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。

サンエーニュース
第２８巻第７号 (通巻１７１号)

７月号
２０１６ 年 ７月 吉 日

高校野球秋田大会も大詰め…
夏の風物詩と言えば、私は高校野球甲子園予選だと思いま
す。１２日に開幕した第９８回大会もいよいよ大詰め、順
調にいけば２４日の日曜日には秋田県代表が決まる。ここ
数年のトレンドは秋田市内の高校が勝ちあがってこないこ
と昨年は秋田商業が優勝して出場したものの、他の高校は
なかなか苦戦をしている。その原因は県内の子ども達の越
境入学が減ったことがあげられる。わざわざ秋田市内に来
なくても地元でのびのびとやった方が十分に甲子園へのチ
ャンスがあるからだ。逆を言えば指導者不足なのかもしれ
ない。某農業高校のＳ監督のような名物監督がいなくなり、
学校に魅力がなくなっている感じです。各企業のトップと
して考えさせられるシーンです。・・・・

★★今週の持ち回り★★

秋田地区では三栄機械器具が独占販売中!!
ｉ Ｔｏｏｌ×ツボサン ブライト９００ クラフトタイプ
株式会社出石から、ブライトヤス
リのご案内です。表面に硬質クロム
を施すことにより、高耐久性と信じ
られないほどの切粉の剥離性を実現
しました。
＜特長＞
高耐久性…従来品に比べ３～６倍に
アップ（被削材により異なります）
目詰まりしにくい…アルミ・銅・プ
ラスチックなどの目詰まりしやすい
ものから、鉄(焼入れ鋼以外)、ステ
ンレスまで、非切削物を選ばず、オ
ールマイティに幅広く削れます。
ミニ木製ハンドル…グリップに使いやすい木製を採用。

========================================
平成２７年度補正「ものづくり・商業・サービス
新展開支援補助金」２次公募始まる！
～申込締切迫る！お急ぎ下さい!!～

========================================
平成２７年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援
補助金」の２次公募が７月８日から始まりました！今年いっぱ
いで設備を導入しなくてはいけないため、補助にあたっては制
約が多いですが、今後設備投資に補助金を活用できる数少ない
機会となるため、ご希望の方はお急ぎ下さい！
今回の採択予定件数は全国で概ね１００件程度を予定する
ものとなり、１０月中を目途に採択を行う予定です。補助事業
実施期間は、交付決定日（概ね平成２８年１１月中旬）から平
成２８年１２月３１日（土）までです。この期間において、発
注、納入、検収、支払等のすべての事業手続きが完了すること
が必要となります。また、今回の公募では、７月１日に施行さ
れた中小企業等経営強化法に関する「経営力向上計画」の取組
みも支援します。 具体的には、一般型類型の応募者が『有効
な「経営力向上計画」の認定を受けたことが確認できた場合』
に審査において加点されるものです。 経営力向上計画による
加点については、公募要領でご確認ください。
本補助金の補助対象者は、日本国内に本社及び開発拠点を有
する中小企業者に限ります。また、本事業では、
【革新的サー
ビス】
、
【ものづくり技術】の２つの類型があり、それぞれにつ
いて、
「一般型」
「小規模型」があります。国内外のニーズに対
応したサービスやものづくりの新事業を創出するため、認定支
援機関と連携して、革新的なサービス開発・試作品開発・生産
プロセス改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等を支
援します。

【ラインナップ】各商品とも中目ヤスリです
・ＤＩＨＩ-１００ 平ヤスリ 刃長 100 全長 195 ３本セット
・ＤＩＨＡ-１００ 半丸ヤスリ 刃長 100 全長 195 ３本セット
・ＤＩＳＥＴ-１００ 平・半丸・丸ヤスリ 刃長 100 全長 195 各１本
この大注目のヤスリはツボサン製ですので、信頼性は抜群で
す！そして、秋田県では 三栄機械器具 のみの取扱となりま
す！！この機会を是非お見逃し無く！
気になるお値段は…担当営業にお気軽にお尋ね下さい

シリーズ・我が社のアクセスポイント

第１１５回

大仙市・(株)フルヤモールドの伊藤和也（いとうかずや）
課長をご紹介します。
1.勤務先：(株)フルヤモールド
2.趣 味：海釣り
3.好きな芸能人：北野武
4.好きな飲み物：鹿児島県産芋焼酎
担当営業より…
歌がとても上手い方です。
※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます

今回の補助金申請にあたっても、弊社にてサポート致しま
す。設備の導入を検討中のお客様におかれましては、一度担当
営業にご相談下さい。

1 ページから続く

動力プレスの金型及びシャーの刃部の取付、
取り外し又は調整の業務に係る特別教育のご案内
一般社団法人秋田県労働基準協会では、動力プレスの金型
及び刃部の取付、取り外し、調整の業務に従事する方を対象
に特別教育を実施します。今回の講習では、各事業場で実技
講習を２時間以上修了した方が対象になります。
●日時及び場所
平成２８年９月２日(金) ８：３０～１７：２０
協働大町ビル４階「ぼたんの間」（秋田市大町３丁目２－４４）
●講習科目
①プレス機械又はシャー及びこれらの安全装置又は安全囲い
に関する知識
②プレス機械又はシャーによる作業に関する知識
③プレス機械の金型、シャーの刃部又はプレス機械若しく
は安全囲いの点検、取付、調整などに関する知識
④関係法令 ※実技は「受講申込書」の事業主の証明をもって実施したものとします
●実技実施証明 受講申込書に事業場等の実技実施証明を記入して下さい。
●受講料など
・会員事業場
受講料 9,280 円＋テキスト代 2,484 円＝合計 11,764 円(税込)
・その他の事業場
受講料 14680 円＋テキスト代 2,484 円＝合計 17,164 円(税込)
●使用テキスト
中央労働災害防止協会「プレス作業者安全必携」、「シャー作業
者安全必携」
●定員 ７０名(定員になり次第締め切ります)
●受講申込方法
①「受講申込書」に所要事項を記載し、申込６ヶ月以内に撮影し
た証明写真１枚を貼付し、郵送又は持参により申込下さい。
②受講者には講習日の約１ヶ月前に受講票及び関係資料を送付
します（受講料の請求書が必要な方には請求書を同封します）
③受講申込締切日及び受講料納付期限は 8/26(金)です。
④受講申込締切日以降のキャンセルは、原則として受講料の返
還はいたしません。
⑤不明な点は下記へお問い合わせ下さい。
申込先：〒010-0921 秋田市大町 3-2-44 協働大町ビル 3 階
一般社団法人 秋田県労働基準協会
TEL 018-862-3362 FAX 018-862-3729
振込先：秋田銀行大町支店 普通 ９６７５７５
一般社団法人 秋田県労働基準協会
専務理事 角間崎栄悦(かくまざきえいえつ)
●その他
①全科目を受講した方には「修了証」を交付致します。
②事業場には「講習実施証明書」を交付致します。

編 集 長 お 勧 め の 一 冊
「世界の中心で、愛をさけぶ」 片山恭一 著
高校生の朔太郎は同級生のアキと親しく
なり、いつしか恋に落ちます。一方、朔
太郎の祖父は、かつて愛し合いながらも
別の男と結婚した女性が亡くなったこと
を知ります。祖父は朔太郎と一緒にその
女性の墓から遺灰を盗み出し、自分が死
んだら遺灰を混ぜて山に撒いてくれと頼
むのです。朔太郎はアキと夏休みに近く
の島に行き、廃墟となったリゾートホテ
ルの一室で一晩を抱き合って過ごすなど、
二人にとって幸福の日々が続きます。し
かし、アキは白血病であることがわかり、
入院・・・。
映画化にもなった作品です。ご一読あれ

ハイプロスクリーナーＡが大特価で提供中！
～お盆休み前の大清掃にいかがですか？～
工業用化学薬品メーカー・株式会
社ＮＭＣより、夏の大掃除にピッタ
リの洗剤のご案内です。工作機械の
洗浄に最適な「ハイプロス クリー
ナーＡ」が９月末までの期間限定に
て、大特価で提供致します。無臭で
拭き取りやすさが人気の秘密です。
特価販売期間中は、注ぎ口ノズル１
個を無料でサービス致します。是非
この機会をお見逃し無く！
＜特

長＞

・塗装に優しく無償で快適なお掃除用洗浄剤です。
・べたつきも少なく、ラクラク拭き取りできます。
・工作機械のお手入れから、事務用品のお掃除まで幅広い用途でご
使用頂けます。

オイルフリーでご使用ユーザー続出中！
＜参考希釈倍率＞
・工作機械の油分洗浄（５～１０倍希釈）
・設備など比較的軽度な汚れの洗浄（１０～２０倍）

通常価格￥３,５００(税別)＋送料のところ…

２,９００円(税別、送料無料！)
お問い合わせ・お申し込みは担当営業まで
ピグタフチャットグリーン発売記念キャンペーン
人気のピグマットシリーズに新商
品が仲間入り！「タフチャットグリ
ーン」は従来の物より、幅が少し
短くなり、「安全第一」のメッセー
ジ 入 り に な りました。 従 来品同
様、加工機の前などでご使用頂
けます。
その発売を記念して、２本購入毎に本商品用のゴムトレー(定価
32,000 円)を１枚プレゼントするキャンペーンを９月末まで実施
中です。予めトレーについている滑り止めテープでマットを固定
でき、大変便利なアイテムです。是非この機会にどうぞ…
＜マット・MAT653AMP＞ 幅６１ｃｍ×長さ２０ｍ×厚み３ｍｍ
吸収量：約４５L／巻 色：グリーン（裏面：グレー）
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収し、耐久性抜群
・ミシン目があるので、簡単にカットできます ・防炎適合品
＜トレー・KE620×790BA＞ サイズ：幅６８ｃｍ×長さ８５ｃｍ
編 集 後 記
大館市の進藤さんから、息子の野球の応援で秋田市に来て
いるとのこと…ちょうど晴れ間が出て暑い日なので熱中症
に気をつけてくださいね！と伝えました。なんと大館勢は
２校もベスト８に残っているんですね・・・
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。

サンエーニュース

三栄機械器具株式会社

〒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

