明けまして
おめでとうございます
国際競争の激化に伴う厳しい
環境下において︑分社グループ
の各社の状況は︑各社様々では
ありますが全体としては︑売上
高︑経常利益共年初事業計画を
達成する 見通しが立ち ︑又中期
事業計画も着実に進んでおりま
す︒各社 皆様の日頃の 努力に感
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良い強い分社グループ︑会社を作
り︑酒井オーナーの期待に応えよ
うではありませんか︒
完全無災害︑安全操業と健康に
充分留意しグループ各社︑皆様に

とりまして良い年であることを祈
念致します︒
尚︑酒井オーナーは現在療養中
ですが︑一刻も早いご快復を私共
全員でお祈りしたいと思います︒

十二月二十二日︵金︶︑東京プリンスホテル パミール
館において︑吉生会が開催されました︒
第一部では中原英臣先生による﹁健康の常識・非常識﹂
の講演があり︑マスコミでは得られない豊富な話題を中
心にユーモア溢れるお話を聞くことが出来ました︒
第二部の忘年会ではグループ各社の皆さんが和やかに交
歓︑楽しいひと時を過ごしました︒
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謝すると 共に︑より 高 い目標
を着実に推進して行かれるこ
とを期待しております︒
厳しい経営環境下にあると
は云え︑新たな変化が今まで
以上のスピードで次々と起る
の は 疑 い の ない と こ ろ で す ︒
これに打ち勝ち抜くには︑常
に危機感を持って対処して行
かなければなりません︒私達
は何よりも自己変革を求めら
れています︒創意工夫をして︑
新しい扉を開こうではありま
せんか︒
酒井オーナーが仰っており
ます︒
常に﹁人間︑人の心﹂が第
一﹁分社こ そ人を生 かす最上
の経営方法だ﹂の理念を念頭
におかなければなりません︒
適切な利益を上げる事が分社
グループ各社の事業継続︑事
業存続の最低条件であり︑皆
様一人一人の自己実現となっ
て行きます︒経営品質を上げ

↑中原英臣先生
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新年のご挨拶

グループ各社より年頭にあたっての『夢、抱負、目標等』をテーマに投稿いただきましたので、紹介いたします。
尚、今回は社長のみならず、中堅・若手社員も対象にしております。
掲載は紙面の都合上、順不同となっております。

明けましておめでとうございます
大陽工業は今年創立６０周年、また八王子事業所も昭和３７年建設以来４５年を迎
えます。創業事業の塗装板金製造業と装置製造業をカンパニー制にて運営していま
す。建物は老朽化していますが、今年から３年計画で環境にも配慮しリフォーム、
美化改善していく予定です。装置事業を１０年前に事業化する際、多大な手助けを
していただいたお客様で友人でもある方が、昨年転勤で遠方に行かれ惜別の思いに
あった時、目に留まった酒井オーナーの色紙、「頑張るな 敵を作るな 友を作れ」
に感ずるところあり、それ以来私にとりそれまでの座右の銘であった「一期一会」
に替わり一番重いものと成りました。
今年は従業員の力をより信じて、八王子事業所を発展させたいと願っています。
取締役 八王子事業所長 平岡

敏雄

早いもので大陽工業へ入社後２４年目を迎えます。その間、セルボー電子・インテ
グランへと変り、分社・合併を経験。時代の遷り変りと共に今日まで来ています。
新生インテグラン。今年で４年目を迎えます。両社の文化融合を加速させる目的も
含め自社ビル建設に向けて竹田会長・関山社長に奔走して戴いてます。高価なハード
ウェアには質の高いソフトウェア移植が必須です。現在、ステップアップする過渡期
に差し掛かっており、山積する課題に挑戦しております。数年後には更なるステップ
アップに取組んでいる事を目標とします。
システムソリューション事業部

事業部長代理 瓜生 寿幸

明けましておめでとうございます。
冬の陽だまりの中、我が家の年老いた猫が大きなあくびをひとつした。そんな何気
ない様子に幸せを感じる事にふと思いを寄せ、ロボットでもそんな事を感じさせ感
動を与える事が出来るのだろうか。我々の扱っているロボットではまだまだ無理で
すが近い将来、人間と機械の区別がなくなることを信じ一花咲かせたいと、夢見な
がら新しい物への取り組みを進めています。
取締役 村松 三正

近年、海外生産等により競合他社との価格競争が激化しております。
当社はこの激動の中、勝ち組になるべく生産性を高める努力をして参りました。
その中で粉体塗装ラインを新設し、生産を上げ、外部依存を無くし、利益追求に努
めたいと思います。
当社はISO14000を取得し、地域と密着した環境活動を行っています。
こうした環境問題も考慮した粉体塗装ラインを早急に立ち上げ、社会に貢献出来る
会社造りを行いたいと思います。
取締役 青栁 光保
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夢の実現に向けて
中期経営計画 ‘０９に売上５００億、利益７％以上、揺らぎがない高収益企業を実現
全社員が健康で楽しく働ける会社風土を作りたい。
会社は社会のニーズや顧客満足に、どのように技術やサービス、生産を添わせるかが
原点と思っております。社会責任も果たしながら、お客様から支持され続ける集団にし
ていく。その福利として売上と利益を確保し続ける。社員に年３回のボーナスが出し続
けられる会社、その家族の生活を永遠に成り立つような場所にする事が使命と考えてお
ります。
酒井・関山オーナーが常々言っておられる『人を大切にしよう』の意志を、当社のＤ
ＮＡとして私達が永遠に引き継ぎ、製造業として良いサービスと良い製品を生産する。
高品質で、お客様に届けることが、何より人を大切にすることに繋がる。
市場環境は技術革新が更に進み、二極化が強く鮮明になりそうです。一段と生産改革
や技術革新を進め、顧客構成、商品構成も更に変えていきます。一流のお客様に、独自
の技術、生産方式を駆使した一流の先端技術型・高品質製品を、一流のサービスで提供
する。一流の競争メーカーと、グローバルな一部リーグで勝負する。
まずは今年度目標の揺るぎのない３００億円企業、確固たる利益体質の会社に足固めを
したい。如何なる難関に立ち向かっても私たち社員一人一人が楽しくエキサイトできる
会社にし、第二の発展期を創って行きたい。
代表取締役副社長 篠崎 尚利

株式会社 ニューシステムズ
テクノロジー
NEW SYSTEMS TECHNOLOGY Co.,Ltd.

入社初年と新年へ向けて
入社して約９ヶ月が過ぎますが、社会人になると時間があっという間でした。桜
並木の下をスーツを着て初出社し、社外に出れば蝉しぐれと入道雲が見えたと思っ
ていたら、枯葉が舞い、吐く息が白くなっていることの早さに気がつかされます。
私の携わるコンピュータ業界も技術の変化は日進月歩で、あっという間に枯れた技
術となります。そのため、おのずと何が核となる技術かを見極める眼が必要となり
ます。入社から現在まで、その見分け方を諸先輩方から教えていただきました。新
年度からは自分で見極められるよう、より一層の努力で望む所存です。
ＮＳＴ開発 味澤

昌俊

新年、あけましておめでとうございます。
昨年は、当社新工場の建設にあたりましてはグループ各社の皆様にご支援頂きまし
て誠にありがとうございました。本年も引き続き宜しくお願い致します。
本年は、新たな環境の中で当社理念であります『もったいないをビジネスに』を
更に躍進するべく、これまでの枠の中にとらわれずに新たな商売の種を探すために
多方面における営業活動を広めてゆきたいと考えております。
営業部課長 大澤 正伸

１．夢
２．抱負
３．希望

生命保険加入契約３億円
グループ内だけでなく、グループ外への営業活動を展開し付加価値
の高い保険の売り込みを行い収益の向上を図って行きたいと思います。
今年こそ即戦力となる人材を登用し、営業力を高めて行きたい。
代表取締役社長
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永井 憲雄

旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
私共一同無事新春を迎えられましたのは、ひとえに皆様のご支援とご指導の賜物と
心より感謝致しております。
本年も倍旧のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。
さて、古来より「亥」は、多産であり、どのような環境でも生きていける生命力の
強さから、「子孫繁栄」「商売繁盛」のシンボルとして人々に親しまれております。
弊社におきましても､企業力を高め既存事業の確かな成長を持続させる一方、事業の
延長線上で新たなビジネスチャンスを求め、社員一丸となって邁進する所存でござ
います。年頭にあたり皆様の事業の益々の発展とご多幸を心からお祈り申し上げ、
新年のご挨拶とさせて頂きます。
代表取締役社長 大森 春男

フォレスト総合ケア株式会社
FOREST SOGO CARE Co.,Ltd

新年、あけましておめでとうございます。
皆様にとって、この一年間が健康で素晴しい年になりますように心から願っており
ます。さて昨年は、多くのお客さまから、また、グループ各社の皆様におかれまして
も格別のご支援とご愛顧を賜り、心から感謝申し上げます。
おかげさまで、当社事業は、人材派遣業と保険代理店業務及び不動産仲介業務を中
心に展開しました。今年は、よりお客様に密着した総合的なケアサービス業務を展開
して参る所存です。亥年の今年は、「猪突猛進」がキーワードになりますが、今まで
以上に事業の拡大に注力し、お客様へ迅速なサービスを提供していけるように、社員
一同、力いっぱい頑張って参ります。本年も、フォレスト総合ケア株式会社をどうぞ
宜しくお願い申し上げます。
代表取締役社長 服部 秀明

新年明けましておめでとうございます。
２００７年の新春を迎え、皆様の更なる飛躍の年となり、ご家族様が健康で実り多
い年となりますよう祈念しご挨拶を申し上げます。
企業が成長していくためには、お客様への価値の向上を最優先し長期的視野におい
て良好な関係を構築、高い評価を獲得することが企業を取り巻く全ての人に価値の
向上をもたらすものと考えております。
その為にも経営を取り巻く経済や社会の変化の中からチャンスを生み出す発展思考
のもと新たな価値の創造に挑戦する年にしたいと思っております。
取締役 電子本部本部長

本間 修

新年 明けましておめでとうございます。昨年は、グループの皆さん、社員の皆
さん、大変お世話になり有難うございました。昨年は、本社の移転、横浜事業所の
開設、中国での製品生産、Ｄａｉｃｈｕ ＨＫでの受注開始、ストレージ事業の立
ちあげ、など当社にとって非常に変化のあった１年で有りました。また、主要顧客
であるＨｉｔａｃｈｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｔｏｒａｇｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｓ
様から“最優秀Ｓｕｐｐｌｉｅｒ賞”を３期連続受賞することが決まり、非常に成果
のあった１年でも有りました。業績は、通期を通して、前半予想以上の受注に恵ま
れ、計画以上の達成ができる見込みであります。今年は、“いざなぎ景気”に陰りが
見られたように、受注の厳しさがある年だと思いますが昨年の実績（ＱＣＤ）を反
省し、常に厳しさを想定し、“常に前進、常に改善、常に前向き”をモットーにお客
様の満足度の向上、業績向上に努めたいと思います。今年もよろしくお願いします。
代表取締役社長
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真道 保美

プリント基板使用のアクセサリー（サーキットアクセ）
さて今回紹介するのは、弊社と縁の深いプリント基板を使用したアクセサリーです。
形状は米海兵隊識別札形。色は赤、紺、緑の三色。厚さは3.2ミリと0.6ミリの２種類。
主にネックレス形を考えています。紐部はボールチェーン（シルバー＆ゴールド）と
革を予定しています。販売はインターネットを主に、全社員挙げてのコネクションを
利用した地道な販売活動なども展開していく予定です。販売価格は１０００円〜１２
００円を予定しています。しかしこの分野に措いては素人ばかりです。
良いアイデアや販売の方法などありましたら御一報下されたら幸いです。
新規第一事業部会 代表

三島 明

新年おめでとうございます。
新年を迎え、各社とも社業の発展に新たな希望と決意をもたれ、日々ご活躍のことと
思います。
我がトライタームも今年で23期を迎えることになりますが、世の中の変化に振り回さ
れながら対応してまいりました。そんな中、忘れかけている会社のあるべき姿を再度
考え直し、新しい力をどんどん取り入れながら社員一人一人の気質を高めていかなけ
ればと考えております。
『受身であるなかれ、前進あるのみ』をモットーに努力して参ります。
管理部 渡辺 昭仁

新年を迎えて、我々は会社の中堅であると自認している。これからの会社は、我々
中堅が5年先、10年先を見据えて今年の干支、猪の様に突走しって行くしかない。
当社は30年間も同じ仕事を続けてきました。今の仕事が悪いわけではないが、ここ
で新しい事業の種をまき第二の創業に向けて進んでいく必要があると思う。では何
をやるか、それは社員を幸せにできるものは何か、又社会に貢献できるものは何か、
消費者に喜んでもらえる物は何かを考えれば道は開けて来るのでは、そして5年先、
10年先には今の10倍の会社に成っている。これが我々中堅の初夢である。
生産管理部 並木

和男

明けましておめでとうございます。
分社グループ各社には、大変お世話になり誠に有難うございます。
私、大内康弘は新卒で入社しまして、26年を経過しました。
当年49歳です。良友一筋でございます。
分社グループの方々で、年齢の高い方のお顔は存じていますが、若い方はあまり存
じません。ゴメンナサイ。
良友建設もここ3年で、各部門のスタッフをそろえ、一歩ずつ、改革中です。
耐震補強、リフォームには特に力をいれています。
この顔で、各社へお伺い致しますので、どうぞどのような事でも何なりとお申しつ
け下さい。
本年も宜しくお願い致します。
取締役 大内 康弘
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2007年の夢、抱負、目標
夢：操縦教員のスペシャリストになり、日本のヘリコプター業界になくてはならな
い存在となり、業界を発展させること
抱負：社長のように業界の動き、流れを把握し、業績を上げる。また、新規事業に
もトライする。
目標：現在の業務の定着と安定を図り、質やレベルを上げる。
運航部 乗員課課長 厚地 信一

新年おめでとう御座います。
株式会社ウィーゴとしまして、昨年12月1日よりプリント基板の作画編集を主業務に
する、CAM編集センターを開設いたしました。今まで、フライングチェッカー等の
業務を行っておりましたが、その上流へ業務を拡大いたしました。私は、別の会社で
CAMの編集を担当していましたが、この度、縁あってウィーゴのCAM編集センター
として、新たな一歩を歩みだしました。今までのささやかな経験を生かしながら、お
客様のニーズにあった、痒いところに手の届くような仕事をしていく所存で御座いま
す。システムといたしまして、ダイナトロン社製のPC-AUTOCAMを使用いたしてお
ります。従前より弊社が使用しておりました、チェッカーデータ作成システムおよび
TEST-CAMとの親和性も非常に良いものです。また、受け取れるデータの種類および
書き出すデータの種類も、柔軟に対応できますのでお客様のご希望のものが提供でき
ます。
「プリント基板を作りたいのだがどの様にしたら良いのだろうか？」
というお客様の声に応えるべく設計から製造・検査まで、グループ各社のご協力を得
ながら、より良いものを提供し満足して頂ける様、頑張る所存で御座います。
CAM編集でお困りの時は、是非、ウィーゴのCAM編集センターをお忘れなき様お願
い致します。
CAM編集センター 田島 勝彦

私は、生産管理部で商品開発を担当しています。
当社の製品は、全国の博物館のミュージアムショップに供給されることから、博物
館員を満足させるレベルが要求されるため、商品開発はとても大変です。
実験テーマの探索、科学書の調査、材料や法律の調査、試作品やパッケージのデ
ザイン作成、解説書の作成、材料の管理など、重要な作業の連続です。
入社３年目で、まだ知らない事も多いですが、社員の皆さんに助けられながら頑
張っています。
私の夢は、お客様が科学にときめきを感じ、知的好奇心が湧き上がるような、魅
力あるサイエンス製品を創り出すことです。
生産管理部 仕入管理リーダー・商品開発担当

石川 央

干支からみた2007年の行方
◆2007年の干支は「丁亥(ひのと･い)」です。干支は、10年周期の十干(じっかん)と12年周期の十二支を組み合わせ
た60年周期のものであり、日時や方位などのほか、自然の移り変わりに基づく時勢の変化を表すともいわれます。
◆十二支の「亥」は木扁をつけた「核」に通じ、万物が枯れて種子の中に新たなエネルギーが蓄えられる状態を表
しており、「核心」など物事の中心を意味する場合にも使われます。また、イノシシは、野山を駆ける勇猛な多産
の野生動物であり、農作物の防除と美味な肉を求めて古くから狩猟の対象とされてきました。
◆こうした点を踏まえますと、2007年はこれまでの勢いが満ちてくる一方で、徐々に明らかとなる変動に対応でき
るよう、新たな活力や果敢な取り組みを積み上げていく年といえそうです。わが国経済に当てはめてみますと、成
長や改革の流れに変化が生じようともひるまずに誠実な態度で歩みを進めていくことが大切になると考えられます。

−６−

