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会宝お客様通信
笑顔こぼれる

３

みんなのミニ情報誌

月号

中

小企業家同友会第15分科会（その7）
情報発信システムですが、お客様は日本

組みづくりです。

の情報をとても欲しがっています。ノウハウにはお

この話はイギリスが好意的で非常にスムーズに進

金がかかりますが、情報発信なら安い料金でできる

んでます。本格的に動くのは来年になると思いま

限り多くの人にみてもらえるような仕組みづくりを

す。

専門家と一緒に考えています。

ニッチトップ企業に選ばれて

海外はコンテナ単位で流通していますから、たと

2006年、石川県からニッチトップ企業として当

えばギリシャに送れば、そこでコンテナ1本をお客

社を含め4社が選ばれました。石川の1万8千社の企

様が持つことになります。イギリスの方がエンジン

業の4社です。知事さんは「高い技術や独自のノウ

を欲しいとなると、日本よりも近くにあるイギリス

ハウなどで飛躍的な成長が見込まれる県内の企業を

から取り寄せることになる。あるいは、同業の他社

選んだ、ニッチな市場でトップの企業。新しい産業

であっても、たとえばアメリカのお客様から注文を

分野で全国的なモデルになるような企業。株式上場

を受けた場合、会宝産業のコンテナを使ってアメリ

をめざせる優れた企業であることを共通の基準にし

カへ送ることもできます。また、これだけでは一方

て選んだ」とおっしゃいました。非常に光栄なこと

通行なので、海外のお客様たちが自分たちの日本

です。

エージェントとして。会宝産業を使い切る、活用す

そこで「トップに選ばれたことで、何をするの

ることができるように相互の話を進めています。た

か」社内で議論しました。これまで輸出する中古部

とえば、ドバイの業者さんが日本のエンジンを、会

品については「目利き」で判断していたんですが、

宝産業をエー

これだと輸出先でバイヤーさんたちにリスクを負わ

ジェントして探

せることになります。そこで「リスクをなくす」と

させるというこ

いう課題に対して工業試験場と組んでエンジンの検

とです。探した

査装置を開発し、エンジンの基準を数値化すること

製品をインター

でバイヤーさんも同じ見方ができるようにしようと

ネットで知られ

いう取り組みをしています。「中古品だからしょう

るなど、お互い

がない」ではなくて、中古部品だからこそ、基準を

が協調しあうこ

設定してお互いが納得できるようにしていくので

とによって利益

す。

が出るような仕
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あふれる物をスッキリ収納させるポイント （２）
収納のコツは、単にたくさんの
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場所を作ればいいわけではありま

●掃除グッズ …掃除機サイズをチ

せん。収納する物と収納場所のサ

ェックしてそれが納まるロッカー

イズを合わせることです。そうし

を用意する。

ないとムダなスペースができてし

●新聞 …四つ折りにしたサイズで

まいますよ。

ある31cm×25㎝の場所を確保

具体的には、次の数字を参考に

●靴箱 …奥行き30cmで、棚を３
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3,700

cm刻みのダボ穴にすれば、靴の高
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2,000

個

廃オイル
LLC
一般

台

投棄

台

し、所定の位置を決める。

しましょう。
120

エアバッグ

入庫
台数

92

行き15cmの棚をたくさん作る。

634

さに合わせて調節できる。

●大きな中華鍋や電子レンジ…い
ずれもサイズを測り、中華鍋は専
用引き出しを作って入れる。電子

処理台数

台

750

レンジも専用棚を作って納める。

廃車ガラ量

ﾄﾝ

395

●食材 …細かい物が増えるので奥

バックドア
みなさんこんにちは！フロントの大森
です。部品の多くは年式、グレードに
より多種多様で、形状やカラーも様々
です

また、オプション類によっても

変わってきます。
最近は１BOXカーやワゴンが人気
で需要が増えてきていますが、その中
でもバックドアのご注文の際にはリア
ガラスの色、熱線の有無、リアワイ
パーの有無、ナビの有無スポイラーや
ハイマウントの有無など、グレードや
オプションによって種類が有りますの
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で注意しています。が、先日バック
ドアのリアワイパー有無で違うもの
を届けてしまいご迷惑をお掛けして
しまいました。またルーフの高さは
ノーマル、ミドル、ハイルーフ等が
ありますが型式指定、類別で判別す
ることができますので是非確認して
いただきたいところです。
お問い合わせ時に細かなところま
でお聞きするかもしれませんが、こ
こが即座に返答できるカギなので、
どうかよろしくお願いします

進級や卒業など、子どもの成長を感

という人は、厚紙で四角や丸などの窓

じる時季です。この一年間、子どもが

枠を作り、それを写真に当てて「この

思い出を美しく
学 校 で 作 っ た 作 品 や、行 事 の 写 真 な
「スクラップ
ど、「思い出」の整理が必要なときで
ブッキング」
もあります。そこで、親子で一緒にス

辺を見せたい」と印を付けてから作業
すれば安心です。また「台紙に文字や
イラストを描いて失敗しないかしら」
というときは、シールに描いてからそ

クラップブックを作ってみませんか。

れを貼り付ければ大丈夫です。

アメリカ生まれの「スクラップブッ
キング」は、写真をさまざまな形に切

子どもの工作作品など立体物も写真

り抜いたり、コメントや思い出の品を

にとってスクラップすれば、いつまで

そえたりして、見やすく整理し長期保

も思い出として残ります。飾ったりし

存するものです。カラフルなペンで文

まったりする場所がいっぱいになった

字やイラストを描いたり、色紙を使っ

からと言って、そのまま捨ててしまう

て説明文を書くと、見た目にも華やか

のは残念ですからね。
親子でスクラップブッキングする時

に仕上がりますよ。

間も、良い思い出になるでしょう。

「いきなり写真を切るのは心配だ」

★一等星は結構有名？ 「こいぬ座」
ベテル
ギウス

プロキオン

プロキオン

冬の大三角

こいぬ座は、

冬の星座の一員

ですが、３月で

も夕方の南の空

高く見られま

す。小さな星座ですが、 一等星

「プロキオン」は、冬の大三角の

ひとつとして知っている人も多い

ことでしょう。星の名は「犬の前

（に上る星）」という意味で、お

おいぬ座の「シリウス」（全天で

最も明るい恒星）よりも先に東の

空に上る星として、古くから認識

されていたようです。

神話は 諸説あ り ますが、 お

お い ぬ 座 と と も に、 勇 者 オ リ

オ ン の猟 犬 だ っ た と い う の が

一般的な解釈のようです。

小さなわりに「不思議な存在感

がある」こいぬ座。春の夕暮れに

ぜひ探してみましょう。

こいぬ座

シリウス

食品クズを捨てる前にひと使い ①
シンクの汚れは放っておく と、

カビが生えたりヌルヌルしてきた

りして掃除が大変ですね。毎日使

い終わったとき に、シンクもさっ

と洗って汚れを落としておくこと

が大切です。それでも天ぷらなど

揚げ物料理が多かっ たとき は、 油

のギトギトがシンクに残って気に

なりますね。

リンゴ にふく まれ

こんなときに便利なのが、リン

ゴの芯や皮！

るペクチンが、脂肪やデンプンを

分解してく れるので、 これで磨け

ばきれいになってさっぱりします

よ 。 夕 飯 に 揚 げ 物を食 べ た 日 は、

デザー トにリンゴを食 べてシンク

の掃除をすればＯＫ！

おからだの
～ お手入れ ～

花粉症対策をして少しでも健やかに
いよいよ、花粉の季節到来です。

フィットして使いやすいです。サプ

毎年いろいろなアイテムが開発され

リメントでは「バラの花びらエキス」

ているので、あきらめずにしっかり

や「赤シソエキス」が効果的だとい

対策をして体をいたわりましょう。

います。ヒスタミンの放出をおさえ

鼻は「鼻腔内洗浄」や「鼻づまり

る「甜茶」や「グアバ茶」「凍頂烏

薬」のほかに、「鼻腔内に塗る薬」

龍茶」も良いようです。外出時は、

もあります。マスクに抵抗がある人

「花粉ブロックスプレー」を衣服に

は お す す め で す。目 は「洗 眼」や

かけ、花粉の付着を防ぎましょう。

「痒みを抑える薬」を使い、外では

ストレスがよくないとも言われて

「花粉対策用メガネ」が有効です。

いますので、ペパーミントなどのア

やわらかい素材のものを選ぶと、顔に

ロマでリラックスも忘れずに。

から
まで

昇進・栄転 ～ お祝いとお礼 ～
春はサラリーマンにとって、昇進や栄転の時季

ただし、人事異動といっ

です。人生の飛躍をする喜ばしい節目であり、本

ても左遷のケースもあるの

人にとっても家族にとってもうれしいことです。

で、微妙なときは様子をみ

あわせて、お世話になった人たちに感謝をし、
同僚への気配りも忘れないようにしましょう。

●お祝い

てからにします。

●祝いの品
現金や商品券が無難です

家族や身内で集まり、レストランやホテルで食

が、本人のセンスに合わせ

事をするのもいいし、もちろん自宅で妻の心のこ

た身の回り品でもいいです

もった手料理で祝うの

ね。祝い酒は、本人が飲めないときや左遷の場合

もいいでしょう。

はやめましょう。

職場での送別会や餞

相手が引っ越すときは、目録だけ先に渡してお

別は会社の慣例にした

いて、後で転任先へ送る方法もあります。

がいますが、とても親

●お礼

しい知人や後輩のとき

自分が昇進・栄転したとき、特に世話になった

は個人的に一席もうけ

上司や先輩には自宅を訪ねてお礼を言うのもエチ

て祝福してあげてもい

ケットです。手土産は大げさにせず、心のこもっ

いでしょう。

たものを持っていきましょう。

