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シリーズ・我が社のアクセスポイント 第１２６回 

第１２６回は、青森県田舎館村・ホクテツ青森工場の溝江さんを
ご紹介します。  

1.勤務先：株式会社ホクテツ 
2.趣味：ショッピング 
3.好きな食べ物：お寿司 
4.勤続年数：９年 
担当コメント…毎週訪問時にはおいし 
いコーヒーを入れて下さいます。肌がつ 
やつやでとてもお綺麗な青森美人です。 
これからも宜しくお願いします。 
※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます 

 

いつもお世話になっております。 社内回覧をお願いします。 

加計学園問題で首相辞任？？ 
[安倍内閣いよいよ大詰め・・・・] 

岡山市の学校法人「加計学園」が獣医学部を愛媛県今治市

に新設することを国が認めた。この手続きをめぐって、加

計学園理事長の友人である安倍首相、あるいは首相側近に

よる不適切な関与があったのではとする疑惑が浮上した。

前回は森友学園問題で首相の奥様の疑惑が浮上して火消し

にやっきだったが、今度の問題は安倍首相自身かなり追い

込まれることだろう…あまりにも巻き込まれた閣僚が多い

からだ。頼みの支持率も急落していよいよ政権末期のよう

な気がする・・・ひょっとしたら、近いうちに選挙がある

かもね･･･そんなことあるわけないか！！ 

 

 
ボッシュ レーザー距離計が大特価 ７月末まで継続中 
今なら単４乾電池が４０本も付いてくる!! 

お買い得なＢＯＳＣＨ製レーザ

ー距離計のご案内です。今なら

単４乾電池が４０本おまけの大

盤振る舞い！電池交換で買いに

行く手間も省けて便利！オスス

メ！！ 

＜特長＞ 

・直感的操作が可能・カラー液

晶採用で、様々な測定作業をさ

らに分かりやすく行える！ 

・カラー液晶ディスプレイ採用 

・直感的に操作できる測定モー

ド選択画面 

・最大測定距離 50m 

・角度センサー内蔵で傾斜測定

も可能  

 

＜仕様＞ 

●測定項目：距離、面積、容積体積、ピタゴラス、傾斜 

●容器保護等級:IP54 ●保証期間：1 年 

●電源:単 4 アルカリ乾電池×2 本（付属） 

●レーザー安全基準：クラス 

●ピタゴラス測定の傾斜：0～360 度 

●傾斜測定：0～360 度  ●測定範囲(m):0.05～50 

●測定精度(mm):距離測定：±1.5/傾斜測定：±0.2° 

●最小表示(mm):距離測定：0.5mm/傾斜測定：0.1° 

●高さ(mm):106 ●幅(mm):45 ●厚み(mm):24 ●質量:100g 

通常セット価格 14,400円のところ…大特価 12,000 円(税別) 

 

２０１７夏到来！熱中症ゼロへ 

～暑さに負けないカラダ作りと作業環境改善で快適に過ごそう～ 

今月号の本欄では、まもなくやってくる夏に備え、「熱中症」にフォーカスを

当てます。熱中症を正しく理解して、暑い夏を乗り切りましょう！ 

熱中症の症状は－ 
熱中症は、高温多湿な環境に、私たちの身体が適応できないことで生じる

さまざまな症状の総称です。以下のような症状が出たら、熱中症にかかっ

ている危険性があります。 

＜症状＞ 

①めまいや顔のほてり 

②筋肉痛や筋肉のけいれん 

③体のだるさや吐き気 

④汗のかきかたがおかしい 

⑤体温が高い、皮ふの異常 

⑥呼びかけに反応しない、まっすぐ歩けない 

⑦自分で水分補給ができない 
 

熱中症の予防・対策を知ろう－ 
◎シーズンを通して、暑さに負けない体づくりを続けよう 

熱中症を予防するためには、暑さに負けない体作りが大切です。気温が上

がり始める初夏から、日常的に適度な運動をおこない、適切な食事、十分

な睡眠をとるようにしましょう。 

◎日々の生活の中で、暑さに対する工夫をしよう 

暑さは日々の生活の中の工夫や心がけでやわらげることができます。適

度な空調で室内の温度を快適に保ったり、衣服を工夫することで、熱中症

の危険を避けやすくなります。また、日よけをして直射日光を避けましょ

う。自分のいる環境の熱中症危険度を常に気にする習慣をつけることも

重要です。 

◎特に注意が必要なシーンや場所で、暑さから身を守るアクションを 

炎天下でのスポーツや、空調設備の整っていない環境での作業時などで

は、熱中症の危険からしっかりと身を守るアクションをとることが必要で

す。適度な水分と塩分の補給をおこない、こまめに休憩をとるようにしまし

ょう。 

もし万が一熱中症になってしまったら－ 
①涼しい場所へ移動しましょう 

②衣服を脱がし、体を冷やして体温を下げましょう 

③塩分や水分を補給しましょう 

すぐに医療機関へ相談、または救急車を呼びましょう。また、救急車を待っ

ている間にも、現場で応急処置をすることで症状の悪化を防ぐことができ

ます。熱中症は命に関わる危険な症状で、甘く判断してはいけません。 

熱中症情報は下記サイトも是非チェックしてみてくださいね 

もっと詳しい情報は… 
 

https://www.netsuzero.jp/ 

★２０１７年７月 イベント情報 

7/1～2 東京キャンピングカーショー2017 東京ビッグサイト 

7/5～7 
第１２回再生可能エネルギー世界展示会 

PV Japan 2017 
パシフィコ横浜 

7/12～15 MF-Tokyo2017 プレス・板金・フォーミング展 東京ビッグサイト 

7/19～21 サーモテック ２０１７ 東京ビッグサイト 

※念のため、主催者もしくは当社営業にご確認ください… 



 
 
 
 
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

サンエーニュース  

〒010-0065 秋田県秋田市茨島２丁目９-３５ 
TEL 018-862-3105  FAX 018-863-0924 
企画部 佐々木隆貴 
ホームページ http://www.saneikikai.co.jp/  
E-mail info@saneikikai.co.jp2 

編 集 後 記 

ワラビをたくさん頂きましたと先月号で書いたら、由利本

荘市の匿名さんからもたくさん頂きました。なんとなく色

が薄くてどうかな？と思いましたがとってもおいしかっ

たです。どの辺で取れるの？と聞いたら道端とのこと・・ 

どんなことでも結構です。ご一報ください｡粗品をさしあげます。 

1 ページから続く 

工場内の熱中症対策に！今年も工場扇で乗り切ろう!! 
今年のオススメ・エアー工場扇に任せて安心！ 

今月は熱中症対策を特集しているサンエーニュースですが、

本欄では関連した商品をご案内していきます。季節商品という

性質上、暑くなると納期が遅くなったり、在庫切れとなる場合

がありますので、早めの手配をオススメ致します。 

 

この夏の新商品！電源がいらない工場扇!! 

エアーモーター工場扇 

 

ナカトミが今夏発売した、

エアモーター工場扇は引火

のある場所、粉塵の多い場

所での送風・換気、機械の

冷却にバツグンの威力を発

揮します。多くの工場で利

用されている圧縮空気で駆

動しますので、粉塵や油分、

湿気の多い場所でも使用が

可能です。なお、エアー供

給源は３馬力以上のコンプ 
 

レッサが必要となります。使用に適した場所としては、ガソリ

ンスタンド・造船所・化学工場・塗装工場・処理場などがオス

スメです。それ以外の場所でも、エアー配管設備がある場所な

ら、エアホースを接続すればすぐに使用できます。 

スタンドタイプ 

AF-50S/AF-50R  
使用空気圧力：0.6Mpa 

空気消費量：220L/min 風速

330m/min 風量：210m3/min 

回転数：1350min-1 空気接続口

サイズ：1/4 プラグ 騒音値：78dB 

推奨コンプレッサ：3 馬力以上 

75cm エアーファンフロア式 

AF-75F (上記写真モデル) 
使用空気圧力：0.6Mpa 

空気消費量：210L/min 風速

240m/min 風量：300m3/min 

回転数：680min-1 空気接続口サ

イズ：1/4 プラグ 騒音値：75dB 

推奨コンプレッサ：3 馬力以上   

ご相談はお早めに担当営業までどうぞ！ 

秋田県中小企業家同友会入会のご案内！！ 

中小企業家同友会は 47 都道府県にあり、約４万社の中小企業

経営者が加盟している、中小企業経営者の団体です。 

一言でいうと、中小企業経営者が自主的に参加し、みんなで

運営して、経営体験を本音で語り・学び合い、経営者として・

人間として成長する、経営者の学びの場・成長の場です。 

経営について真剣に考えたい。経営者として刺激を受けたい 

経営の悩みを相談できる仲間がほしい。経営の将来への見通

しをたてたい。社員も含め、会社のレベルアップをはかりた

い。優秀な人材を採用・確保・育成したい。後継者を育てた

い。異業種・異分野のネットワークを広げたい…etc 

■秋田県中小企業家同友会事務局 

〒010-0965 秋田市八橋新川向 4-23 みどりやビル２Ｆ 

TEL：018-867-7471 FAX：018-867-7472 

メール：info@akita.doyu.jp 事務局 三浦文枝さん 

 

 

 ６月のオンラインストア通信 
 

http://store.shopping.yahoo.co.jp/saneikikai/ 
オンラインストア通信

で、今月ご紹介する商品

は、無線遠隔操作の草刈

機「スパイダーミニ」で

す。先日男鹿市でデモイ

ベントを開催した同機で

すが、実はオンラインス

トアでも取扱があるんで  

す。軽量アルミニウム合金、低重心の安定構造で、最大傾斜角

は 30～55°まで対応し、傾斜地の草刈にバツグンの高性能！も

ちろん上位機種の ILD01 と ILD02 の取扱もございます。ILD01

なら除雪にも対応でき、大変便利です。  

無線操縦草刈機「スパイダーミニ」 オンライン価格 1,147,500 円（税込） 

 

本商品の獲得Ｔポイントは…11,475 ポイント 

※獲得ポイントは Yahoo 会員ランクによって変わります 

皆様からの取扱商品のリクエストもお待ちしています！ 

 山岳遭難、アプリでＳＯＳ…山形の高専など開発 

 

 山岳遭難時に位置情報を家族などに

電子メールで伝えることができるスマー

トフォン用アプリを、ウェブ制作会社「キ

ャプテン山形」（山形市）と鶴岡工業高

専（山形県鶴岡市）が開発した。同社な

どは昨年、登山口に近付くとアプリが起

動し、入・下山届を提出できるシステム

を作った。新たにアプリの「ＳＯＳ」ボタン

を押すことでＧＰＳ（全地球測位システ

ム）の位置情報を伝えられる機能を追

加し、救助のさらなる効率化につなげ

る。鳥海山（２２３６メートル）で６月下旬か

ら４か月間、実証実験を行い、来年夏に 

全国の山での本格運用を目指す。キャプテン山形は昨年、鶴岡高専か

ら技術面の協力を得て、登山口に設置した電波発信機に近づくと自動

でスマホのアプリが起動し、入・下山届の提出と保険の申し込みができ

るシステムを作ったが、この遭難事故を受け、新たにボタン一つで正確

な位置情報をメール送信できる機能の開発に乗り出したという。ＧＰＳ

機能で緊急通報する機器やアプリは他にもあるが、同社は「自動的に

入・下山届の提出や保険への加入を促す機能と連動させることで、安

全をさらに担保できる」とアピールする。山形県警山岳救助隊長の黒田

一彦・地域課地域指導官は「遭難場所につながる情報やそれを得るた

めの手段はあればあるほど良い。早く救助に向かうことができれば、そ

れだけ助かる可能性が高まる」と話す。(2017/5/30 読売新聞) 


