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９号 (通巻１７３号)

２０１６ 年 ９月 吉 日

日銀 長期金利０％に誘導…
日銀は９月２１日に開いた金融政策決定会合で、長短金
利を誘導目標とする新しい金融緩和の枠組みを導入す
ることを決めた。現状のマイナス金利政策を維持すると
ともに、10 年物国債利回りを０％程度に誘導する。２％の
物価安定目標が実現するまで金融緩和を続ける方針を
示し、今後必要な場合には、マイナス金利の深掘りなどを
軸にする考えを示しました。これをどう見るかは専門家
の意見の分かれるところですが、私の予想は、景気は現
状維持もしくはわずかながらの上昇線をたどると見てい
ます。2020 年の東京五輪に向けてのインフラの整備や
企業の業績水準を見ての判断です。我々営業が下降だ
なんて口が裂けても言えません・・・・(伸)
★★今週の持ち回り★★

帰ってきたタフコイルホース！！
スパイラルホース タフ・コイル
６月号でご案内し
た千代田通商のエア
ホースですが、大好評
のうちに７月末に販
売終了しました。しか
しながら、好評につ
き、限定増産が決定！
おかげさまで追加販
売できることになり
ました。本商品は、ス
パイラルタイプのエ
アホースで、耐久性を
重視しており、従来の
ポリウレタンチュー
ブに今難燃性プラスチックをコーティングした二重構造に
なっていて、破れにくいのが特長です。溶接スパッタや高温
の切粉に強く高寿命です。本ニュースと行き違いで売り切れ
の際はご容赦願います。まずはお問い合わせください！
【仕 様】
使用流体：圧縮空気
破壊圧力：３Ｍｐａ

9 月号

使用温度範囲：－５～６０℃
最高使用圧力：０．８ＭＰａ

気になるお値段は…担当営業にお気軽にお尋ね下さい

========================================
平成２８年度全国労働衛生週間
～１０月１日から７日まで～

========================================
全国労働衛生週間（主唱者：厚生労働省、中央労働災害防止協会）は、１０
月１日から１０月７日まで行われる、事業場における自主的労働衛生管理活
動を通じた労働者の健康確保に大きな役割を果たす取り組みです。昭和２
５年の第１回実施以来、今年で第６７回を迎えます。
労働者の健康を巡る状況を見ると、平成２７年度の脳・心臓疾患の労災支
給決定件数が２５１人、精神障害の労災支給決定件数が４７２人となっている
こと、勤務問題を原因・動機の一つとしている自殺者が約２２００人いること、
近年我が国において過労死等が多発し大きな社会問題となっていること
など、職場におけるメンタルヘルス対策や過重労働による健康障害防止対
策は重要な課題となっています。一方、また、業務上疾病の被災者は長期
的に減少し、平成２７年は前年から４７人減少して７３６８人となりました。疾病
別では腰痛が７４人減少したものの、４５５０人と依然として全体の６割を超
え、業種別では社会福祉施設が最も多くなっています。一方、熱中症につ
いては、前年から４１人増加して４６４人となり、近年４００～５００人台で高止ま
りの状態にあります。さらに、化学物質による疾病は溶剤、薬品等による薬
傷・やけど等が多く、また、特定化学物質障害予防規則等の対象となって
いない化学物質を原因とするがんなどの遅発性の疾病による労災事案の
発生等の新たな問題も生じています。
このような状況を踏まえ、平成２６年６月に公布された改正労働安全衛生
法により、①ストレスチェック制度の創設によるメンタルヘルス対策のより
一層の充実、②表示義務の対象となる化学物質の範囲の拡大と、一定の
危険・有害な化学物質に対するリスクアセスメントの実施による化学物質
管理、③職場における受動喫煙防止対策等を推進し、業務上疾病の発生
を未然防止するための仕組みを充実させたところであり、その確実な履行
が必要となっています。
また、平成２６年１１月に施行された過労死等防止対策推進法及び「過労死
等の防止のための対策に関する大綱」（平成２７年７月閣議決定）に基づき、
調査研究等、啓発、相談体制の整備等、民間団体の活動に対する支援等
の各対策を推進し、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実
して働き続けることのできる社会の実現に寄与することが求められていま
す。
さらに、「ニッポン一億総活躍プラン」（平成２８年６月閣議決定）に基づき、
疾病を抱える労働者の治療と職業生活の両立支援対策が求められていま
す。
このような背景を踏まえ、今年度は、
「健康職場 つくる まもるは みんなが主役」
…をスローガンとして全国労働衛生週間を展開し、事業場における労働衛
生意識の高揚を図るとともに、自主的な労働衛生管理活動の一層の促進
を図ることとしています。

★２０１６年１０月 イベント情報

シリーズ・我が社のアクセスポイント

第１１７回

イオン交換樹脂・水処理関連用品メーカーのフィーブリケミカル
(株)の三浦秀樹（みうらひでき)さんをご紹介します。
1.勤務先：フィーブリケミカル株式会社
2.好きな食べ物：肉料理
3.好きな有名人：勝海舟 4.趣味：ギター
担当コメント：東京から数ヶ月に一度、ワイヤー
放電加工機用のイオン交換樹脂やフィルター類
などをいつも提案して頂いております。いつも気
さくな対応の三浦さん。同行営業で皆様の元へ
お邪魔した際にはよろしくお願い申し上げます。
※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます

10/4～7

CEATEC JAPAN

幕張メッセ

10/5～6

NEDO「次世代人工知能・ロボット中核技術開発」
プライベート展示会

幕張メッセ
インテックス大阪

10/5～7

[関西] ものづくりワールド 2016

10/12～14

第 6 回国際道工具・作業用品 EXPO

幕張メッセ

10/12～15

2016 年国際航空宇宙展（JA2016）

東京ビッグサイト

10/19～21

2016 洗浄総合展
モノづくりマッチング Japan2016
Japan Robot Week 2016

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・・・・

1 ページから続く

ＳＧタップセットキャンペーン

ＪＩＭＴＯＦ２０１６迫る！今年の見所は？
今年も見学ツアー開催予定！参加者募集！！
世界の三大工作機械見本市である「日本国際工作機械見本
市（ＪＩＭＴＯＦ）
」は今回で２８回目を迎えるイベントにな
りました。今号ではこの「ＪＩＭＴＯＦ２０１６」について、
ご紹介します。今回のＪＩＭＴＯＦは、
「ここから未来が動き
出す。
」をテーマに、１１月１７日～２２日までの６日間、東
京都の東京ビッグサイトで行われます。前回より１２３社多
い、７６５社(国内６２０社、海外１４５社)が出展し、展示面
積がさらに１割増えて、過去最大規模となる予定です。企画展
示では、東新展示棟の東７ホールにおいて、次世代に伝えたい
(株)北嶋絞製作所「へら絞り」の日本の匠の技、福井県の世界
最高レベルの技術力を発揮した「めがね」を紹介します。この
他、講演会やセミナーでは、開催初日の１７日に、日本の競争
力の源泉であるＡＩの発展のために設立された人工知能研究
センターのセンター長である辻井潤一氏が、
「人工知能（ＡＩ）
の今後の展開と機械産業への応用」と題した基調講演を行いま
す。また翌１８日に、トヨタ自動車(株)常務理事の近藤禎人氏
による「工作機械業界と歩む新しいクルマづくり」を、２１日
には東京大学名誉教授であり、学習院大学の教授である伊藤元
重氏が「グローバル経済と、製造業における近未来企業経営」
をテーマに、２２日には名古屋大学特任教授の石川隆司氏が、
「炭素繊維強化プラスチック（CFRP）と工作機械の関わり：CFRP
製造と CFRP 応用」を、一般社団法人インダストリアル・バリ
ューチェーン・イニシアティブが「日本初の“つながる工場”
IVI(Industrial Value Chain Initiative)の取り組み」をテー
マに、それぞれ特別講演を予定しています。この他にもセミナ
ーなどが多数開催される予定です。
当社ではこれらに合わせ、１１月１８～１９日の１泊２日
(秋田空港/大館能代空港出発)の予定で、ＪＩＭＴＯＦ見学ツ
アーを開催することになりました。参加を希望されるお客様は
当社営業まで詳細をお問い合わせ下さい。
＜多数のご参加をお待ちしています＞

★★３本購入でＳＧＥＳＳ1 本プレゼント、11 月 20 日まで！★★
好評のＮＡＣＨＩタップシリーズですが、もっと多くの
お客様にＳＧタップの良さを知って頂くために、ＳＧタッ
プ限定キャンペーンを開始しました。ＳＧスパイラルタッ
プ、またはＳＧポイントタップ、どれでも３本をお買い上
げ頂くと、下穴用のＳＧＥＳＳを１本プレゼント！
Ｍ３/４/５/６/８サイズであれば、サイズの組み合わせ
やスパイラル・ポイントの組み合わせは自由！お買い上げ
頂いたタップに合った下穴用ドリルを１本差し上げます。
今回は太っ腹企画！！下穴ドリルはお客様によって使用サ
イズが異なることから、ドリルサイズはお客様でお選び頂
けます！
<例>M3 ポイント 1 本、M5 ポイント 1 本、M8 スパイラル 1 本
の組み合わせなら、M3、M5、M8 サイズの下穴用ドリルからお
好きなもの(サイズ)を 1 本プレゼントします。
対象製品
製品名

製品種類

ＳＧＰＯ
ＳＧＳＰ

ポイントタップ
スパイラルタップ

なお、タップシリーズのみを掲載したカタログも引き続き
好評配布中です。まだ総合カタログには掲載されていませ
んし、商品選定も簡単です！ご希望の方は、担当営業まで
お知らせ下さい。只今準備中のキャンペーンチラシと合わ
せてお届け致します。この機会に是非、ＳＧタップの良さ
を実感されて下さい。ご注文お待ちしております！！

ロボット活用促進セミナー開催！

お問い合わせは担当営業までお気軽にどうぞ

最新鋭小型ロボットに触れてください・・・

気になるお値段は…秋田県内最安値！お気軽にお尋ね下さい

１．主催 ：秋田県生産技術研究会 機械加工分科会
２．日時 ：平成２８年１０月４日（火）13：30～16：30
３．場所 ：秋田県産業技術センター本館 研修棟２F 講堂
（秋田市新屋町字砂奴寄４－１１ TEL:018-862-3414）
４．参 加 費 ：無 料
５．内容 ：テーマ「ロボットによる自動化と導入事例」

編 集 後 記
秋田市の飯塚さんから、口内炎になってしまい大好きなラ
ーメンが食べられないと連絡をいただきました。ちょうど
私も口内炎になっており、痛いことを話して食生活にはお
互い気をつけましょうと話をしました。
・・・・(伸)

１）ロボット技術の動向
２）ロボットによる自動化を進めるに当たっての注意点
３）ロボット機能の紹介と導入事例
４）小型ロボット MZ04 によるﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰｼｮﾝと実機体験
５）最新機種ロボット EZ03 のご紹介
講師：株式会社不二越ロボット事業部システム開発部長 高田寿則氏
【個別相談・世界最速ロボット実機プロモーション】16:00～16:30
◆セミナー参加申し込みは当社担当営業まで・・・

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

