
8月10日（金）～12日（日）、
14（火）、15（水）、18（土）、19（日）

9月15日（土）

7月14日（土）～
9月24日（月・振替休日）

7月16日（祝）

●ナイトZOO
東山動植物園

8月23日（木）～26日（日）

●環境デーなごや2018
久屋大通公園：ステージイベント、ブース出展など

●秋露祭
白鳥庭園：涼風市民茶会、特別寄席など

●特別展「名探偵コナン 科学捜査展
　～真実への推理（アブダクション）」
名古屋市科学館

●第 72回海の日名古屋みなと祭 花火大会
名古屋港ガーデンふ頭一帯

7月24日（火）～10月8日（祝）

※開催日・内容等が変更の場合があります。あらかじめご了承ください。
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●にっぽんど真ん中祭り
栄・久屋大通公園会場ほか

～編集後記～
▲夏本番を迎え、今号もレジャーを特集に

お届けしました。ちなみに編集後記担当

の私が印象に残っている夏のレジャーは

「流しそうめん」。知人に誘われて台を作る

ところからチャレンジしましたが、角度や

水量の調整など、想像以上に奥が深く、も

のづくりの楽しさも味わえた体験でした。

気になってネット検索すると「世界流しそ

うめん協会」なる団体も存在！地域イベン

トへの出張や、テレビなどでよく目にする

卓上の「流しそうめんスライダー」の監修

もしているそうです。

▲今号では海、山、川、星空などを楽しむ

アクティビティがたくさん登場しました

が、改めて豊かで美しい自然があってこ

そ、人間はレジャーを楽しめるのだなあと

感じました。実は上述の「世界流しそうめ

ん協会」が誕生したのも、地域の荒れた竹

林の整備保全活動がきっかけだったとか。

何気なく楽しんでいることも、実は環境保

護や地域貢献など、いろんなところにつな

がっているのですね。

8月4日（土）～5日（日）

9月16日（日）～17日（祝）

●最終展「ハピネス～明日の幸せを求めて」
名古屋ボストン美術館

●大須夏祭り
5日は大須観音境内で手筒花火の打ち上げ
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今回の書籍

★お読みになりたい方に貸出します！弊社担当営業までお声がけください。

『まんがでわかる７つの習慣 』 
漫画：小山鹿梨子
監修：フランクリン・

コヴィー・ジャパン
出版：宝島社
価格：￥1,080（税込）

先先輩輩 後後輩輩から へ、
本のレコメンデーション !!

先輩：青山　寛のレビュー

　兜森さんはとても明るい性格で、また教えた事をしっかりと把握し行動に落とし込ん
でいく勤勉さを持っていて、今後もどんどん成長していってくれるだろうなと期待して
います。ただ、学生時代当たり前だった事が通用しないことが、今後少なからず出てくる
でしょう。そんな時、表面的なテクニックを磨くよりも、是非「営業マン」として、何より「人
間」としての本質を高めて、人格を向上させ、自分自身の成長、また周りからの信頼を得
られる人間になってほしいと願い、本書を選びました。
　この本は自己啓発本の名著「7つの習慣」を、オリジナルストーリーで漫画化しており、
場面場面で共感でき、ストレス無くサクサクと読み終える事が出来ます。また漫画の合
間に解説ページも設けてあるので、より理解に役立ちます。「物の見方を変えて自分を
変える」「受け身で行動するのでは無く主体的になる」「何のために行動するのかを自覚
する」「優先すべき行動を見極めて行動に移す」「Win-Winを考えて行動する」「相手を
深く理解し、そして理解される存在になる」「相手とシナジーを創り出す」…等など、こう
した習慣を身につけて人格を磨き、真の成功を目指す事の大切さが紹介されています。
　毎日忙しくバタバタとしてしまっていて、あまり一つ一つの事に深く考えずに行動して
しまっている私は、この本を読んだ事で目から鱗がボロボロと落ちた感じがします。自分
の仕事の仕方や、他人との接し方を見直す、よいきっかけになったと思います。
　簡単そうではありますが、実際自分自身に落とし込むのはなかなか難しい7つの習
慣。しかし少しずつでも習慣を取りこんで行き、先輩として、私も兜森さんと一緒に私も
成長して行きたいと強く思いました。

後輩：兜森早也佳のレビュー

　この本には、人格を磨くために必要な７つの習慣が書かれてい
ます。タイトルだけ見ると難しそうな内容だと感じますが、漫画
で分かりやすく表現されているためとても読みやすかったです。
　読んでいて感じたことは、人格を高めることによって変わるの
は自分だけではないということです。７つの習慣の前提として、「物
事を自分の見たいように見ないことが大切である。」と述べられ
ていました。全面的に相手が悪い、周囲のせいだと思い込むの
ではなく、自分に問題があったと思って接することにより相手も
考え方が変わる。自分のやり方が変われば、相手も変わるので
あるということにとても納得しました。
　また７つの習慣の中には、「相手をより理解するためには話すこ
とよりも聴くことから始める」ということも書かれていました。相
手のペースに合わせること、相手を理解することに徹することが
重要なのだそうです。この「聴く」ということに関しては、営業
である自分にとって特に身近な習慣だと感じました。相手が「何
を言っているか」ということよりも「どう感じたのか」を考えなが
ら話を聴くことを自分も心がけていきたいです。
　冒頭に、仕事で成功するためには表面的なテクニックよりも人
格を高めることであると書かれていたのですが、読み終わったら
その通りだなと感じる内容でした。そして、営業という仕事的に
もとてもためになる本だったと感じました。この本を読んで感じ
たこと、学んだことを少しずつでも実践していけるようにがんば
りたいと思います。

兜森早也佳兜森早也佳
マーケティンググループマーケティンググループマーケティンググループマーケティンググループ

青山　寛青山　寛
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冷凍庫で冷やして使う『おしゃれアニマルクールジェル』―クールダウンに！保冷剤に！
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渓流を登るのが「シャワーク
ライミング」で、逆に下るのが
「キャニオニング」。どちらも渓
流を歩いて冒険するもの。天然
のウォータースライダーや、高所か
ら滝壺に飛び込むなど、スリリング
な体験ができます。熟練のガイドが案
内してくれるツアーが組まれていて、用
具はレンタルで楽しむことができます。

一人用のボディボードに乗って川下りをするフランス生まれ
のアクティビティ。うつぶせ状態で空気抵抗を少なくして下っ
ていくため、かなりのスピードが出ます。水面ギリギリを進んで
いくため、川の水流を直接感じることができ、迫力満点です。

やって来ました水遊びのシーズン。暑い夏こ
そ涼しく遊べるウォータースポーツを楽し
みたいもの。近頃ではスリルをセットにした
新しいアクティビティ体験スポットが、この
東海地方にもぞくぞく登場！そこで今回は
「この夏ハズさない新・ウォーターアクティ
ビティ」をご紹介！

水面を浮力が高いボードの上に立って、パドル（オール）を漕いで進むス
ポーツ。はじめは座りながらでも、慣れてくればボードに立ったり、寝転ん
だりして遊べます。また、不安定なボード上で身体のバランスを取るので、
インナーマッスルが鍛えられ、それをヨガに応用したSUPヨガの人気が高
まっています。

奥長良川（岐阜）
宇賀渓（三重）

伊豆・河津七滝（静岡）
ほか

伊勢志摩（三重）
新鹿湾（三重）
南伊豆（静岡）

ほか

木曽川（愛知）
多気郡大台町（三重）

ほか

幡豆（愛知）
長良川（岐阜）
浜名湖（静岡）

ほか
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　名古屋証券取引所のルーツは、東京、大阪に次いで、明治19（1886）年に日本で3番目に誕生し
た「名古屋株式取引所」。戦後、昭和24（1949）年には「証券取引法」に基づいて「名古屋証券取引
所」となり、「名証」の略称で株式をはじめとする有価証券市場の運営・管理を行っています。
　企業にとって株式市場に上場することは、資金調達はもちろん、知名度・信用度・ステイタスの
向上につながります。そのため名証では未上場の企業に向けたさまざまな上場サポートも積極的
に行っています。現在、名証の本市場に名を連ねる企業の多くは中部地区で実績のある優良企業
となっていますが、平成11（1999）年には全国の新興企業向けに新しい市場「セントレックス」を
開設。成長が期待される企業にもステップアップの機会を提供することで、日本経済の発展に貢
献しています。
　さらに名証では上場企業のIR活動のサポートに積極的に取り組み、個人投資家やアナリストが
上場企業の経営方針や将来展望など投資に役立つ情報を収集できるよう、さまざまなセミナーや
講演会などを開催しています。なかでも注目は7月20～21日に名古屋吹上ホールで行われる「名
証IRエキスポ2018」。テレビでおなじみの森永卓郎氏、株主優待生活の桐谷広人氏ら多彩なゲス
トの講演会や、マネー全般に関する相談コーナー、話題の「つみたてNISA」に関するセミナーな
ど、日本最大級の規模を誇るイベントとなります。「貯蓄だけでは、この先が不安」「投資をそろそろ
始めたい」という初心者向けの企画も満載です。入場は無料、ぜひお気軽にお出かけください。
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株式会社　名古屋証券取引所 様
「名証IRエキスポ2018」　
7/20（金）-21（土）　10:00～17:00
名古屋吹上ホール
　●入場無料
　●豪華景品が当たるアンケートを実施
詳細はこちらのサイトをご覧ください
http://www.nse.or.jp/ir_expo/2018/investor/

月曜日～金曜日（土・日・祝祭日・年末年始を除く）
9:00 ～ 16:30 は個人でご自由に 6階閲覧･見学室に入室すること
ができます。　※団体の場合は要事前申し込み

　５月、当社デザイナー・高橋がDTPデザインの国家資格
『技能検定プレス職種（DTP作業）』の１級に合格いたしまし
た。この資格は厚生労働省が定めた計画に基づいて実施
されている技能検定の一つで、実技試験に加え、デザイン
から印刷・加工まで幅広い知識が求められる、比較的難易
度の高い検定試験です。煩忙期と受験が重なったため、本
人も喜びとともにホッと胸を撫で下ろしていました。

News 1 
　高橋、国家資格の１級に見事合格！！
News 1 
　高橋、国家資格の１級に見事合格！！

News 2 
　インスタグラム、はじめました。
News 2 
　インスタグラム、はじめました。
　今年入社の新入社員、加藤と兜森がサラダ劇団のナス
美ちゃんとタッグを組み、インスタグラムをはじめました。
社員の日常や印刷工程の基礎知識など、彼女たちが勉強
しながら、覚えたこと、知ったことを発信していきます。
　駒田印刷の中にどれだけ「インスタ映え」なネタがある
のか不安を抱えつつ…（笑）これから頑張って更新していき
ます。みなさん、よろしければフォローお願いいたします。

www.instagram.com/komadainsatsu/
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Q.2

やはり夏は暑さを避けて山
へ、という声が優勢を占めま
した。海を敬遠する声には
「大きい魚が横切って怖い
目にあってから、敬遠してい
る」というレアケースも。注
目すべきは、「どちらも興味
なし派」の意外な多さ。「出
かけるのは暑いし、汗をかく
し」「忙しくてそれどころでは
ない」「体力がない」「人が
多いところは疲れる、寒暖
差が体に応えるし、楽しもう
とするとそれなりの出費が
…」という意見も、わからなく
もありませんが…。

こちらも一番人気はバーベ
キューで場所には「養老の
焼 肉 街 道 」を指 定する人
も。「子育てが落ち着いたら
ソロキャンプを」という人や
カヤック、ケイビング、登山
にチャレンジしたい人も目立
ちました。一方、「クーラーの
下でビール」「扇風機にあた
りながら高校野球」「庭の草
むしり」などのインドア派も
少なくありません。

一番多かったのは…
「 家 族 や 仲 間 と の バ ー ベ
キュー」。「毎年フェスに行く
けれど、必ず雨に降られるの
はお約束」「学生時代に避暑
地でバイトしていたけれど、
結局、仕事の後に観光地で遊
んで散在」「仲間と手作りテン
トで海辺のキャンプ…のはず
が強風や満潮で危険な目に！
というほろ苦い思い出も…。

●阿智村（ヘブンスそのはら「天空の楽園  日本一
の星空」）や槍ヶ岳山頂の星空●長良川のラフティ
ング●飛騨のレールマウンテンバイク●黒四ダム
●日本海での夜釣り（波が穏やか。満天の星空の
下で大自然と一体になれる！）●京都（貴船）の川
床●三島スカイウォーク（日本一の長いつり橋）●
伊良湖ビューホテル（バイキングがおすすめ）●鈴
鹿8耐ロードレース●揚子江の夜の川下り（月がき
れいだった）●現地の知人に案内してもらったサ
イパンディープツアーe t c
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