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川端 秀人
先日、
栗原工業安全協力会春の全国理事会に出席しました。
春の全国理事

かと思いましたが、
真柄十郎左衛門という朝倉家の武将が実際に使用していた

会は栗原工業10支店の持ち回りで開催されます。
今回は中部支店がホストとい

らしいのです。
しかも馬にまたがり振り回していたというので想像を絶します。
実際

うことで三重県桑名市での開催でした。
理事会前に開催地の有名な神社にお

に真柄十郎左衛門がどのような体格をしていたか、
わかっていないのですが、
当

参りすることが恒例で今回は名古屋市にある熱田神宮で安全祈願を行いまし

時の戦国時代は男性の平均身長が155㎝だったらしいことを考えると、
とてつも

た。
熱田神宮は三種の神器の一つである草薙剣
（くさなぎのつるぎ）
が御神体と

ない大男だったかもしれません。
最後は1570年の浅井・朝倉連合軍と織田・徳

して祀られています。
三種の神器とは八咫鏡
（やたのががみ）
八尺瓊勾玉
（やさか

川連合軍が激突した近江姉川の合戦で奮戦するも、
朝倉陣営の敗戦が濃厚

にのまがたま）
草薙剣
（くさなぎのつるぎ）
で天皇家の皇位継承の際に歴代の天

になると味方を逃がすべく、
単騎で徳川軍に突入し、
12段構えの陣を8段まで突

皇が受け継いできたという三つの宝物です。

き進み、
最後は向坂三兄弟の攻撃を受け力尽き
「わが首を御家の誉にせよ」
と

しかしここで私に疑問が生まれました。
大河ドラマが大好きで現在放送されて

敵に首を献上して果てたそうです。

いる鎌倉殿の13人を毎週欠かさず見ているのですが、
この前の壇ノ浦の合戦の

一つの歴史ある神社に訪れ歴史に思いを馳せることができ大変貴重な経験

回の時に平家入水の際、
平清盛の妻が八尺瓊勾玉と草薙剣を身に着け安徳

をさせてもらいました。
弊社も３年前に計画していた伊勢神宮への社員旅行が今

天皇と共に入水、
またもう一人の平家の女性が八咫鏡を抱えて入水してたよ

年こそはコロナウイルスが終息し、
皆で旅行を楽しめることを祈るばかりです。
ちな

ね？という疑問です。
そこで少し調べたのですが、
八咫鏡と八尺瓊勾玉は空気が

みに三種の神器の一つ八咫鏡は伊勢神宮の内宮に祀られています。

密閉された唐櫃
（からと）
という木製の箱に入っていたために浮かび上がり源義

大太刀

経に回収されたらしいです。
しかしながら草薙剣は源義経が漁師を集めて網で引
き上げるという方法で探したけれど発見されることはなかったそうです。
三種の神

銘

末之青江（太郎太刀）

刃長221.5㎝反り3.4㎝全長303㎝刀身約6㎏

器のうちの一つ草薙剣なしで後鳥羽天皇を即位させていた後白河法皇が宝剣
紛失を源頼朝への大きな貸しとしたうえで、
伊勢神宮の別の宝剣を新たな神器

拵え総長340㎝総重量10㎏

（草薙剣）
としましたが、
その後の南北朝での奪い合いや、
江戸時代の盗難事件
などで、
現在熱田神宮で祀られている草薙剣も本物か怪しまれているそうですが
草薙剣の形代
（かたしろ）
とし祀られているそうです。
ちなみに形代とは神霊が依
り憑く依り代のことで本物の代わりに使用され、
神の御霊が宿っているとされてい
ます。
実際に皇室の即位式という重要な儀式においてさえ三種の神器はすべて
形代
（レプリカ）
を使用しているそうです。
また熱田神宮には草薙館というものがあり国宝級の剣が多く展示されていま
した。
中でも一番驚いたのが真柄の大太刀です。
最初はお祭りなどで使う御神刀

新入社員教育が行われました。
新年度を迎えた2022年4月に、今年は新卒3名が入社いたしました。入
社後は入社手続きの書類作成、そして会社の規則の説明などを行い初
日は終了。また翌日からは会社の研修施設を使用し、安全教育を念入り
に指導します。その後は実際に工具を使用して実技研修を行います。経
験豊富な先輩社員が、工具の使用時の注意点や安全な作業姿勢まで
指導するため、現場に出た際に慌てることなく作業に取り組めます。社
内での研修を３日間終えたのち、新入社員に向けた社会人としての基礎
スキルが身につく外部研修『Good Switch』に参加してもらいます。通
年を通してフォローを行い、新社会人として意識のスイッチをしてもらう
研修なのですが、初回は2泊3日の集合型新人研修が行われます。研修
では他社の新入社員の方々も含めて行われ、基本行動トレーニングや
挨拶の仕方など、社会人としての必須の基礎スキルを覚えて頂きます。
弊社は高卒の新入社員ばかりでしたが、周りは大卒の新卒の社員も多く
研修初日は緊張もみられました。研修最終日には会社の代表の方へ新

近江姉川の合戦の様子

全国の理事たちと熱田神宮で集合写真

入社員それぞれが目標を発表するのですが、初日と違い元気な大きな声
で発表することが出来ていました。また帰りの際には一緒に研修を受け
た他社の社員と写真を撮影するなど、年齢の垣根を超えて一体感を得
られた様子でした。研修期間終了後は実際に現場に出ての仕事になり
ますが、先輩社員に指導役としてついてもらい月に一度は現場での仕事
の取り組み方等をフィードバックしてもらう制度もありますので、安心し
て仕事に取り組めます
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新入社員

新入社員

新入社員

熊本県立
天草工業高等学校
電気科出身

沖縄県立
美里工業高等学校
電気科出身

長崎県立
大村工業高等学校
電気科出身

休日は北九州や福岡
の街へ。夏に帰郷し、
家族を食事に連れて
いく予定。

趣味はゲーム。今は
埼玉の現場なので、
休日は電車で街を
散策しています。

澤村 祐也

德本 丈

初任給で両親を温泉
旅行に連れて行き
「思い出をプレゼント」
する予定。

田村

愛翔

現場で奮闘中！ 先輩に教わりながら楽しく働いています
Q.今の仕事と難しかったポイントはどこですか？

Q.会社の教育環境・職場の人間関係はどうですか？

澤村：三重県の半導体工場の建設現場で働いています。学校の

田村：皆さん優しく、会話も弾んで働きやすい職場です。

勉強と違い、大規模な工事なのでわからないことは多いで
すが、何事もチャレンジだと思って楽しんでいます。

德本：事務所で溶接などの基礎を学んだ後、現場で先輩に教わ
りながら仕事を覚えていきます。先輩や協力業者の皆さん

德本：宇部市のプラント建設現場に配属されました。作業手順や
扱う道具の名前がわからず、当初はとまどいました。帰社
後にその日の作業を振り返るようにしています。

が気遣ってくれるので人間関係の不安はありません。
澤村：入社前の上司の印象から「ここなら自分を大事に育てても
らえる」と感じました。入社後はそれ以上の期待を感じます。

田村：ケーブル引きを担当しています。先輩が丁寧に教えてくれる

働きながら資格取得できるのも当社の良さです。

ので、難しいと思うことはなかったです。

Q.寮の住環境、北九州の住みやすさはどうですか？

Q.今後の目標・入社しようとする後輩へのアドバイス

德本：家具や電化製品が揃っていて朝食・夕食付きなので助か

澤村：多種多様な道具を扱えるようになり、多くの現場を経験した

ります。同じ寮に同期の社員もいるので心強いです。

い。仕事はきついものだと思っていましたが、
それを乗り越え、

田村：食事が美味しいです。近くに駅やスーパーもあって住みや
すいです。

作業が終わった時の喜びは学生では味わえないものです。
德本：資格を取得して仕事の幅を広げ、人から頼られるようになり

澤村：一人には充分といえる住環境です。会社が家賃や食事を
負担してくれるので新入社員にはありがたいです。

たい。最初はベテランの職人さんばかりで不安でしょうが、
できることが増えていくと仕事は楽しいです。
田村：初めは現場で緊張するでしょうが、皆さん優しいので安心し
て入社してください。一緒に頑張りましょう
！

総務部からのお知らせ〜職場における熱中症の予防について〜
日中屋外で作業をすることが多い建設業は、全産業の
中でも熱中症発症率が高い業種であるため、予防対策は
必須となっています。熱中症は、気温の他にも湿度や風

これだけは、押さえておきたい熱中症の予防ポイント
！

危険

向、熱の照射、作業内容（運動量）、作業員の体調など総
合的な要因によって発症します。単に水分・塩分をしっかり
摂取すればよいとか、
日頃の経験上からこの暑さなら大丈
夫などと安易に考えず、万全の予防対策を立てましょう。
総務部

対処

●梅雨明けの暑くなり始めの時（暑さに慣れていない時）
●湿度が高い時・前日飲酒または睡眠不足の人
●糖尿病、心疾患などの持病を持っている人
●熱中症は自覚されにくいので、
みんなで声をかけあい健康状態
をチェックしあう
●症状が軽くても、早めに病院へ
●塩（塩分のあるもの）
を作業場に常備。一人ひとりが熱中症に
ついて知 識を持ち、行動することで、未然に防ぐことができま
す。
自分の体調の変化に気をつけるとともに、周囲に気を配り
呼びかけあって、熱中症にならないようにしましょう。

配線敷設工事とは
ふ

せつ

配線敷設とは
電気室などから
実際に電気を使う
場所︵機械等︶まで
ケーブルを
引っ張る
工事です︒

今回は電気工事の中で
行う配線敷設工事を
紹介しますね︒

こんにちは ！
正栄くんです ！
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正栄電設工業
マスコットキャラクター

正栄くん

ケーブルにも 動 力 用
︵CV・CVT︶
︑
制御用
︵ C V V ︶︑計 装 用
︵C V V S- ︶な ど た く
さんの種類があり

必 要 な 電 気 量 に応 じ た
様 々 な サイ ズ が あ り ま
す︒基本的に中身は銅線
なので重量もあります︒

発行／株式会社 正栄電設工業

配線敷設はチームワー
クが大事な仕事なの
で︑大変ですが達成感
は最高ですよ！！

そのため︑
しっかり事前
に工事計画を立
て無駄のない人
員配置や施工方
を模索します︒

〒803-0864 北九州市小倉北区熊谷4丁目16-27 TEL.093-383-9703 https://syouei-group.com/

ま た ケーブルに傷 が 入
ると直接的な事故の原
因にも繋がります︒

工場の配線敷設は距離も
長いので 名程度の
チームで引っ張ることが
多いです︒
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