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２９巻第４号 (通巻１８０号)

２０１７ 年 ４月 吉 日

========================================
技能向上に！各種技能講習を受けてみよう!!

安倍内閣、大丈夫？？
[今村復興大臣が辞任・・・]
私はこれで会社を辞めました！と小指を立てて真面
目な顔での「禁煙パイポ」の CM で使われた台詞を皆
さんはご存知ですか？禁煙パイプ｢パイポ｣の CM に登
場するフレーズでした。そんな、中川俊直経済産業政
務官が女性問題で辞任したばかりで、今度はまた今村
復興大臣が辞任と安倍内閣が揺れている。しかし、今
度の失言は２度目だけに即クビの対応は仕方ない。バ
カじゃないの？と学歴を見たら東大法卒…「綸言、汗
の如し」皆さん、発言には気をつけましょう…
★★今週の持ち回り★★

ワークライト新発売キャンペーン
日本でトップシェアを誇るＬＥ
Ｄライトメーカー「ジェントス」
より、新商品発売を記念したキャ
ンペーンのご案内です。小型・軽
量なのに明るい１２００ｌｍ仕
様の投光器「ＧＺ－３００」の発
売に合わせ、５月末までＰＵ迷彩
手袋がもれなくサービスになる
お得なキャンペーンが始まりま
した。本機はＡＣ電源だけでな
く、内蔵の充電池でも使用でき
るハイブリッドモデルで、これからのアウトドアシーズンや災害時
の光源にもピッタリ。また、耐塵・防滴で、１ｍからの落下にも耐
えうる耐久性がありますので、様々なシーンでご利用頂けます。
■仕様 使用光源:高輝度白色 COB LED×1 個 明るさ:1,200/500 ル
ーメン(High/Eco) 使用電池:リチウムイオン充電池 3.7V/6,000mAh
内蔵充電時間:3 時間 電池寿命:充放電 約 500 回 消費電力:12W 点
灯時間：5 時間(Eco)/ 2 時間(High) 照射特性:照射角度 65° 保護
等級:耐塵・防滴仕様（IP64 準拠） 落下耐久:1m サイズ:W172×H122
×D75mm 本体質量:616g(電池含) 付属
品:1.5m コード AC アダプター
作業用迷彩手袋が付いて大特価！！

5,000 円(税別)
販売期間は５月末まで！お早めに!!
詳しくは担当営業までお問い合わせ下さい

シリーズ・我が社のアクセスポイント

第１２４回

第１２４回は、男鹿市船越・武藤電子工業(株)の夏井建次
(なついけんじ)さんをご紹介します。
1.勤務先：武藤電子工業株式会社
2.趣味：釣り・ゲーム
3.好きな有名人：高田純次
4.好きな食べ物：ラーメン
5.気になること：３ム（ムリ・ムラ・ムダ）
担当コメント：訪問時は、いつも丁寧な
対応をしてくださり、ありがとうござい
ます。これからも宜しくお願い致します。
※掲載させていただいた方には粗品をさしあげます

４月号

～ガス溶接技能講習／玉掛け技能講習～

========================================
今回の本号では、皆さんの技能向上に役立つ講習会につい
てご案内します…是非この機会にどうぞ。
◎ガス溶接技能講習
一般社団法人秋田県労働基準協会では、ガス溶接技能講習を実施します。
●日時及び場所
1 日目 6 月 2 日(金) 協働大町ビル４階「けやきの間」（秋田市大町 3-2-44）
2 日目 6 月 3 日(土) ポリテクセンター秋田（潟上市天王字上北野 4-143）
●講習科目
①ガス溶接等の業務のために使用する可燃性ガス及び酸素に関する知識
②ガス溶接等の業務のために使用する設備の構造及び取扱の方法に関する知識
③ガス溶接のために使用する設備の取扱(実技)
④関係法令
●受講料など
受講料 12960 円＋テキスト代 864 円＋防塵マスク代 150 円＝合計 13,974 円(税込)
●定員 4０名(定員になり次第締め切ります)
●問合せ 一般社団法人 秋田県労働基準協会
TEL 018-862-3362 FAX 018-862-3729
◎玉掛技能講習
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会秋田事務所では、玉掛け技能講習
を実施します。つり上げ荷重が 1t 以上のクレーン及び移動式クレーンなど
の玉掛業務に必要な資格で、資格取得のための講習です。
●日時及び場所
学科 ６月８・９日 秋田県産業技術センター（秋田市新屋町砂奴寄 4-11）
実技 ６月１０・１１日 日本精機株式会社（秋田市川尻町字大川反 170-28）
※実技はどちらか１日のみです。
●受講料など
受講料 24840 円(一部学科免除者 22680 円)、テキスト代 1650 円
●定員 ６０名(定員になり次第締め切ります)
●締切 ５月８日
●備考
・事業者が建設業の場合、建設労働者雇用改善法に基づく助成対象になりま
すので、秋田労働局職業安定部(018-883-0010)へお問い合わせ下さい。
・一部のクレーン運転士免許を受けた方、また小型移動式・床上操作式ク
レーン運転技能講習を修了された方は一部学科免除になります。
・本講習は 8 月にも秋田市で開催が予定されております(8/3～6)
●問合せ 公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会秋田事務所
TEL 018-832-3542 FAX 018-831-8386
受講に関するお問い合わせは各主催者までお願い致します

★２０１７年５月 イベント情報
5/10～12

第 20 回組込みシステム開発技術展（ESEC）

東京ビッグサイト

5/16～19

JECA FAIR 2017 ～第６５回電設工業展～

東京ビッグサイト

5/23～26

2017NEW 環境展(N-EXPO 2017)

東京ビッグサイト

5/24～26

ドローンソリューション＆技術展 2017

東京ビッグサイト

5/24～26

人とくるまのテクノロジー展 2017 横浜

パシフィコ横浜

※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

無線遠隔操作 斜面対応フリーグラスチョッパー

４月のオンラインストア通信
http://store.shopping.yahoo.co.jp/saneikikai/

皆さんは河川敷の堤防な
どで、ラジコン操縦による
草刈機を見た事がありま
せんか？それがコレ！
「スパイダー」です。スパ
イダーは最大傾斜角 30～
55°まで対応でき、360°
前進後退と機敏な動きをします。また、リモコン操作は 200
ｍまで送受信可能です。サイズに応じて３機種あり、草刈幅
は 56ｃｍ(mini)～123ｃｍ(ILD02)まで、排気量は 223ｃｃ
(mini)～７２６ｃｃ(ILD02)とパワフルな駆動力です。軽量
アルミニウム構造で、低重心ですので非常に安定していま
す。もちろん刈刃の性能も申し分ありません。主な用途とし
ては、小型のｍｉｎｉであれば軽作業や障害物のある場所、
大型シリーズのＰｒｏは太陽光発電所や果樹園、公共施設、
高速道路や鉄道の法面などです。また、ＩＬＤ０２では、冬
季の除雪も出来ます！カタログあります・・・・。
そんなスパイダーシリーズですが…男鹿市でデモイベン
ト「ラジコン式草刈戦車 実演見学会」を実施することにな
りました！
日

5 月 17 日(水)13:30～

時

(株)ソラエネ ソーラーパーク内 太陽光発電所
場

秋田県男鹿市船越字一向 207-219
国道 101 号男鹿大橋(船越水道)手前
巨大なまはげ像が目印

所

問合せ
申込先

三栄機械器具株式会社
TEL:018(862)3105 FAX:018(863)0924

当日は、実際に太陽光発電所内の除草を行い、その実力・
威力を参加した皆さんにご体感頂けます。またとないチャン
スですので、興味のあるお客様や実際に購入を検討されてい
る方のご参加をお待ち申し上げております。
デモイベントへの多数の参加をお待ちしています

お知らせ！ゴルフシーズン到来！！
さくら会の入会のご案内
健康と美容のために・・・・・

先月号では、秋田カントリーでのゴルフ同好会の
ご案内をしましたが、今回は椿台カントリーでの初
心者向けの愛好会のご案内です。

今月から弊社オンラインスト
アの商品をご紹介します。弊社
のオンラインストアも開設から
まもなく１年になり、ようやく定着
してきました。そこでもっと皆さ
んに覚えて頂こうとスタートした
のが、本欄です。 第１回はヤマハ
発電機です。「今さら…」と思わ
れるかもしれませんが、侮るな
かれ。弊社オンラインストアは Yahoo ショッピング内にあり、各
種クレジットカードや電子マネーが使える他、Ｔポイントも貯ま
り、とってもお得なんです！個人のお客様でも安心です。来月以
降も色々なアイテムを紹介していきますので、お楽しみに。
ヤマハ インバータ発電機 EF1600is オンライン価格 129,384 円（税込）
本商品の獲得Ｔポイントは…１,２９３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！

心の傷に起因するＰＴＳＤ、「テトリス」で予防できる可能性
自動車事故など心に傷が残るような出来事を経験したり目撃した
りした直後に、コンピューターゲームの「テトリス」をすると、心的外傷
後ストレス障害（ＰＴＳＤ）を予防できる可能性がある――。そんな研
究結果がこのほど発表された。ＰＴＳＤは、衝撃的な場面が恐怖と結び
ついて何度も記憶によみがえり、脳に固定されることによって発症す
る。しかしテトリスのように想像力と視覚を使うゲームをすれば、脳
が２つのことを同時に処理できず、衝撃的な出来事の記憶が固定さ
れるのを防止できるという。スウェーデン・カロリンスカ研究所の研究
チームは英国で自動車事故に遭って集中治療室に入院した患者７１人
を被検者として、半分には通常のけがの治療を受けてもらい、残る半
数には事故から６時間以内にテトリスの遊び方を教えて自分でプレイ
してもらった。その後１週間の経過を観察して比較したところ、テトリス
をしたグループは、事故の記憶がよみがえるフラッシュバック現象が
起きる頻度が平均で６２％少なかった。「２日たつとほぼゼロに近づい
た」と研究者は説明する。
テトリスは画面の上から落ちてくるブロックをうまく並べて点数を
競う単純なゲーム。トラウマとなる出来事の数時間から数日以内に
介入すれば、恐怖の記憶が脳に焼き付くのを防止できる可能性は以
前から指摘されていたが、テトリスのような単純なゲームを使って実
際の患者を対象に実験を行ったのは今回が初めて。ただし今回はま
だ被検者の数も少なく、研究は初期段階にある、今後は規模を拡大
し、テトリス以外の方法についても研究を進める必要があると専門
家は指摘している。(2017/3/31 CNN)

◎場所：秋田椿台カントリークラブ 桜コース２回

編 集 後 記
今月の仙台での展示会にご参加された皆さん、思いがけない
バスのトラブルがあり、時間が遅れてしまって申し訳ありませ
んでした。幸い事故には繋がらずに帰って来ることができまし
た。今後ともよろしくお願いします。・・・・

◎料金：

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。

◎開催日時：最終日曜日もしくは第３日曜日。
入会後に日程スケジュールをお知らせします。

プレー料金

平日

土日祝

メンバー

３，９９０円

４，６９０円

ビジター

４，９９０円

６，５９０円

※セルフで１ラウンド。乗用カート１台付き。

◎年会費：０円（変更の可能性あります・・）

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

