけください。

紙面に緊急避難場所のマップ案内があり大変役立つと
思いました。
→ご意見ありがとうございます。今回も掲載しております。

有事の際には速やかな避難にご協力をお願いします。

いつもすみずみまで読んでいます。写真が豊富で読み
やすく社内や地域での活動がわかり読み応えたっぷり
で大満足です。今後も期待しています。
→スタッフも１年を振り返りながら楽しく編集しています。

これからもみなさまにご満足いただけるようにがんばり
ます。　応援よろしくお願いします。 

みなさまの『こえ』

当製作所は、地域の一員として地域に貢献できる
ようこころがけておりますが、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

お 願 い

2021年「ローズフェスタ」
中止のお知らせ

2021年ローズフェスタは、新型コロナウイルス感染拡大
の状況を鑑み、中止いたします。
楽しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ござい
ません。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

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  2月1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。

大阪製作所の中にある石碑は何でしょう？

①址　②鳥居　③太鼓
産土神社○○

淡水魚の池

野鳥の巣箱

生物多様性保全活動の推進
　弊社では、環境保全の取り
組みの一つとして「生物多様
性保全活動」を推進しており
ます。
大阪製作所は、ビオトープ※

を整備し野鳥の巣箱や淡水魚
の池作成を通じて生物多様性
に対する理解と関心を深め、
地域の生物多様性及び自然環
境の保全に係る意欲の増進を
図る事と、失われつつある地
域の自然を復元し、生き物を
守る環境づくりに取り組んで
おります。
今後もビオトープを増やし、
シジュウカラやミナミメダカ
の生育を目指していきます。

※ビオトープ・・・生物生息空間

大阪製作所内においても、感染および拡大の予防を進め安心し
て働ける環境づくりに努めております。

【取り組み概要】
　○手洗い・マスク着用の励行
　○日々の検温と体調確認
　○消毒液を受付や食堂、会議室、各職場に設置
　○テレワーク（在宅勤務）の実施　等

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
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社内のトピックス

大阪製作所内では、セキュリティに関する内容や安全意識の
向上を図るため、各入口付近に禁則事項の看板を設置しました。 

2月20日

禁則事項看板
2018年5月25日に住友電工グループの新しいタグラインを
発表し、東門に引き続き西門の広告塔を見直しました。
入り口がわかりやすくなったとご好評をいただいております。

2月28日

広告塔リニューアル（西門）

日本が世界に誇る企業を紹介する番組「知られざるガリバー
～エクセレントカンパニーファイル～」(テレビ大阪)にて、

“つなぐ・伝える技術”で、社会に貢献する弊社の基幹工場とし
て、大阪製作所が紹介されました。

10月3日

「知られざるガリバー」出演
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種イベントを
中止し式典のみ執り行いました。

4月5日

稲荷祭

弊社がメジャーパートナーを務める「ワールドマスターズゲー
ムズ関西2021」のオープン競技大会で
住友電工シニア野球チーム（50歳以上）
が準優勝しました。2022年開催予定の
本大会では優勝をめざします！ 

10月30日～11月1日

シニア野球チーム全国大会準優勝
野球部が「第72回大阪府選抜軟式野球大会」
において優勝しました。

8月26・27日

野球部大阪府大会優勝

産土神社さんとゆかりが深い弊社大阪製作所内の高倉稲荷神社では、毎週心を込めてお掃除をし、
毎月大阪製作所の安全を祈願しております。

大阪製作所の様子を少しずつご紹介していきます。
「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しますので、ご愛読いただければ幸いです。

こんなところに石碑が!？
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島屋交差点南西に位置する現在の産土神社
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