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今回、社員みんなでリレーマラソンに出ようと思つ

たのは、スポーツを通して助け合い、励まし合うこと

で社内のチームワークや絆がよリー層深まるのでは

ないかと思つたからです。マラソンの結果としては、

409チーム中379位といういささか残念なものでした

が、走り終わつた人に飲み物を渡してあげたり、「頑

張つたね」という言葉が自然に掛け合える雰囲気が

生まれました。完走出来たことはもちろんですが、そ

れ以上に嬉しく思いました。来年は一人一人が今回

よりも良い結果を出せるように目標を持つてチヤレン

ジしたいと思います。(委員長:米原充彦)



サークル活動

トナミデンクんスボーツサークん

『いつちやん !リ レーマラソン』に参加しました!

◎■う ′`ン参カロま■・の車力跡
2015年 1月 …富山マラソンに感化されマラソン参加決意。

米原委員会を中心にスポーツサークル『チー

ム☆トナミデンタル』を結成する。

2月 ～ 3月 …2/16ェントリー受付開始。出場選手決定。
エン トリーするも、4月の締め切 りを待た

ずに6、 000名の定員に達 し非常に人気あ

る大会であることを知り、士気が上がる。

合わせてマラソン初心者のメンノヽ一のシュ

ーズ選び、チームTシャツの作成に入る。

天候の悪い日が多くまだ本格的な練習はで
:  きずにいた…。

4月 ～  社内勉強会の前や休日に合同練習を行いま
した。普段から定期的に体を動かしている
メンバーは少なく、各々自主 トレも行いま
した。今さらでしたが、たかが2km、 さ
れど2km…最後まで走りぬく大変さを思
い知ることになりました。
丁シャツドヽ 上がつてきました。テンシ∃
ン∪P(design by寺丼君 )

当 日 …早朝から場所取りとテン ト設営、

応援の準備を協力して行い

ました。取材を受けてビックリ!

会場はお祭 りの様で出店グル

メも堪能しました。応援も頑

張りました !

感動のゴーリレ!みんなで

米原委員長を出迎えました。

記念にノくチリ。

打ち上げ懇親会で盛り上がり、

来年への決意を新たにしました。

後 日 …テレビに少し映りました !

勉強会の後、各々記録 した

写真データを集め池田主任

に編集 してもらい視聴会を

行いました。

個人記録票が送られてきま

した。

来年はタイムを縮めてみせ

ます !  (渡 邊 )
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床用レジンの重合時の
熱管理に関して

以前から気になっていた、床用レジンの重含収縮による変形

についての対策と残留モノマーによるレジンアレルギーの軽減

のために、特注で温度管理が出来る重含槽を製作 しました。こ

れは、低温、長時間での重含を、安全に管理することを可能に

し、従来の高温での短時間の重含より、急速に硬化することを

防ぐものであります。従来の重合方法は60度程度で30分予備

重含 して、さらに沸騰した状態で30分置きその後放冷 して重含

を完了していました。床用しブンの重含器は、昔からある低温

重含器や重含 8寺 点の温度を管理する高精度なもの、更にはフラ

スコの熱伝導率を変えて、徐々に重含させ上から収縮分だけ床

用レジンを足す位組みのものなど多<の種類が有り、当社でも

使つております。 しかし、これらは少量生産の自費の義歯なら

対応できますが、ある程度の数を毎日つ<る必要がある保険の

義歯の場合には適応 しに<いものでありました。そこで、いろ

いろ考えて、個別に重含収縮を補充はできな<て も、低温で 6

～9時間掛けてゆつ<り と重含することで、より均質な成分と

熱膨張の応力を軽減できるようにしたものです。 (黒田)

社内取り組み

仕事の効率化・ 企業の体質改善を目指し5S活動を行っています。

全体朝礼 ヨ|き 続き社内研修では5S活動を学んでいます。『整理』、

『整頓』に加えて業務の環境づ<り (役割分担と管理)につ

といても話し含いを行つています。あるべき姿に近づけるよう
ヽに知恵を出し含います。『清掃』について定期点検の仕組み

ミ言F三 [忌まし[:諏ビ楽Fこ
を、いつ、,青掃したかがわか

トナミデンタルでは毎朝各課ごとに朝ネしを行いますが週に

一度、全体朝ネしを行つています。経営理念のB昌 和や挨拶の練

習を主としており15分程ですが、これまでに内容ややり方、

並び万等々検討を重ね続けてきました。立ち振る舞いや声の

出し方は、始めた頃よりも美し<し つかりしたものに変わつ

てきています。現在、5S活動の一環として、改めて朝ネしの

見直しを進めています。社員のためのあるべき姿の朝礼を目

指します。 (委員長 :福丼)
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ぶちたび

日帰りでごらつと
能越道、七尾氷見道路が全線開通してから初めて和倉方面に出か

けてみました。お目当ては連続テレビ小説『まれ』であな じみの辻

ロシェフのスイーツです。

カープの少ない一本道で迷うことな<あつという間に和倉に到着。

湯ったリパークに立ち寄り「妻恋舟の湯」にて足湯を楽 しみました。

和倉温泉と能登島をつなく能登島大橋と海を眺めながら少 しめるめ

のお湯に足を浸 します。至福のひと時でした。

そのまま車で3分程、おもてなしの宿力0賀屋さんと隣接 している辻

□博啓美術館へと向かいました。

「妻恋舟の湯」
営業時 Fo5/7:00～ 19:00

料金/無  料

休業期間/冬季は休業

あ問い含わせ/湯 っ足バーク

TEL(0767)62‐ 2221(利倉温泉総湯)

「ル ミュゼ ドウ アッシュ 辻□博啓美術館」

地元・七尾市出身で世界的に活躍するパテインエ辻□博啓氏

|こ よる斬新な構想のもと、誕生したミュージアム&カ フェ。同

氏の砂糖の芸術作品 (シ ュークルダール)が展示される「ミュ

ゼ (美術館)」 とオリジナル・スイーツが味わえる「カフェ」、

スイーツのテイクアウトやギフトにも利用できる「バテイス

リープテイツク」の3つ で構成されています。金沢の石川県立

美術館内|こ もありますが、こちらのカフェはパノラマの海が一

望できるゆつたりとした空間です。ケーキはもちろん美味でし

たが、焼きたてのバンの販売もありましたよ。

「リレミュゼ ドゥ アッシュ 辻□博啓美術館」
住所/〒 9260175 石川県七尾市和倉町ワ部 65‐ 1

電話番号/0767‐ 62‐4000(ご予約専用は 0767‐ 62‐0005)

営業時間/9:00～ 19:00(18:30し 0)

※美術館は 17:00、 カフェ・ バテ ィス リープテイツクは 19:00ま で

定休日 :年 中無休 ●無料駐車場あります。

ランチマッ

手打ち番麦 む か わ
昨年10月にオープンした、古民家風のあ店です。こだわりの一品は、蕎麦の実の

中心部からとつた白いそば粉で打つた `さ らしな蕎麦'(数量限定)です。

あつさりとした香りと風味でづ。
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甘味のぜんざいもあり、ボリューム満点です。    、

(三輸)       ヽ_

ミュゼち、くおか

手打ち蕎麦あ か わ

富山県高岡市福岡町福岡1209(雅 楽の館となり)

営業時間11:30～ 16:00く定休日・水躍日〉

電言舌・0766-73-2242

http:ノ /tonami‐ dl.jpノ
普段あまり知る機会の無いトナミデンタルの取り組みや、社員の仕事の様子など

を見ることが出来ます。ぜひご覧<ださい。
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ノて体が少しでも軽<なれば良いなあと思っています。 (渡這)
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