
３月に五十嵐さんが、４月に阿部
さん、井上さん、大塚さんの計４
名が入社され社内も活気づいてき
ました。
また、少しづつ暑くなってくるな
ど季節の移り変わりを感じさせま
す。とくに寒暖の変化は体調を崩
しやすいので、体をゆっくり休め
るなど体調管理をおこなってくだ
さい。

社員の皆さんに聞き込み調査をしました !!!!
質問：あ～夏だなぁ…と感じる瞬間は？★Question!

：ビールが旨いと感じる時

：海が恋しくなる時（笑）

：ビールが飲みたくなる時

：蚊に刺された時

：花火を見た時

：かき氷

：セミの声が聞こえた時

：白ワインが飲みたくなった時

：会社帰りにビールを飲みながら自転車に乗っている時

：美味しい冷やし中華が食べたくなった時

：サンダルに履き替えた時

：暑い時

：新潟競馬が始まった時

：花火大会が始まった時

：友達とBBQをした時、海に行きたいと思った時

：入道雲を見た時

：花火大会が始まったら

：朝起きたら、めっちゃ汗をかいている時

坂本顧問　

鈴木工場長　

関根副工場長　

青木さん　

伊藤（健）さん　

上村さん　

鈴木（健）さん　

竹内さん　

今村さん　

高木さん　

佐々木さん　

北村さん　

渡辺（正）さん　

谷田川さん　

松岡さん　

益子さん　

宇田川さん　

阿部さん　

：駅前でうちわをもらった時

：かき氷が食いたい時

：暑くて耐えられない時

：仕事で大汗かく時

：セミが鳴く時

：夜でもクーラーが活躍し始めたら

：稲川淳二を見かけた時

：枝付きの枝豆が店頭に並び始めた時

：薄着を見た時

：女性がきれいに見えてきた時

：夏フェスの予約をした時

：小学生がアサガオの鉢植えを持って帰ってる時

：自分の誕生日が近づいてきた時

：冷やし中華が美味しいナァ～

：ビールが美味しい時

：氷をかじりたくなった時

：入道雲を見た時

ご協力ありがとうございました !!

井上さん　

大塚さん　

小山さん　

松本さん　

五十嵐さん　

田中さん　

沢辺さん　

横田さん　

伊藤次長　

小沼さん　

小倉さん　

谷野次長　

原さん　

田村さん　

梅原さん　

福島さん　

植竹顧問　

トマトときゅうりのサラダ
［材料（２〜3⼈分）］
＊きゅうり………２本    ＊トマト……２個
＊すりゴマ………たっぷり  ＊ポン酢………⼤さじ 2〜3
＊すりおろしニンニク（チューブ）……1.5〜2cmぐらい
＊ごま油……⼤さじ⼤さじ 2〜3
［作り⽅］
1きゅうりは１本を３等分くらいに切り、まな板の上で１つずつ⼿で押し割
ります。
2トマトは⼀⼝サイズになるように切る。
312をボールに⼊れて、ポン酢を⼊れる。
 （注意：ごま油を先に⼊れてしまうと、味が染み込みにくくなります）
4ニンニクを⼊れ、全体的にごま油をかける。
 最後にすりゴマを⼊れ、よ〜く混ぜたら出来上がり。
★ポイント !!
 夏にはよ〜く冷蔵庫で冷やして⾷べると	♪d(⌒Ｏ⌒)b♪	です。

SATOMI’sキッチン
おつまみ ーその１ー

SATOMI’sキッチン
～～～～～～～～第２回～～～～～～～～

・⼊社おめでとうございます。
 今年度は⼯場職員３名の⾼卒新⼈社員を迎えました。嬉しいことに２名は⼥⼦社員です。弊社は⼥⼦社員が多いとはいえ、まだまだ
男性優位なこの業界。⼥性ならではの頑張りを是⾮⾒せていただきたいです。もちろん唯⼀の男⼦社員も負けずにね。

 昨年⼊社の先輩からは「仕事の覚えが早いので、３ヶ⽉後や半年、１年後が楽しみです」とありがたいお⾔葉をいただいています。
 先輩後輩関係なく、社員⼀同切磋琢磨し、サカエをそして製本業界を⽀え、盛り上げていってほしいと⼼から希望します。（志⿃社⻑）
・がんばり過ぎないようにがんばろう！（製本部：今村課⻑）	 ・⼀緒に頑張ろう！（製本部：伊藤係⻑）
・とりあえずケガはしないように !!（製本部：⻘⽊係⻑）	 ・あせらずに少しずつ進んでいきましょう。（製本部：佐々⽊係⻑）
・他の⼈たちに追いつき追い越せ !!（製本部：鈴⽊（健）さん）	 ・共に成⻑しましょう !!（製本部：宇⽥川さん）
・ケガだけはしないように。⼀緒にがんばっていきましょう。（製本部：上村さん）

2015年度新入社員の皆さんへ　～先輩からのコメント～

３月、４月に計４名の方が入社されました。すでに皆さんと共に仕事を行い、親睦を深め

ているとは思いますが、改めてこの中で紹介させていただきます。また、４月20日に行

われた親睦会の様子も少しですがお見せいたします。

新しい仲間が増えました！

阿部 光希
abe mitsuki

井上 はるか
inoue haruka

大塚 康輔
ōtsuka kōsuke

五十嵐 弘樹
igarashi hiroki

サカエNews～新入社員入りました～
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よろしくお願いします !!
〜わたしたちのプロフィールです〜

入社してしばらく経ちましたが、まだまだ不安でいっぱいです。
早く慣れるようにしたいです。
最近、一番好きな歌手は「ゲスの極み乙女」です。歌とか曲とかめっちゃツボで、
大好きになりました。
洋楽だとテイラー・スイフトとかが気に入ってます。

阿部 光希 abe mitsuki 1996 年 4月 30日生まれ
星座：おうし座

自分はこの業界に初めて入りました、何も知らない私に色々と、工場の人達や配
送の人がとても親切で教えて下さるので、本当に感謝しています。自分の役割は
配送なので、いかに早く納品・引き取りが出来るか、毎日勉強しています。松本
さんや安西さんにご指導して頂いて、１日でも早く、一人前になれるよう、頑張っ
て行きたいと思います。好きな歌手は、サザンです！

五十嵐 弘樹 igarashi hiroki 1977 年 2月 26日生まれ
星座：うお座　血液型：Ａ型

好きな歌手は TOKIO です。その中でも『AMBITIOUS JAPAN』が好きです。ど
んな事も一生懸命やり、色々な人との出会いを大切にし、前向きで明るい感じが
とても好きです。
会社で頑張りたい事は、早く色々な事を覚え、一人前になれるようにしたいです。
他の部門に行って手伝いなどをし、先輩方からいろいろ教えてもらいたいです。

大塚 康輔 ōtsuka kōsuke 1996 年 10月 10日生まれ
星座：てんびん座　血液型：Ｂ型

私の好きな歌手は宇多田ヒカルさんです。理由は1つのジャンルにとらわれてい
ない自由な音楽性と歌詞がいろいろ考えさせられて気づけば好きになっていまし
た。あとは曲のリズムが心地よくて、落ち着きたい時などにきいています。特に
「光」「桜流し」「beautiful world」とか聞きます。他にも都はるみさんの「好きになっ
た人」「大阪しぐれ」等も聞きます。都はるみさんの歌声の力強いところに感動し
た日から聞くことが多くなりました。これから仕事を多く覚えていきたいです。

井上 はるか inoue haruka 1996 年 12月 13日生まれ
星座：いて座　血液型：Ｏ型

歓迎会
2015年4月

20日
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