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(講演会＆懇親会)

小名木先生

の大金電子工
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「それは感謝
分 社 グ ルー プ
業㈱本間社長
する心」
より報告がな
社長会開催
と云われまし
されました。
た。
全体の連絡事
昨年は高倉
平 成 年 月 日 、項 等 終 了 後 、 グ ル ー
健や菅原文太
木( コ) ートヤード・マ プ 顧 問 の 田 中 弁 護 士
リオット銀座東武ホ より営業秘密の取扱
と相次いで逝
テ ル に お い て 社 長 会 、い に つ い て 勉 強 会 が
ってしまいま
吉生会 講(演会 懇
した。世間並
･ 親会 行 わ れ ま し た 。 実 際
が開催されました。 に 起 こ っ た 法 律 事 例
)
新年明けまして
員全員が認識しているか みに楽しませていただい
を交え経済産業省発
おめでとうございます。 どうかとても重要なこと た感謝と思い出を共有さ
〔社長会〕
表の管理指針概要を
篠﨑会長の挨拶に
であると思います。
れたい方がいらしたら、
今年はアベノミクスの
もとに具体的な管理
続き事務局より、上
高倉健が時々来ていた五
法と対策をご説明い
効果が中小企業にも及び、 この正月は何年振りか
期決算、下期修正計
反田の珈琲屋にご案内し
ただきました。
本格的な日本の景気回復 で元旦に明治神宮に昇殿
画、各社借入金明細
ます。
の年になることを期待し 参拝をしました。神様に
などの報告がなされ
各社の皆さんと呼吸を
ています。
お願いすることは沢山あ
た後、 月に開催さ
合わせて本年を良い年に
昨年から続く世界の様 ります。しかし人生も経
れた「品質管理 環
･境
なるようにしましょう。
部会」について座長
々な出来事は、政治経済 営も神頼みだけでは立ち
を初め多岐にわたり複雑 行きません。努力や辛抱、
〔講演会〕
題し、日本人が元来
になっています。そうし 創意工夫、情熱と冷静、
吉生会・講演会は 持っている心の豊か
た混沌とした状況の中で 純粋、辛辣、ユーモアな
国史研究会会長／主 さや日本の素晴らし
も自社の目標と使命を社 ど、具えなければならな
筆の小名木善行先生 さについて改めて気
いこと多であり、うかう
をお迎えして『君が 付かされるご講演を
かと時を過ごす閑はあり
代と日本的経営』と いただきました。
ません。この一年、横綱
〔懇親会〕
白鵬のようにしっかりと
講演会に引き続き
褌をしめて取りかかろう
行われた懇親会・忘
と思います。
年会は、にこやかな
ところで、宮司さん曰
談笑の場となり、ア
く、「人として最も大切
トラクションもあり
盛り上がりました。
なものは？」
酒井代表

吉生会開催
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グループ顧問
田中弁護士
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今年は、グループ各社の皆様から 『今年こそは！と思っていること』 または 『新年に挑戦したいこと』
をテーマにご寄稿いただきました。ご執筆ならびにお写真等、ご協力いただきまして誠にありがとうご
ざいました。皆さまの『今年こそは！』 が実現しますことを心よりお祈り申し上げます！！

新年明けまして
おめでとうございます。
ＮＳＴ経理の小澤です。
厳しい環境がつづく中、
当社も技術者・経営層
一丸となり業績アップ
に努めております。
本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます。
当社はソフト技術者の
集団であり全員が仕事
の内容と結果に誇りを
持って取り組んでいます。
が、会社全体の業績がなかなか伸ばせないことが悩
みのタネです。社内外の諸事情はあれども会社がひ
とつの方針・方向を持ち、それが全員に示され全員
で共有できていれば、十人十色の人間が集まる会社
とはいえ結果向上に繋がるのではないかと常日頃思
うのですが･･･。今年は少し、数字だけを見て神経
質になりすぎず、各自が異なるポジションとメンタ
ルで仕事していることを素直に受け止める余裕のあ
る精神構造を持ち、健全なる精神は健全なる身体に
宿るごとく健康にも更に気をつけていきたいと思い
ます。
株式会社ニューシステムズテクノロジー
財務経理部 部長 小澤冬人
新年明けましておめでとうございます。
私の「今年こそは！と思っていること」は、
『リフレッシュ』です。

新年あけまして
おめでとうございます。
日本には神社やお寺など
神仏を祀る所が、数千・
数万 有ると言われており
平岡八幡宮
ます。特に注目したのが、
自分の名前（呼び方含め）が付いた神社・お寺など
が有るらしいと話を聞き、調べた結果、京都右京区
郊外に『平岡八幡宮』と言う神社が有りました。

平岡八幡宮花天井

ご神体は弘法大師（空海）が
自ら描いた僧形八幡神像。本
殿には天井に４４面の花の絵
を描いた「花天井」が有名で、
境内は高雄もみじの参道と椿
が有名です。

探し出した時が丁度前厄だったので、お参りを計画
したのですが未だに行っておりません。
『今年こそは！！京都にお参りに行きたい』
と思っています。皆様もインターネット検索や図書
館での調査されてみては如何ですか。
フォレスト総合ケア株式会社
代表取締役 平岡敏雄

毎日試行錯誤の連続で、日々いろいろな意味で
刺激を受けております。私生活においても、今年は
娘が受験という事で、私も家族もかなりのプレッシ
入社して30年近くになりま
ャー＆ストレスを抱え過ごしております。以上の事
す。試作品製造の生産技術
から、今年はガス抜きが必要かと思い、「今年こそ
を担当しています。
は！リフレッシュ、出来れば南の島で」と考えてお
試作品は、多品種、少量、
ります。また、リフレッシュすることが出来れば、
短納期といった物がほとん
仕事に、家族サービスにと、心機一転、エネルギッ
どで、常に納期に追い立て
シュに活動できる一年になることと思います。
られているといった状況で
まだまだ厳しい社会情勢が続きそうですが、この新
す。また近年の設計、加工、
しい年が皆様にとって、より良き年になるよう願っ
素材技術の進歩により、得意先の要求品質は、一昔
ております。
前の物とは比べ物にならない位に進化しており、
株式会社サテリット
技術部係長 横山俊一
－２－
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（平成26年度 新入社員の皆さん） 左から2番目が高橋さん

新年あけましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。
私は、昨年、新入社員としてダイチューテクノロジ
ーズに入社し、現在、営業部にて営業事務の仕事を
しています。入社した当初は、初めての社会でわか
らないことが多く、話を聞くことで精一杯でしたが、
今では、周りの先輩方に支えられ、少しずつですが
仕事に慣れ、遣り甲斐を見出せてきました。
今年からは新入社員ではなくなり、二年目に入りま
す。今までは新入社員だからと許されていたところ
がありましたが、いつまでもその環境に甘えるので
はなく、自分から積極的に仕事を進めて行けるよう
になりたいと思っています。そのために必要なこと
は、経験豊かな先輩の話をよく聞き、また、先輩の
話に耳を傾けるだけでなく、その話から一つでも多
く学びとることができるように心掛けたいと思って
います。
最後になりますが、ご来社の際には、ぜひお声掛け
下さい。お手土産、お待ちしてま～す(^_^)ﾆｺﾆｺ
株式会社ダイチューテクノロジーズ
営業部 高橋香織
新年あけまして
おめでとうございます。
私は５年前に入社して以来、
企画の業務に携わっておりま
す。商品についてのアイディ
ア等を考える機会が多いので
すが、仕事中だけでなくプラ
イベートのふとした瞬間にこ
そ、何かを思いつくきっかけ
があると感じています。特に
環境の変化は大きな刺激にな
るので、新年には様々な場所
に足を運び、刺激を受けたい
と思います。中でも、以前か
ら念願だった京都への一人旅を実現させたいです。
日常と違った環境で、どんな体験をし、どんな発見
をするのか？今からとても楽しみです。私にとって
2015年は20代最後の年でもありますので、思い出に
残る一年になれば幸いです。

今回は「今年こそは！と思っていること・新年に挑
戦したいこと」ということで、私の趣味であるロー
ドバイクについて書かせていただきます。
私がロードバイクを始めてちょうど１年程経ちまし
た。季節で変わっていく景色を楽しみながら私は走
っています。しかし、私は山道や坂道は克服できず
にいます。なので、今年こそは克服するための体力
をつけ、積極的に不得意の山道や坂道を走りたいと
思います。また、プライベートだけでなく仕事でも
不得意な作業や新しい作業を積極的に取り組みます。
最後になりましたが、新春にあたり皆様のご健勝と
ご多幸を心からお祈り申し上げます。
株式会社マグトロニクス
製造部 杉崎 央幸

新年明けまして
おめでとうございます。
私は、株式会社大昌電子
栃木工場の環境管理部に
所属しております。主な
業務はＩＳＯ14001の維
持管理、顧客からの環境
管理物質に関する調査回答などがあります。
ＩＳＯ14001については2015年度版へ改訂となるた
め、スムーズに移行できるよう、標準文書の見直し
を確実に行っていきたいです。また顧客からの環境
管理物質に関する要求も年々厳しくなってきている
ので、資料のデータ化を推進し業務の効率アップを
図ります。
私事ですが、４歳と２歳になる娘と毎日にぎやかな
日々を過ごしております。
今年こそはマイホーム購入を実現できるよう、日々
の業務に励んでいきたいと思います。本年もどうぞ
よろしくお願い致します。

株式会社富士コスモサイエンス
生産部商品企画課 加茂真理恵
－３－

株式会社大昌電子 栃木工場
環境管理部 環境管理課 根岸 淳
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一番左が小森さん

あけましておめでとうございます。
弊社は栃木県宇都宮市にありますが、宇都宮には大
谷石なるすばらしい石があります。その大谷石の採
掘場（跡）は、地下30mに広がる幻想的な空間、地
下神殿などとも呼ばれ、テレビドラマや映画、アー
ティストのプロモーション撮影などにもよく使われ
ています。近くにお越し
の際には是非、お立ち寄
り下さい。
さて、今年こそは！
景気が上向いている話を
メディアで耳にしますが、
一部の大企業に留まる話
で我々には実感が無いのが実情ですね。政治なんと
かして!?と叫びたいところですが、個人の努力なく
して好景気は訪れないと思います。１年後に景気の
上向きを実感出来る様、社員一丸となり邁進して行
きます。 *目標 「受注拡大、品質向上」
今年もよろしくお願いします。
富士精密株式会社
第一製造部 小森賢治
新年明けまして
おめでとうございます。

新年あけましておめでとうございます。
都心から電車で２時間、私の住んでいる栃木県足利
市は日本最古の学校、史跡足利学校が有名です。
市では学校教育に孔子の教えである論語を活用し、
市教委が抜粋した論語抄は、駅のお土産コーナーで
も販売され、百円で購入出来ます。
今年のチャレンジは楽しみながら論語の素読に挑戦
する事です。実業家として有名な渋沢栄一も、明治
初期、『論語』を取り上げ、倫理と利益の両方を学
んだそうです。物事をプラスに転換できる好転思考
を養い、ストレスの宵越しをしないよう毎日５分の
素読を実践したいと思っています。
分社グループ皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上
げます。
株式会社幸大ハイテック
第２営業部 部長代理 増山義則

新年あけまして
おめでとうございます。

私どもの会社は、人材派遣
わたくしは、現在の仕事に
業を事業として行っていま
就き早２年が経ちました。
す。景気影響を受け逆風の
それまでは大陽工業（プリ
中でもスタッフ一同、力を
ント）に３０数余年お世話
合わせ笑顔で頑張っていま
になり、昨年１２月に出向から正式にセブンヒルズ
す。今年は、ネットワーク
㈱の一員として従事しております。
を拡充させ人材確保に努め、
手前味噌になりますが、当初は右も左も分からず失
「お客様のご要望に必ずや
敗の繰り返しでしたが、ようやっと他の方の足を引
答える」事を信念とし務めて行きたいと思います。 っ張らずに作業出来る様になったのかなと思う今日
今年こそ、スタッフと共に、心から喜べる笑顔溢れ この頃です。わたくしも、まだまだ新米ですので大
る年になる事を願っております。
層な事は言えませんが、今年は一つの作業に対し自
私個人としましては、今年で、生まれて半世紀が経 分なりに一手間を加えた作業をして行く様に心掛け
ちました。これを節目に新たなスタートとして英会 て行きたいと思っております。それは当たり前かも
話に挑戦し、2020年東京オリンピック開催頃には、 知れませんが、次の作業を考え効率良くするためで
訪日した外国の方々と簡単な会話が出来るようにな もありますし、それによって他の皆さんが気持良く
りたいと思います。
仕事が出来ればと思うからであります。
最後に皆様にとって良い年になりますようお祈り申 又、今年一年良い年で過ごせる様頑張りたいと思い
し上げます。
ます。
株式会社コダビット
セブンヒルズ株式会社
請負サービス部 課長 田口和幸
増田雄三
－４－
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新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

さて、私はここ数年来、月イチペースで魚市場に通
っています。お目当てはマグロです。
最初は「マグロの刺身が食べたい。」と単純に思っ
ただけでした。
通ってみると刺身だ
けでも、トロ、赤身、
頭肉、中落ち、血合
いなどの種類があり、
その他、目玉、あご
肉、かま、テールな
ど様々な部位も販売
しており、驚きまし
た。中でも「かま」
が安くてうまいのでお気に入りになりました。
今では、みんなが普通に食べられるように調理でき
ますが、初めてのときはそのまま焼いてしまい、火
が通っていないやら、生臭いやらでとても食えたも
のではありませんでした。
何でもそうだと思いますが、苦労して体得すると
もうちょっと難しいこともやってみたいと思えてき
ます。次なる目標は｛魚を三枚に下ろす｝ことです。

昨年は当社が属している電子業界はあまり良い年で
はなかったかと思います。大手の売却や倒産などが
続いており、大変な年だったと感じています。その
中でも暗い話ばかりではなく明るい話も出てきてい
ますので、その情報を漏らさないようにアンテナを
高く、志を高く持って行動し
て行きたいと思っています。
さて、個人的には日本にあ
る世界遺産（18箇所）に興
味があり、少しでも多く見
てみたいと思っています。
昨年は２箇所行きましたの
で、今年は頂上へは登った
ことのない富士山に登って
みたいと思っています。
今年も色々と大変な状況が
続くとは思いますが、明るく元気に行動していきた
いと思います。本年も宜しくお願い申し上げます。
大陽工業株式会社 プリント回路カンパニー
副カンパニー長 丸尾謙一

本年もご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致しま
す。
株式会社ウィーゴ
代表取締役 齊藤浩一

左から2番目が鶴谷さん

新年明けまして
おめでとうございます。
当社は設立以来一貫して
“モノづくり”を通して
社会に貢献することを基
本理念として活動してい
ますが、昨今のモノづくりでは、単に品質、価格、
納期面で競争力が有る事のみならず、環境負荷の低
減や差別化による他社には無いサービスの提供等、
独自の“付加価値”をどの様にお客様に提供できる
かが求められる時代になっていると考えます。
それらニーズの変化に対応していく為には、時代の
潮流に乗り遅れる事が無く、潮流の先端に位置する
会社である事が重要と考えます。
今年は、会社の品質保証システム構築の推進と更な
るブラッシュアップを図り、それらに携わる人材育
成強化の推進によって、会
社全体のレベルアップを図
る事を“今年成し遂げたい
ことの一つ”として業務に
取組みたいと考えておりま
す。

新年明けましておめでとうございます。
インテグラン営業の鶴谷です。
昨年は私にとって、大きな節目となりました。
28年間勤務した会社を離れ、縁あってインテグラン
の一員となることができました。新しい環境に少し
不安を抱きつつ入社しましたが職場のメンバーに暖
かく迎えられ、今では何年も在籍しているような顔
(^o^)/をさせて頂いています。
さて、お題の「今年こそは！」ですが、個人として
は永遠のテーマになりつつある「ダイエット」、長
期増加傾向からの反転を必達します。ビジネスでは、
営業メンバーが「商談」に注力できる環境づくりと
販売増、そして装置Gr.内改善活動の加速です。
会社をもっと良くしたいという一人一人の思いを具
現化し、飛躍する2015年にして行きます。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

大金電子工業株式会社
※スーパーカーミーティング
会場見学
品質保証部 部長 大類嘉嗣
－５－

インテグラン株式会社
電源・装置事業部装置Ｇｒ．営業部
部長 鶴谷 浩一
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新年明けましておめでとうございます。
以前からやってはいたのですが、最近ハマっている
のが競馬です。競馬には数多くのドラマがあります。
古くはラストラン有終の美オグリキャップ、奇跡の
復活トウカイテイオー、悲運の逃亡者サイレンスス
ズカ･･･。最近ではディープインパクト、オルフェ
ーブル･･･。 以前は購入したレースしかテレビで見
たりしなかったのですが、最近では買っていないレ
ースも見ています。
静岡県内には最近でこ
そ浜松にWINSが出来
ましたが競馬関連の施
設が少ないような気が
します。
”富士あたりに競馬場
出来ないかな･･･”

一番右が山田社長

新年あけましておめでとうございます。

昨今はパイロット不足が謳われ、操縦士養成事業は
活況を呈しています。弊社は平成25年にヘリ業界大
手2社の新人操縦士養成の指定校となり、ますます
今年一年、健康に仕事
養成事業に注力しているところです。パイロット不
に、競馬収支をプラス
足がなぜ起こったのか、簡単に書くとバブル崩壊後
に頑張れるように精進
の長びく不況により新人養成に費用を割けなかった
したいと思います。
からです。ヘリ業界も昔主流だった農薬散布がなく
本年もよろしくお願い
なり一時は縮小しました。しかし震災等による防災
いたします。
ヘリの導入や欧米にならったドクターヘリの導入等
を経て徐々に機数が復活し、長らく新人を養成して
写真：2012年の天皇賞（秋）のレー
丸忠デジタル株式会社
こなかったツケを払わされているのが今の現状です。 ス後、優勝したデムーロ騎手が本来
経営管理部 原 誉通
下馬してはいけないターフ（芝）に
今日に至るまで多くのヘリ会社が廃業に追い込まれ
下り、天皇、皇后両陛下に最敬礼し
ているシーン。
たり、淘汰がありました。私は、整備部門にまで長
けた深い技術的知識と経験、安全に最大限配慮した
運航部門の知識、時には相反するような営業力、そ
れらが正三角形でバランスを取ることが必要だと感
じています。
明けまして
今年は今の日本で我々にしかできないことをやって
おめでとうございます。
いく予定です。社員の気持ちを一つにまとめ、力を
合わせて実現していきます。ご期待ください。
私が今年こそはと思っ
ていることは、１年間
日本フライトセーフティ株式会社
お世話になった方々に
代表取締役社長 山田元昭
感謝の気持ちを伝える
ことです。私は現在、
㈱トライタームの技術
新年明けましておめでとうございます。
部に在籍し、家では妻
お陰様で分社新聞は本号で42号となりました。毎号巻頭言
と3人の子供がいます。
を執筆してくださる経営委員の皆さま、事業計画等を発表
こういった自分を取り
してくださる各社社長様、そして、原稿を寄稿してくださ
巻く全ての環境は自分一人では成し得ないこと、自
るグループ各社の皆さま、本当にありがとうございます。
分の家族や親戚、友人や会社の方々によって支えら
気楽に読む側だった自分がいきなり作る側に回された日の
れて実現していることに感謝し、また新たに一年を
衝撃から早数年‥。発行日に追われつつも毎回楽しみに編
迎えようと思います。特に両親には、今まで親孝行
集させて頂いているのがこの新年号です。皆さまからお寄
の一つもしたことがないので、年末には少し豪華な
せいただく原稿とお写真には毎年心をなごまされ、驚かさ
れ、普段なかなかお目に掛かれない方々とも間接的にお会
お酒をもって、感謝の気持ちを伝えられればと思い
いできるような気がしてとてもうれしくなるからです。
ます。今年は新案件もスタートし、スキルアップが
今年こそは！楽しさを追い風に発行していけたらいいなと
要求される時期です。日進月歩のスキル向上を目標
思っています。
にまた１年頑張っていきたいと思います。
本年も皆さまの変わらぬご支援とご協力の程、
何卒よろしくお願い申し上げます。
分社理念研究所

事務局

株式会社トライターム
技術部設計課 金子 宙

青木美咲

－６－

