酒井オーナー

ことは何でも致します﹂そう思っ ﹃やれば出来る﹄
てどんな局面も乗り越える強さを
つらいときには天を仰ぎ︑志を新
持って欲しいと思います︒
たに進んで行きましょう︒

十二月十八日︵木︶︑コートヤード・バイ・マリオット
銀座東武ホテルにおいて︑吉生会が開催されました︒
第一部ではＮＨＫエグゼクティブアナウンサーである国
井雅比古氏による﹁困難を克服した挑戦者たち〜プロジェ
クトＸに見る熱き思い〜﹂の講演があり︑事業を成功さ
せた指導者達の人柄や考え方の話や彼らにまつわるエピ
ソード︑また︑当時の番組制作の苦労話まで聞かせて頂
き︑非常に感銘深い内容でした︒
第二部の忘年会にも国井氏にご参加頂いて︑グループ各
社の皆さんとも和やかに交歓︑年末の楽しいひと時を過
ごしました︒

−１−
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新年お め でとうご ざ います︒
﹁こういうことは気をつけな
いと﹂とか︑﹁これはまずい
昨年私は︑何年かぶりでグルー と思うけど﹂と︑時々は声の
プの工場を広く回り︑皆が一生 調子を変えて言われたことも
懸命に働く姿を見ました︒
ありましたが︑大変良く面倒
若い者も年長の者も良く働く︑ を見て頂きました︒
それとは逆に︑得意先の担
大変 う れ し い ︑ あ り が と う ご ざ
当者から指導と称して意地悪
いま す ︒
昔︑私の恩師中山隆祐先生は︑ をされたり︑もう耐えられな
いと思うほどのつらい事も沢
私を 大 変 誉 め て ︑ 誉 め 抜 い て 指
山ありました︒
導し て く れ ま し た ︒
しかし︑今の私があるのは︑
そういった大勢の方々のおか
げだと思っています︒
人は誰でも︑自分の考えが
正しいと思うものです︒
自分から﹁私が間違ってい
るかも﹂なんて思う人は︑ま
あいません︒私もそうです︒
人は生きている限り︑その
時々で評価が変わるでしょう
し︑死んでからもその人を知っ
ている人がいる限り評価は変
わっていくと思います︒
流れは止まる所を知らず︑
その行き先を知りません︒
一人ひとりが﹁私に出来る

↑国井雅比古氏

金曜日
１ 月 １６ 日
2009年（平成21年）

平成二十一年

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。

あけましておめでとうございます。
私の所属する八王子事業所の板金・塗装部門では、近年「生産革新」の導入に注力、
スピードをテーマに現場の改善を進めてきました。分散された少量製品の受注は、
現場にとり厄介物でしたが、諦めることなくチャレンジした結果、工程間のムダが
無くなり、従来比大幅なスピードアップを実現し、大きな達成感を味わうことがで
きました。困難な障害も多々ありましたが、常に明るい雰囲気をモットーに頑張っ
てきました。「ものつくり」の前に「人つくり」です。
新年は、未曾有の厳しい年と言われていますが、めげない明るいムードで立ち向か
いたいと思っています。
ＦＳ装置カンパニー チーフマネージャー

赤井 悟

明けましておめでとうございます
インテグランにお世話になってより、三度目の正月を迎える事となりました。
防衛・宇宙用の電源・トランスの設計・製造メーカーと言ってもこの２年間は主に防
衛用電源・トランスの製作に携わってまいりました。
今年は、電源部門・トランス部門とも宇宙用製品の設計・製造が事業の１つに加わる
事となりました。早ければ今年中にインテグランで製造した電源やトランスが宇宙を
飛ぶ事となります。
技術・品証・製造・資材・各部門一丸となり宇宙分野も大きな柱の１つとすべく取り
組んで行きたいと思っております。
パワーソリューション事業部

技術部部長

高田 達夫

新年、明けましておめでとうございます。
セブンヒルズに入社してから早くも3年が過ぎました。
本年は、世界的大不況の中で生き残りをかけて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、営業力を高めて事業拡大と収益拡大を図れる
よう、より一層の努力で望む所存です。
営業部課長

大澤 正伸

新年明けましておめでとうございます。
弊社の主な業務内容はプリント基板の中間加工です。昨年５月に拠点を栃木県佐野
市から埼玉県羽生市に移転致しました。これにより、主要得意先との移動距離短縮
となり、仕事の迅速化と密着性のアップを図ることができました。
本年度は、経済環境の悪化で大変厳しい年となりそうですが、更なる知恵と努力
で乗り切り、良い一年にしたいと思います。
製造部 係長 石川 哲也

−２−

「物創りへの拘り」
新年明けましておめでとうございます。
世界大不況の中、大変厳しい年明けとなりました。
雇用不安定による消費の落ち込みによって、市場ニーズに合った本物の魅力有る製品し
か売れない傾向に、益々拍車が掛かりそうです。
独創技術による市場ニーズの半歩先取りした「物創り」
当社は創業早々に、ＣＣ−４工法（無電解厚銅めっき）と言う技術を米国よりライセン
スを受けました。
同時に上場企業数社もライセンスを受けたのですが、この技術が実用化され商業ベース
に出来たのは、当社ともう一社のみでした。
独創技術と言うものは、世の中に教科書は無いのです。
マニュアル、仕様書には書けない五感力（見る・聞く・嗅ぐ・味わう・触わる）と、誰
にも負けない熱意が無いと出来上がらないと思っております。
市場より与えられる課題は星の数ほど有りますが、感性を更に磨き、前向きに挑戦する
企業風土を大事にし、魅力有る製品を創り続けて行きたいと思います。
取締役副社長 半田 芳男

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

将来の漠然とした夢は、世界遺産を様々見てまわることです。また、その国の文
化や食など色々体験したいです。また、私は遊園地の絶叫系アトラクションが大好
きなので、バンジージャンプや、スカイダイビングも、いずれは挑戦してみたいと
考えております。
仕事においては、ロシア語が困らない程度までできるようになりたいというのが、
目標の一つです。そして、抽象的な表現ですがもっと器の大きな人間になりたいで
す。2009年は、「精進」したいです。一歩ずつ焦らず、でも着実に前進していく決
意です。
システムソリューション部 慶 のぶ子

2008年は北京オリンピックに沸き、ノーベル賞を日本から4人も受賞すると言っ
た喜ばしい事が起こった反面、経済においては大変な年になってしまいました。
世界の経済はこんなに脆いものなのかと痛感させられ、先進諸国が目指すグロー
バルスタンダードが果たして本来の目指すべき道なのか疑問に思えてなりません。
年が明け本年は更に厳しい年になると思われます。その様な中、朝の来ない夜は
ない、必ず明日は来ると言うことを信じ、前向きに進んで行こうと思っております。
この淵の先には大きなビジネスチャンスが待っているはずです。各分野においても
厳しい状況におかれていると思いますが、その思いを強く胸に秘め邁進致します。
技術部部長

大輪 淳一

明けましておめでとうございます。
年明け早々、世の中全体が大きく変わろうとして、大変な年になりそうです。
こんなご時世ですので、変革に合わせ乗り切ります。失うものもあれば、反面、生
まれ出るものが必ずあるはずです。小さきものを大きく育てる為に、誠心誠意、全
力を尽くしていきます。家族、働く仲間と共に。愛情・人情・情熱を大切にします。
取締役 大内 康弘

−３−

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

新年、あけましておめでとうございます。昨年、当社は社名を株式会社大忠電子
より株式会社ダイチューテクノロジーズと改めて、テクノロジーを優先した事業展
開の推進と更なるグローバル化のスタートをいたしました。それと同時に取締役と
して事業本部に着任しました。
テクノロジーについては、ＨＤＤの生産設備のＡｕｔｏｍａｔｉｏｎ化、グロー
バル化においては、ＤＡＩＣＨＵ ＨＯＮＧＫＯＮＧが独自で開拓した顧客とビジ
ネスを開始するなど社名変更の主旨にふさわしい展開をすること出来ました。
また、埼玉県知事より技術力や環境面ですぐれた工場として「彩の国工場」の指定
を受けることもできた１年でした。
今年は、昨年後半からの景気の悪化状態が継続したまま新年を迎えましたが、更
に悪化が懸念されるこの不況に対して負けないよう計画し、行動して行きたいと考
えております。
事業本部 取締役

粕谷 滋

新年明けましておめでとうございます。
皆様が健康で実り多い年となりますよう心より祈念申し上げます。
世界経済の同時不況の様相が強まる中、内外経済を問わずグローバル・レベルで景
気が急速に悪化していることが確実となっています。
そのような環境下、私共としても事業環境の変化に即応した経営を確実に実行して
いかなければなりません。
一つは、直接・間接を含めた「現場力」に一層磨きを掛けること。情報技術等の
進歩と生活スタイルの変化、経済や環境問題が深刻化する中、自らを鍛え、変えて
いかなければなりません。もう一つは、やる気・挑戦意欲を高めること。設備投資
や機械化以上に仕事に対する「やる気・挑戦意欲」を高めた方が何倍も効率的です。
これまでと同様に、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し実行します。
笑う門には福が来る。今年も笑顔で新年を迎えましょう。
常務取締役 本間

修

昨今の世界同時不況の中で我々若手の班長に求められる事は何だろうか。我々は
それを「自部門に与えられた目標を達成するために、マネージメントサイクルを実
施できる人材」と考える。即ち、チームワークとリーダーシップを体現し、部下を
教育訓練しチームで付加価値を稼ぎ、目標を達成する事がその役割である。そのた
めには、部下の稼働率のバラツキを無くし平均値を高めるため、スキルアップや多
能工化を促進させ生産性を向上する事が必要である。これらの事を推し進め「弊社
が絶対的に必要な会社」とお客様に思われる会社を目指したい。
製造部第一課 班長 遊作 準
製造部第一課 班長 濟藤 政貴
製造部第三課 班長 海上 慎一郎

新年あけましておめでとうございます。
経理及び総務を担当している宇佐美です。入社してから今年で20年になります。私
は学生の頃から将来は経理の仕事に就きたいと考えておりました。我が社は小さな
会社ですが、データベース等のITを駆使して業務の効率化に努めており、経理総務
部門も私とパート社員の二人で業務を行っています。業務全般を扱う事ができる為、
私にとってはとても楽しくこの仕事にやりがいを感じています。また社員が皆、常
に前向きで、また皆とても仲がよく、私はこの社風がとても気に入っています。こ
れからもこの職場で頑張っていきたいと思います。
経営管理部課長 宇佐美千須枝

−４−

2009年、年明けより、当社は新規事業を立ち上げます。
以前のグループ発表会（5月の経営計画）で発表させて頂いた、プレス機と金型と
の融合でバリゼロの新システムです。プリント基板を打ち抜く金型の従来の問題点で
あった、バリの問題を解決する事が目的です。
以前からシェービング金型によるバリの解決方法はありましたが、2型必要になり
プレスも2回打たなければならないというコストのかかるものでした。
しかし、この新システムで加工をすれば、1つの金型で、1回の打ち抜きでシェービ
ングに負けない仕上がりになります。
興味のある方は大川まで連絡を下さい。
取締役 三島事業所所長 大川 博幸

新年おめでとうございます。
世界的不況のなかでどう生き延びて、どう発展していくか それが 最大のテーマに
なります。我がトライタームは新年をむかえ 難題ではありますがあきらめることな
く向かっていくことになります。
そんななか、我々トライターム製造部の夢は、もう一度 仕事に追われる充実感と達
成感と喜びを全員が感じて、笑顔が自然にあふれる現場を作ることです。
そうなるよう全員努力していきます。
それでは ｸﾞﾙｰﾌﾟの皆さん今年も一年間 一緒にがんばりましょう！！
トライタームもがんばります！！
製造部部長

坪山 啓二

新年、明けましておめでとうございます。
私達は『常に進化し続ける会社』を目指しています。絶えず新しいことにチャレン
ジし、人を育てる仕組み作りを心掛けています。昨年より生産革新活動をスタート
しました。現状を根底から考え直し、『ゼロからの発想』を積極的に取り入れてい
ます。５Ｓから始まり、今年はＶＭボードの充実を図りたいと思っています。この
活動を通して、昨今の不況を乗り越えます。
ものづくり管理社 執行役員

寺田 豊

新年あけましておめでとうございます。
ここ最近、非正規社員の契約打ち切りなど、派遣業界を取り巻く状況が厳しさを増
すなか、今年は、派遣先にとってなくてはならない人材を育成したいと思っています。
幸いにして、昨年後半に有料職業紹介事業の認可を得ましたので、派遣に捉われる
ことなく、あわよくばこのような人材を職業紹介に結びつけ、当社の役割を担いなが
ら、スタッフともども明るく活気に満ちた事業を展開したいと願っております。
取締役

羽生営業所長

−５−

渋谷 隆夫

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
昨年は、さまざまな変動、特にグローバルな大変動が起きた時代でした。弊社では、
このような時期こそピンチをチャンスに変える発想で、他社に先駆け、大きな飛躍
とともに確固たる地位を築き上げる絶好の機会ととらえ、今年、邁進していきたい
と考えております。年頭にあたり、皆様がたの事業のより一層のご繁栄をお祈りす
るとともに、本年も弊社をよろしくお願い申し上げます。
代表取締役社長

山田 元昭

新年明けましておめでとう御座います。
昨年来、アメリカを震源としたワールドワイドな経済不況 が押し寄せてますが、
弊社では、”景気が悪いから”を封じ、これをチャンスとしてとらえ、１年先、２年先
の飛躍の礎となる種を育てる年とし、行動いたします。
代表取締役社長

川杉 一夫

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

あけましておめでとうございます。
無事に新年を迎えることが出来たのも、皆様の支えがあるからだと感じております。
厳しい経済状況となり経営環境も悪化しておりますが、当社と致しましても社員一丸
となって今まで以上の努力と熱意を持って事業に励み、この逆風を乗り越えてゆきた
いと考えております。
今後とも倍旧のお引き立てをお願い申し上げます。
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。
旧年中はひとかたならぬお世話になり、誠にありがとうございました。
昨年は保険業界におきましてもアメリカの巨大な保険会社が破綻に追い込まれると
いう、とんでもない事態が起き、国内保険業界も震撼させられた年で有りました。
しかしながら、当社におきましては、分社グループの皆様のおかげをもちまして、
さほど大きな影響も無く新年を迎えることができました。
これを機に今年は益々厳しさを増すことになる状況ですが、より一層営業と事務処
理能力向上に努力して行く所存ですので、今年もご支援ご鞭撻の程宜しくお願い申
し上げます。
代表取締役社長 永井 憲雄

新年明けましておめでとうございます。
昨年は、弊社創業以来の念願であった新工場設立という事業を成し遂げました。
これもひとえにグループ各社のご支援、ご協力の賜物と感謝しております。
しかしながら世界的な景気低迷で弊社も受注活動に苦戦しておりますが、今年は原点
に返ったつもりで、お客様を第一に考え受注の確保に努め、節目の年に恥じないよう
業績を残したいと思います。本年もサテリットをよろしくおねがいいたします。
取締役 山崎 重人

−６−

