酒井陽太代表

ンと解く︑その心はパットしない﹂

今年も元気に明るくやりましょう︒

−１−

年頭のあいさつが深刻な警鐘を鳴ら
すだけでは私らしくありませんので
ジョークを一つ︒
﹁今年の景気とかけてホールインワ

中締め挨拶

真道社長

昨年十二月十八日︵金︶︑コートヤード・マリオット銀座東武
ホテルにおいて︑社長会 全社会 と吉生会が開催されました︒
グループ数社から﹃今期新たにチャレンジしたこと﹄の発表が
あり︑各社の新技術︑新製品の紹介がなされました︒
吉生会の講演会には︑帝国データバンク大宮支店調査部長田中
雄三氏を講師に迎え﹁会社はこうして潰れていく﹂と題し︑人︑
モノ︑金の動きや継続管理の重要性等を企業調査員としての鋭
い観点から語っていただきました︒
講演会の後の忘年会は︑酒井代表の挨拶︑篠﨑社長会
会長の乾杯のご発声と共に和やかに始まり︑参加者の
楽しい歓談のひと時となりました︒

田中雄三氏

)

講師

《発行元》
分社理念研究所事務局
〒141−0031
東京都品川区西五反田
8丁目11番21号
TEL０３−５４９６−１８１０

代を読み違えてしまいます︒
明け ま し て
おめでとうございます︒ 長谷川慶太郎の説によれば︑
今回のデフレは長期化し日本
2年︑昭和5年にあ の賃金はインドの水準になる
今年は 平 成 2
8
たります︒平成生まれも成人し︑ まで下がると言っています︒
戦後生まれが世の中の大半を占 また別の予測では中国の大学
新規卒業生を日本の大手企業
め活躍 の 主 流 と な り ま し た ︒
今︑私たちは明治維新︑敗戦と が大量に採用し始めており︑
続く大きな変革の時にいます︒ 日本の人口の三割くらいを中
不透明な時代はバブル崩壊の１ 国人が占めることを容認する
９８９年から続き︑今さら先の 時期が近づいていると言いま
読めないことを嘆いていては時 す︒俄かには納得しかねます
が︑もしそうなったら日本は
どうなるのでしょう？
好むと好まざるとにかかわら
ず時代は変わろうとしていま
す︒
変化に応じて生き続けること
が経営ならば我々もそれに応
じなければなりません︒
時代を読むかのようにＮＨＫ
で﹁龍馬伝﹂が始まりました︒
﹃薩長の連合は︑日本国を救
わんが為である︒してみれば
一藩の面目のごときは︑この
際忍ばねばならぬことである︒
﹄

篠﨑社長会
会長

水曜日
１ 月 ２７ 日
2010年（平成22年）

(

平成二十二年 新年のご挨拶
年頭にあたりグループの皆様から『夢、抱負、目標等』をテーマに投稿いただきましたのでご紹介いたします。
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。
私はプリント回路カンパニーで資材を担当しています。不況という言葉が耳慣れて
きたこの頃ですが、最近少しずつ仕事が忙しくなってきました。
資材の調達が予定通りいかなかったりすると｢利は元にあり｣と上司に言われ心苦し
い思いをしたりしますが、部品の余剰や不足をなくし、みんなが働きやすいように、
業務が滞らないようにと日々心掛けています。
今年も一年、みんなで協力しながら頑張って行きたいと思っていますのでどうぞよ
ろしくお願いします。
プリント回路カンパニー 総務部 資材課 吉澤 真紀

新春のお慶びを申し上げます。
私は男女雇用機会均等法が施行された年に入社し、のちに結婚、育児休業の法律
が出来た翌年に第一子を出産致しました。責任ある立場で仕事をさせていただい
ておりましたが、育児休業を取得し、一年間育児に専念することができました。
当時、結婚や出産で離職する女性が多い中で今日までこうして働くことができて
いるのも、理解ある会社のおかげと大変感謝致しております。
今後も、他の女性社員の励みとなれるように、日々頑張っていきたいと思います。
システムソリューション事業部 生産部 生産管理課 課長 遠藤 富美子

新年明けましておめでとうございます。
昨年は様々な面で厳しい年でしたが、岩手工場では、全社員が業務の効率化や改善
活動に積極的に取り組んできました。今年も更に、気持ちを一つにして仕事ができ
るよう、総務課として働きやすい環境作りを考えていきます。
社員全員が一年間元気に過ごすために、健康面に配慮したサポートもしてまいりま
す。
私自身、会社のテニス部に入っていますので、今年は活動回数を増やし、運動不足
の解消・心身のリフレッシュをしながらこの一年過ごしていきたいと思います。
岩手工場

総務課長 千葉 由美子

明けましておめでとうございます。
入社から三回目の新年を迎えることができました。
回収業務、製品の出荷及び社内業務で追われた毎日でしたが、2010年は、目標、
社内計画すべてを絶対に達成し悔いの無い一年にしていきます。
グループの皆様にお伺いする機会が多い当社ですので本年も宜しくお願い致します。
鎌内 力也

−２−

新年明けましておめでとうございます。
私は、日頃、営業事務として伝票発行や売上の管理業務をしています。
今年は「心身ともに健やかに」を目標とし、ジム通いで気持ちのいい汗を流し、
映画や読書で心を豊かにし、おいしいものを食し、健やかな身体と健やかな心
で公私にわたり、充実した一年を送りたいと思います。また、自分の業務はも
ちろんのこと、周りにも気を配り、皆さんが安心して仕事を任せられる存在で
ありたいと思います。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
営業部 斉藤 道子

新年明けましておめでとうございます。
原稿の依頼があり、どのような事を書けばよいのか悩んでいた私に声を掛けてくれたのが
長男でした。昨年就職も決まり、心身共に充実した日々を送っている息子が｢25年も大金
電子工業一筋で働いているんだから、思っている事を素直に書くだけで良いでしょう｣と
アドバイスしてくれました。
高校を卒業し、何一つ分からないまま入社した私をこれまで支えてくれたのは会社と家族
でした。又早く仕事を覚えようと毎日必死で頑張っていた私を支え応援して下さったのは
職場の同僚の人達、そして仕事でうまくいかない時に話を聞いてアドバイスしてくれたのが家族でした。
25年間で色々な職場を経験し、現在所属している経営管理部は15年目になります。今思えば、製造部で経験した
事が経理・総務の仕事にも大変役立っていると思います。
経験したからこそ間接部門だけでなく製造部門の苦労や辛さがわかり、悩みを聞き、時にはアドバイスも出来る
様になったと思います。【土台がしっかりしていれば、決して道を外れる事は無い】
私も大金電子工業の土台となり、これからもふんばっていきたいと思っています。
グループの皆様、社長はじめ社員の皆さん、今年も一年よろしくお願いいたします。 経営管理部 伊藤 輝美

新年あけましておめでとうございます。
昨年は厳しい経済状況を反映してか、雇用の不安定、消費の落ち込みなど暗い
話題が目立ちました。
しかし、一方ではWBCで日本が優勝するなど、明るい話題も少なくありません。
先の見えない世の中ではありますが、常に前向きに行動していきたいと思います。
また、昨年は民主党による政権交代に代表されるように、大きな変化が目立つ
一年でもありました。そういった時流の中で、自分のやるべき事は何かというこ
とを見失わないことが大切ではないでしょうか。
基本に忠実にありつつ、改める部分には柔軟な態度で、仕事に私生活に取り組ん
でいこうと思います。
総務部 中村 京子
株式会社 ニューシステムズ
テクノロジー
NEW SYSTEMS TECHNOLOGY Co.,Ltd.

初春のお喜びを申し上げます。
システムソリューション部に、これまでのロシアチームに加え、WebやDBの開発
チームを迎えて半年以上が経過しました。仕事を進める過程やスタイル・時間感
覚は各々異なります。両者を抱え、何をどうするべきなのか？迷い悩んでばかり
いたように思います。
新年を迎え、これまでの自分を改め『行動せよ』をキーワードに志を新たにしま
した。求める結果を得る為に、具体的に何をするべきかを決める。決めてしまう。
当たり前のことですが、まず、ここからスタートしたいと考えています。
システムソリューション部 部長 河辺 真紀

−３−

(写真中央）

株式会社 ダイチュー テクノロジーズ
Daichu Technologies Co.,Ltd

明けましておめでとうございます。
私は、営業本部の海外顧客担当として、注文書の受注処理、INVOICE及び輸出
依頼書作成等の輸出業務、また、営業プレゼンテーション資料や営業会議資料
の作成などの営業事務をしております。
海外顧客の売上比率が高まるなか、今年は今まで以上に迅速かつ正確な対応が
求められると思いますので、業務の優先順位をしっかり立て、臨機応変に営業
の方をサポートしていけるように頑張ります。
営業本部 岩崎 智江

(写真中央)

私の仕事、と考えると少し大げさな気がしますが、私が家庭では主婦として、母親とし
て、職場では営業事務として常に心掛けているのは「明るく、真摯に」ということです。
当たり前のことと言われてしまえばそれまでですが、簡単な事ほど、意外と意識してい
ないとおろそかになってしまうと思い、あえて自分に言い聞かせています。
家庭で母親が無愛想であったり、何事も嫌々おこなっていると、家族は心も体も不安定
になります。
家族がいつも健康で、勉強や仕事に集中して取り組めるように家の中を守ることは、大切な仕事だと考えてい
ます。
また、職場ではお客様と電話や窓口で応対することが多く、自分の声や言葉などの対応が会社の第一印象にな
る、という意識を常に持っています。電話などで、たとえ顔が見えなくても、雑な応対や暗い雰囲気などは伝
わってしまうと思うのです。
また、頼まれごとなどで嫌々引き受けるか笑顔で引き受けるかで、同じ仕事をするにしても自分の取り組み方
にも違いが出ますし、相手に対してわざわざ不快な思いをさせてしまうこともありません。
職場内ができるだけ明るい雰囲気を持っていられたら、それが会社の雰囲気として、活気のある会社だとお客
様に伝わってほしいと思っています。
大きな将来像というものではありませんが、当たり前のことができる社会人でありたいと思っています。
株式会社コダビット

延山 有美子

新年あけましておめでとうございます。
私は、生産部で生産管理を担当しています。入社4年目になります。
当社の商品は、科学・知育商品、宇宙グッズ、恐竜グッズ、化石、鉱物等が
あり、主に博物館・科学館のミュージアムショップ等に卸しています。
子供を持つ母としてはとても身近な商品が多く、部品１つ１つに手を加え、
商品に仕上げていくこの仕事はとても楽しくやりがいがあります。特に商品
を実際に店頭で見かけた時は嬉しいです。
生産部の仕事は細かい作業も多く、苦労もありますがパート４名と協力し
今年もがんばっていきたいと思っています。
生産部 生産課 生産管理 小野川 久美子

新年あけましておめでとうございます。
早いもので今年で、八王子の新本社工場に移転して２年目を迎えることになりました。
業況につきましては、依然として厳しい状況が今年も続くと思われますが、より高精
度、高品質で付加価値の高いものづくりを実践し、現状を乗り切っていきたいと思っ
ております。
本年も昨年同様、変わらぬご支援を宜しくお願い申し上げます。
株式会社サテリット

技術部係長

−４−

横山 俊一

(写真前列左)

私が幸大ハイテックに入社して８年が経ち、その間いろいろな装置の開発を経験
させていただきました。中でも入社２年目から５年間に渡りソフトウェア設計と
して携わった「フレッツ・フォン」が一番の経験です。
フレッツ・フォンとはネットワークIPテレビ電話で、動画と音声で顔を合わせて
のコミュニケーションが可能な固定電話機です。入社２年目だった私はフレッツ
・フォンの開発に試作段階から携わり、量産化する苦労と難しさ、デバッグと評
価に費やす時間と労力の大切さものづくりの楽しさを経験できました。最近では、
「e-puck」という教育研究用ロボットの開発に携わっています。
身近で活躍しているロボットというとまだまだ産業用が主体ですが、最近はお掃除ロボットや癒し系ロボッ
トなど、私たちにも身近になってきています。
介護福祉分野は特に必要性が高いもののようですので、私も身近で人の役にたてるロボットの開発に携われ
ればいいなと思っています。
幸大ハイテック開発社 八百板 陽子

明けまして、おめでとうございます。
「常にポジティブ」日頃からこうなりたい！と思っていますが、まだ達成に
は至りません。
私は、些細なことでも気にするタイプなので、辛いことがあるとつい愚痴を
言って、悩んでしまいますが、なるべく前向きに考えるよう心掛けることで、
ほんの少し気持ちに余裕ができ、物事が良い方向へ進むような気がします。
我が社は今年で４０期目に入ります。更なる会社の発展を願うと共に、自分
自身がより成長できる１年であればと思います。
管理部 佐藤 ユキ子

入社して9ヶ月が経ちました。猪のように真直ぐ前を見て走ってきた9ヶ月を振り
返ると、あっという間に時間が過ぎたように感じます。入社当初は、緊張と不安
でいっぱいでミスもたくさんしました。しかし、その度、温かい上司にアドバイ
スをもらい見守って頂いています。
2010年は、ウサギとカメでいうとカメタイプの私ですが少しでも役にたてるよう
に、へこたれない精神でこつこつ努力していきたいです。そして、これからも憧
れだったヘリコプターの世界に関っていることに誇りを持って働いていきたいで
す。
業務部 伊藤 絵里

今年の抱負は、富士登山とフルマラソンへの参加です。どちらも体力を必要とし
ますので、日頃の体力作りが大切です。1つ目は、通勤と帰宅の時間を、自転車通
勤から「通勤ラン」に切り替えたことです。これは体力作りに加え、朝の清々し
さや、季節の移り変わりを身近に感じることができ、とてもリフレッシュできま
す。2つ目は、休みの日に電車を利用するときは、目的地の1つ手前の駅で下車し
て目的地まで歩くことです。これは、意外な発見があり、とても楽しいので皆さ
んにもお薦めです！夢の実現を目指して頑張ります。
営業本部 アシスタント 大久保 美和

−５−

(写真向って一番右)

(写真向って右)

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

“謹 賀 新 年”
おめでとうございます！本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
新体制になりましてはじめての新年を迎えます。
弊社は分社グループ各社、ご家族の方々の保険をお預かりしておりますので
ご安心頂ける様昨年以上に身を引き締めて望む所存です。
人材派遣・建築・不動産業務も同様力を注いでおります。
スタッフ一同明るく、元気に、誠心誠意、全力を尽くします。
宜しくお願いいたします。
取締役 大内 康弘

（写真後列左から2番目）

新年、あけましておめでとうございます。
先の見えぬ景気不安の中、せめて気持ちだけでも明るく、と心がけたいもの
です。
最近は、レンタルDVDも価格が下がっているため、面白そうな映画を借りて
楽しんでいます。意外と昔の作品のほうがストーリーに凝っていたりして、
最近のCG全盛映画より奥が深かったりします。
また、体の衰えを感じる昨今、運動の必要性を感じ、今年から毎朝愛犬との
散歩を日課にしようと始めました。朝早く起きてきれいな空気の中を歩くの
は気持ちの良いものです。
先ずは体が資本、皆様も健康に注意し、この不況を乗り越え、バリバリ働け
るよう頑張りましょう。
本年もご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。

(写真後列右）

ソリッドムール(株) 代表取締役社長 大森 春男

社長会

株主総会

吉生会

吉生会

（忘年会）

−６−

･

社長会

｣

社長会

｣

株主総会

（調整中）

｢

プログラム

銀座東武
ホテル

｢

社長会

銀座東武
ホテル

｣｣

銀座東武
ホテル

12/17(金）
12/17(金）

｢

銀座東武
ホテル

｢

場 所

10/22(金)

｢

6/24(木)

2年 社長会
平成2

5/28(金)

株主総会﹂ 吉生会

3/19(金)

スケジュール

開催日

分社理念研究所では︑
2年﹁社長会﹂
平成2
吉生会 並びに 定期
株主総会 を左記通り
予定しております︒

【 平成22年｢社長会｣･｢吉生会｣スケジュール 】

事務局からの

１月１９日（火）
１月２６日（火）
２月 ９日（火）
２月１０日（水）
２月１５日（月）
２月２３日（火）

おしらせ

（株）フォレスト総合ケア
セブンヒルズ（株）
丸忠デジタル（株）
（株）富士コスモサイエンス
（株）サテリット
日本フライトセーフティ（株）

グループ会社
監査開始

＜ 実施日 ＞

2月の社長会で
昨年1
ご案内いたしました
グループ会社の監査
9日からスタ
が1月1
ートしました︒公認
会計士の田島克夫先
生が︑今回対象とな
っております六社を
訪問中です︒

＜ 対象会社 ＞

