鳥を頬張りながらアルコールは進む︒
十両の取り組みが始まる３時頃には日
本酒︑ワインと続きほろ酔い加減に出
来上がる︒４時頃に幕内力士の取り組
みが始まる︒ひいき力士に声援を送り
ながら︑つい楽しくてお酒を飲み過ぎ
と国技館を後にする︒会長﹁中村社長︑

てしまいました︒ほろ酔い加減で会長

屋さんへ︑歴史を感じ格式あるお店︒

上野の不忍の近くに美味しいうなぎ屋

着くなり﹁お酒！２本﹂と﹁ウナギ﹂
︑﹁乾

酔に︒ワインを飲み過ぎ

食事・デザートが︑他の

杯﹂
︒楽しかった今日一日を振り返りな

行きましょう﹂二つ返事でそのうなぎ

先月９月号に続いてお酒のお話です︒あまりに
テーブルは︑皆さん着席

がらウナギをツマミに日本酒をグビり

さんがあるので案内するからちょっと

も美味いからと飲みすぎは禁物です︒お酒の飲み

して頂いておりますが︑

てしまったようです︒ワ

過ぎが原因で失敗した経験はあると思います︒今

弊社のテーブルは男性２

酒伝説Ⅱ

回は失敗談を紹介したいと思います︒

すが︑きらく駅前店でワイン会があり

第一話︑４年前くらいの話になりま

ん！﹂行ってみると男性社員２名がト

などこに行った﹂
﹁トイレから帰りませ

乗りました︒座ると爆睡︒寄って寝て

で仙台行きの９時ごろの新幹線に飛び

に︒会長は東武電車で︑小生は新幹線

しまい︑起きたら﹁ここどこ？﹂郡山

イレの洗面所で泥酔状態︑女性１名も
護をする︒
Ａ部長ががいない︑トイレの

を過ぎたことに気が付く︒

洗面所でダウンとの事︒社員３名の介

リンクを事前に飲んで参加︒他に参加

隣の和室をのぞくと大の字の姿で発

呑み﹂の号令︒賛同した社員が赤ワイ

態に 元気のいい弊社Ａ部長が﹁一気

がり賑やかに︒弊社社員もほろ酔い状

インを傾ける︒周りもだんだん盛り上

も語り継がれている﹁きらくワイン泥

ン吹雪でした︒これが弊社の社内で今

ワインでした︒
Ａ部長の口からのワイ

他周りが真っ赤に染まっている︒実は

見︒瞬間﹁あっ！血を吐いてる﹂顔︑

朝一番で自宅に帰り︑会社は時間には

で泊まれるビジネスホテルを見つけ翌

取られずに済んだ︒ホテル探し３件目

着︒駅員さんも優しく乗り越し運賃も

次から次へとワインが来る︒日頃は紳

飲み放題のワイン会の為︑無くなれば

インをがぶ飲み︒
﹁おいおい大丈夫か﹂

す︒国技館に入ったのは 時過ぎ位︑

の会長と相撲観戦に行った時の話で

年前︑大相撲東京場所を取引先某会社

第二話 これは私の失敗談です︒三

れるマス席につく︒お茶屋さんが用意

お茶屋さんの案内で間近で関取がみら

話でした︒

間に合った︒お酒で酔っ払い失敗した

ン一気呑み︑雰囲気に呑まれてＢ女性

士淑女なのですが﹁ワインの力は怖ろ
ら↓酩酊︑喋る言葉もろれつが回って

ずはビールで乾杯！ 国技館名物焼き

した弁当や飲み物やツマミを肴に︑ま

しい﹂人を変えてしまう︒ほろ酔いか
いない︑足もふらついている︒普段は

雄 三
中 村

12
飲まないワインを飲み過ぎて酩酊↓泥

代表取締役社長

凄く速いピッチで︑のん兵衛たちはワ

酔伝説﹂です︒

寝てしまい他県に︑終点の仙台に到

者 名位でした︒料理を頂きながらワ

ました︒会社の社員７名 男( 性５名︑
女性２名 で) 私もヘパリーゼ医薬品ド

本もう一本と酩酊状態で帰途につく事

と﹁こりゃあ美味い﹂日本酒のもう一

イン会も終わりに近づき

No. 4190-ISO 9001

名と女性１名だけ﹁みん

木戸竜一
加藤恒夫
桜 井 道
松村克恵

社員も赤ワインをぐいーと一気飲み︒

30
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秋の交通安全運動

﹁平成 年秋の全国交通安全運動﹂

た︒
21

2

6

私の交 通 安 全 宣言

貸切部 高久 育大

歩行者には十分気を付けて運転に徹

します︒

狭いところでは十分に危険予知を心掛

貸切部 渡邊 剛士

けて運転を行います︒

歩行者︑自転車に注意して運転します︒

貸切部 鈴木 紀光

車間距離を十分にとり︑かもしれない

運転を心掛ける︒

歩行者に十分に気を付けて運転します︒

集配部 更澤 麻衣子

交通事故は一旦起きると︑被害者だ

集配部 夏苅 圭

車間距離を十分とって︑安全運転を心

集配部 阿部 準也

左右の確認をしっかりします︒

もとにかく起こさない・・・と言う心

今日も社員の安全を願う、堀川部長

ます︒

めにとる︒

軽車輌部 荒井 祐輔

集配部 佐野 豊

一時停止を完全に止まる︒車間距離を多

集配部 加藤 哲也

安全第一で業務を行う︒

貸切部 廣井 勇治

急発進︑急停止をせず安全運転に徹し

軽車輌部 蓮沼 一巳

常に周りに注意し︑安全を心掛けます︒

す︒

車間距離を十分とり防衛運転を行いま

集配部 吉野 敏司

掛けて業務を行います︒
ます︒

総務人事部部長 丸山 隆

後も交通安全運動を地道に行っていき

がけをすべての社員が持つように︑今

影響が出るので︑どんなに小さな事故

します︒また周りの人たちにも大きな

けではなく加害者も大変つらい思いを

い送り出しました︒

手にドライバー一人ひとりの安全を願

両日は本社駐車場で幹部が看板を

7

日までの実施となり︑弊社では 月
25

分の間立哨を行いました︒

30 9

秋の交通安全運動は 月 日から
9

全運動喚起のため︑立哨を実施しまし

を推進するにあたり︑弊社でも交通安

30

日と 日の 日間︑ 時〜 時

21 30
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りますが︑私は視力が

ンズなども使用してお
鏡は︑ジェームス・ディーンが愛用していたこ

プティカルというメーカーのアーネルという眼

です︒ヴィンテージの中でも特にアメリカンオ

雰囲気と経年した風合いを持っており魅力的

悪いので眼鏡も使用し
ともあって︑非常に高価で売買されておりま

あって欲しくなります︒まずは金属のフレーム

しております︒眼鏡は奥が深く色々な種類が
ダクトとして見て︑素晴らしい形状のものを見

れて見ているだけでも楽しいです︒一つのプロ

現行でも古いものでも眼鏡にはお国柄が表

産業医ニュース 認知症について

認知症には︑原因となる病気によって
いろいろな種類があります︒
最も割合の多い疾患は﹁アルツハイマ
ー型認知症﹂です︒神経細胞が減少し︑
脳の萎縮が進行する病気︒症状は緩やか
に進行します︒根本的な治療法はありま
せんが︑薬でその症状を抑えたり︑病気

エコール見本市

我々通信販売部は

月 日に東京の流

この見本市は年に 回開催されており︑

に行かせて頂きました︒

エコールさんのエコールグループ見本市

目的は仕入先であります株式会社東京

きました︒

通センターに行って

21

普段はコンタクトレ

ます︒さらに眼鏡が好

とプラスチックのフレームがあります︒金属の
るとやはり欲しくなります︒しかしこれが自分

す︒

フレームでもチタン製や銀製︑サンプラチナな
に似合うとは限らない︒自分に似合い且つ︑プ

の進行を遅らせることは可能です︒
二番目に多いのは﹁血管性認知症﹂で
脳梗塞や脳出血などが原因です︒血管の
一部が損傷したことによる認知症はその
部分が治ることにより認知症の症状改善
も期待できます︒
高齢化社会に伴い︑認知症患者は今後
増え続けていくことが予想されます︒認
知症の方との接し方と上手なコミュニケ
ーション方法は﹁否定しない﹂が大原則︒
認知症という病気を理解して︑さりげ

9

文房具は 月から新商品が続々と販売

しております︒

社以上が新商品や主力商品を展示︑販売

エコールさんの取り扱いメーカー１００

2

きなのでいくつか保有

ど素材も様々で︑その特徴ももちろん変わって
と出会いたいものです︒これからも旅行先の眼

ロダクトとして見ても素晴らしいと思える眼鏡

プラスチックのフレームもアセテートやセル

鏡屋やインターネットなどで調べて探していき

きます︒
ロイドといった素材に分かれます︒セルロイド
たいと思います︒
専務取締役 中村 悟志

は古くから使われていたプラスチックフレー
ムでアセテートよりも硬く艶があるそうで
す︒というのも私はセルロイドとアセテートの
両方の眼鏡を持っているのですが素材の違い
があまり分かりません︒
昔ながらの形状の物や︑現代の技術をふん
だんに活用された形状など多岐に渡ります︒
眼鏡のブランドも国内にも多くありますし︑

されますので︑ 日間で約３６００人の

我々も 回目の参加で︑普段会う機会

トでした︒

方が来場して︑とても活気のあるイベン

2

が少ないメーカーさんや文房具以外のメ

ーカーさんも多数出展していますので︑

新商品や売筋商品の説明や実演販売して

路の拡大につながればと思いました︒

いただき︑とても参考になり︑今度の販

また︑様々な商品を仕入れましたので︑

今後新しいジャンルの商品もご案内でき

通販部部長 桜井 道

大盛況の見本市

なく自然で優しいサポートを心がけまし

桜井部長

ればと思っております︒

鋭い眼差しで

アメリカやヨーロッパのブランドも日本の眼鏡

ょう︒

9

2

商品を見極める

眼鏡
屋では買うことが出来ます︒さらにヴィンテー

作：木戸竜一

ジと呼ばれる古い時代の眼鏡も︑当時独特の
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高校生職場実習
当社の通信販売部が 月 日︵月︶
から 週間︑高校生の職場実習を受
宇都宮青葉高等学園 年生の小林

け入れました︒
和輝君です︒職場実習は学校教育の一
環として実施していますが︑内容は
実際の職場での就業状況と全く変わ
りないことを実施してもらいました︒

小林君は初日から精力的に仕事をこ
なしてくれて︑ 週間後には大きな戦力
として周りの社員からも非常に重宝がら
れました︒また︑職場では大きな声で挨
拶をしてくれ︑いつも笑顔で対応してく
れて︑私たちがつい忘れがちになる様な
事を思い出させてくれました︒
小林君が職場で得た物は大きいと思い
ますが︑私たちも小林君から得たものは
大きかったと思います︒
小林和樹君︑ 週間と言う短い期間で
したが︑ありがとうございました︒これ
から健康に気を付けて︑充実した学園生
活を送ってください︒

ご縁 に

感謝

ります︒即行動に移りましょう︒

いつにも増して直感がさえわた
牡羊座 …

生活スタイルを変えると︑運気
牡牛座 …
の波を上手に利用できます︒

ほどあっけなく解決しそう︒

困ったことは誰かに相談！驚く
…

まとう時︒輝きを放つでしょう︒

天秤座 …
華やかなプリンセスのオーラを

蠍座

新たなサイクルが始まります︒

運命の大きなサイクルが終わり
射手座 …

らは先生の様に慕ってくれるで

周りの人を統率します︒年下か
山羊座 …

しょう︒

楽しいことが沢山！時間がいく
水瓶座 …

そんな彼も早 年経ち︑年老いて歩く

ドヤ身体状態でじーっと見てるんです︒

です！彼が飲んだんです！私をドヤ顔︑

皆喜んで賛成するでしょう︒

思いつくままに意見を出すと︑
…

らあっても足らないかも︒

まで少し不便を感じるかも︒

無理はしてもやるべきことをや
…

魚座

日常に小さな変化あり︒慣れる
双子座 …
蟹座

らないと︑手痛い目にあうかも︒

家の周りや通勤時など︑毎日行
獅子座 …
き来する範囲の中に幸せあり︒

予想以上の成果が得られます︒

気心が知れた人と行動を共に！
乙女座 …

数年前のことですけど︑私の健康診断

が︑もうそろそろと言うときに︑プロテ

イン (日間用 を)購入し３〜４日飲用し

整備部部長 松橋 寿夫

ばと思うこのごろです︒

ていて︑今プロテインを飲んで若返れれ

のもゆっくりになりました︒毎日彼を見

15

宇都宮シンフォニーオーケストラ
２０１８年秋季演奏会のお知らせ

月 日︵日︶に那須野が原ハーモ
開催します︒
今回はチェコの作曲家ドボルザーク
とスメタナです︒
﹁新世界﹂
﹁モルダウ

したら無いんです︒何処を捜しても︑そ

会社から帰り晩御飯の変りに飲もうと

ていました︒
しますので︑興味のある方は是非聴き

ちていました︒すべてカラでした︒そう

思い外に出たら︑プロテインの袋が︑落

翌朝︑金太郎に朝ごはんをあげようと

した︒

に来てください︒

まで︒

ます︒
℡ ０７０ー１５８７ー６４５９

ご希望の方にはご招待券を差し上げ

の日は見つからず諦めて晩飯を食い寝ま

﹂と言った比較的おなじみの曲を演奏

My pret ty Kintaro

10

1

3

ニーホールで２０１８年秋季演奏会を

28

総務人事部部長 丸山 隆

名 前 ：松 橋 金

太郎
年 齢 ：推 定 15
歳
性 別 ：オ ス

14

10

9

2

3

Memory
of
training
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みんなの広場

