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健一郎先生 元(国税庁長
官 を)お迎えし『アジア
から見た日本経済』と
題し近隣アジアと日本
との関係を実体験を交
えながらやさしく解説
して頂きました。引き
続き行われた懇親会で
は㈱富士コスモサイエ
ンス佐藤社長から宇宙
食アイスのサプライズ
プレゼントがあり場内
は歓喜に包まれました。

ました。 余年に渡る
長い歴史を支えて来た
佐藤社長 富(士コスモ )
と平岡社長 フ(ォレスト
に)酒井代表から感謝の
言葉が述べられました。

－１－
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新年を迎えて
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吉生会

社長会開催

その戸塚先生が残した言
葉があります。
「何事にも不可能はない
というくらいの元気をも 〔講演会＆懇親会〕
講演会はベトナ
って色々なことにチャレ
ム簿記普及推進協
ンジしてください。閉塞
議会理事長の大武
状態にある日本や世界を
明るくするように頑張っ
明けましておめでとう 「混沌の闇中に東雲を感 てください。」
ございます。
じるよ！」とぽつり言わ
今年、私たちはこの言
本年もよろしくお願い れました。
葉に倣いたいと思います。
いたします。
昨年は親しい方に亡く
「今年はどんな一年にな なられ、会社の業績も計
るのでしょう？」とある 画を下回るなど思わしく
方に尋ねたところ、
ない歳でしたので、「東
「そんなことわかるわけ 雲を感じる」には期待を
無いだろう！」とあっさ したいと思いました。
〔社長会〕
スモサイエンス並びに
り言われてしまいました。 昨年日本はノーベル賞
平成 年 月 日 ( フォレスト総合ケア㈱
「そりゃそうですよね！」 を２人が受賞しました。
木 コ)ートヤード・マリ の合併が発表されまし
と言ったのでは失礼なく 本当なら３名受賞するは
オット銀座東武ホテル た。富士コスモサイエ
らいの方なので、
ずだったのです。医学生
において社長会が開催 ンスは博物館内のミュ
されました。
ージアムショップ等で
「でも何か感触くらいは 理学賞の大村智先生、ノ
篠﨑会長の挨拶に続 販売されている自然科
お持ちでしょ！？」と畳 ーベル物理学賞の梶田隆
き事務局より、上期決 学系知育教材やグッズ
み掛けたところ、
章東大教授、そして梶田
算、下期修正計画、
の開発、輸入、卸販売
先生の指導教授の戸塚洋
月度月次業績推移、各 など業界屈指の独創性
二先生です。ところが、
社借入金残高などの報 と商品力で永年に渡り
戸塚先生は２００８年に
告がなされ、助成金・ 愛され続け、グループ
ガンのため 歳で亡くな
補助金の活用について の保険総代理店である
ってしまったのです。本
各社間で意見交換がな フォレスト総合ケア㈱
来ならともに受賞し、日
さ
れました。
は皆さまのくらしの安
本から３人の受賞のはず
続いて酒井代表より、 心と安全をサポートす
でした。
大陽工業㈱と㈱富士コ るため日夜励んで参り
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今年は、グループ各社の皆様から 『私の人生で感動したこと』 『１ヶ月の自由時間があれば何を
しますか』 『宝くじで３億円当たったら…』 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。

写真：社内懇親会の様子
（右側一番手前が今さん）

私の人生で感動した
こと
新年あけましておめ
でとうございます。
人生で感動したこと
は数え切れないほど
ありますが、皆さん
もテレビを見て一度
は試してみた事があ
るスプーン曲げが出来たことに感動したことがあり
ました。簡単に曲げられた訳ではありません。テレ
ビでスプーン曲げを見るたびに、何度も試してみた
事はありましたが、硬いスプーンは曲がらなかった
のです。意識改革の道場に行く機会があり、何故か
受講の終わりに参加者全員でスプーン曲げに、曲が
ると信じて挑戦したのですが断念。多くの方が曲げ
られたのには驚きました。その晩に自宅で精神集中
し再挑戦、何と念願のスプーン曲げができたのです。
皆さんもスプーンは硬く曲がらない物という固定観
念があると思いますが、あきらめず信じれば曲がる
かも知れません。
今年も良い年になると信じれば、頑張った分成長し、
良い年になりますから。
大陽工業株式会社 FS装置カンパニー
生産部 チーフマネージャー 中嶌勝巳

私の人生で感動したこと

新年明けましておめでとうございます。
丸忠デジタル㈱営業部 今 秀雄です。
今年も皆様にとって最高な一年になりますように!!
（ジップ）
私の人生で感動したこと、それは丸忠デジタルとい
う会社、素晴らしい職場の人達に巡り合えた事です。
自分と10歳も20歳も年が離れているのにも関わらず、
まるで我が子のように接してくれ、とても嬉しく思
っています。そんな職場の人達が大好きです。
まだまだ分からない事、学ばないといけない事がた
くさんあるので、精一杯努力し、頑張っていきたい
と思います。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
丸忠デジタル株式会社 営業部 今 秀雄

けられないでいるためです。
新年あけましておめ
でとうございます。
整理整頓は、当社が数年前から力を注いでいる「５Ｓ
私は、「１ヶ月の自
・ＶＭ」活動の基本になっています。また、当社の十
由時間があれば何を
訓として「出来るとまず言え」運動があり、その趣旨
しますか」をテーマ
は「明るく、楽しく、元気に仕事をし、お客様満足度
に考えてみました。
アップそして社員のやりがいと生活の向上につながる
家族サービス、旅行、 」と考えています。まさに生活の向上につなげる一貫
と色々思い浮かびま
として、１ヶ月の自由時間があればと言わず、「まず
したが、極力お金を
やる」と決め、私個人のテーマとして実行に移してい
かけない、一人で出来る事を条件に考えた結果、「自 きたいと思います。
宅の庭や物置きの整理整頓」がまずやりたい事でした。 本年は、「５Ｓ・ＶＭ」活動、そして「出来るとまず
私の自宅は、群馬県館林市近郊の静かな農村地帯にあ 言え」運動を活発に取り組み生産性の改善、受注拡大
り、先祖代々そこで米、イチゴ、蚕の繭などを兼業栽 に努めてまいります。
本年もよろしくお願い致します。
培し生活をしておりました。現在は、当時の農器具が
物置きにそのまま残っていたり、庭には竹や木々がま
株式会社幸大ハイテック
とまりなく大きく成長していたりと、なかなか手がつ
生産本部
執行役員 小松原 修
－２－
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私の人生で感動したこと
新年明けましておめでとうございます。
私は昨年より趣味で合気道をしています。日頃の運
動不足の解消とかっこいいという安易な理由が始ま
りでしたが、職業も国も様々な方々と接し、充実し
た時間となっています。
合気道では基本的に試合はなく型の発表会がありま
す。昨年初めて参加し無事なんとか終えることがで
きましたが、会に向けて自主的に練習・準備をし、
久しぶりに学生の時のような仕事とは違う緊張感を
味わいました。終了後は達成感と共にきちんとでき
た自分にちょっとした感動を覚えました。
本年は入社2年目ということで、仕事も合気道も余
裕をもちつつ、より成長したいと思っております。
株式会社ニューシステムズテクノロジー
総務部 石井めぐみ
新年あけまして
おめでとうございます。
昨年７月、明治日本の
産業革命遺産が世界遺
産に登録され、日本の
世界遺産は１８になり
ました。せめて、日本
にある世界遺産だけで
も全て見てみたいと思
うのは、私だけでしょ
うか？ さて、世界には1,031の世界遺産があります。
世界遺産とは、世界遺産条約に基づいて作成され
「世界遺産一覧表」に記載される物件のことで、建
造物や遺跡などの「文化遺産」、自然地域などの
「自然遺産」、文化と自然の両方の要素を兼ね備え
た「複合遺産」の３種類があります。自然の生み出
す造形と人類の英知が生み出す文化は、その一つひ
とつが私を魅了して止みません。
「１カ月の自由時間が…」「宝くじ３億円当たった
ら…」一つでも多くの世界遺産に触れてみたいと思
います。２つのテーマを選んだ私は欲張りですが、
新年早々から夢のような幸福に浸っています。ただ
し、１ヶ月後に自分の帰る場所があるかどうかは、
考慮に入れないこととしました。
日本フライトセーフティ株式会社
運航部 村松秀明

明けましておめでとうございます。
インテグラン岩手工場長の渕野です。
昨年7月に岩手へ帰ってくるまで、17年間アメリカ
のVICOR社で生管技術に従事しておりました。
当初、日本的な教育指導をVICORで試したのですが、
作業者は日々入れ替わり、リーダーやスペシャリス
トを育て上げることができず、人種の坩堝であるア
メリカでは成功しませんでした。
対して、徹底的に作業を単純化し、間違いが起きな
いように工夫し、誰にでも作業ができるようにした
結果、品質が向上しました。驚きと感動でした。マ
ネージメントはシステム造りということ身を以って
学びました。
岩手工場においても成果を出すべく尽力いたします。
ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。
インテグラン株式会社
岩手工場長 渕野正裕

私の人生で
感動したこと

私は学生時代に
本州一周一人旅
をしたことがあ
ります。車でた
だひたすら海岸
線を走るという
（写真中央：若林さん）
ものでした。
地図を片手に漁港や観光名所、公園などに立ち寄り、
各地で出会った自然の美しさは今でも心に残ってい
ます。茨城の大洗から、陸中海岸、大間、竜飛、男
鹿、能登、鳥取砂丘と回り10日が過ぎたころ、一人
のさびしさを覚えました。下関、原爆ドーム、瀬戸、
紀伊はそれでもなんとか走破しましたが、そこから
は寂しさのために挫折。自宅のある宇都宮に直行し
ました。この旅での一番の感動は自宅近くまで帰っ
てきたときに会った友人の顔を見たときです。人は
一人では生きていけないと痛感しました。同じよう
に会社も一人では何もできません。皆で協力し目標
を達成していきたいと思います。

－３－

富士精密株式会社
営業部 係長 若林倫之

2016年（平成28年）1月15日
謹んで年始のご挨拶を
申し上げます。
私は、入社後、技術部
の配属となり設計・開
発を行いました。
当時は設計期間の遅延
や不具合を発生させ、
ユーザー先で作業を行
うことも多々ありまし
た。短期間で解決でき
る内容もありましたが、
数ヶ月に渡り客先での
作業と、問題の解決や
客先説明でかなりのプレッシャーもあり、心身共に疲
れきった状態で作業を行っていたこともありました。
あるプロジェクトでユーザー先での作業が数ヶ月に渡
った際、業務報告のメールに対し上司から返信を頂き
ました。
“まだ困難な面も有りましょうが、希望の光も見え、
最後の一踏ん張りです、頑張ってください。”
と短文ではありましたが、返信を頂きました。
ユーザー説明を控え、状況に切迫していたこともあり、
感動し、安堵感を得たことと、長期で作業していたプ
ロジェクトメンバーとの結束も高まり、翌日からの対
応とユーザー説明に奮起できました。
些細な言葉かも知れませんが、置かれている状況によ
り、心に響く言葉もあると感じました。
私自身、昨年の９月よりコダビットへ転籍となり、今
迄以上にコミュニケーションが大切だと感じています。
ワーク・ライフ・ハピネスを今年のスローガンに、人
材ソリューション事業の拡大に邁進して行きます。

株式会社コダビット 齋藤幸男
私の人生で感動したこ
と
新年明けましておめで
とうございます。
去年の夏に社内研修で
大阪に三か月勤務して
いました。その際に休
日の時間を使い、京都
の伏見稲荷大社に足を
運びました。そこで
千本鳥居という名でありながら、一万基以上もあり
そうな鳥居の中から母校、國學院高等学校が奉納し
た鳥居を見つけて、驚きと感動を覚えました。奉納
しているとは知らずに観光していたので見つけたと
きは、つい足をとめてしまうほどでした。何本もの
鳥居が隙間なく連なっている姿は込み上げてくるも
のがあるので、京都に観光する際は是非、訪れるこ
とをおすすめします。
最後になりましたが、本年がより佳き年になるよう
心より祈念いたします。

一番の感動は、身近な自然に感動できることでしょ
う。澄み渡った青空、鮮やかな新緑や紅色の花、水
色の冬のオリオン座など目に映る自然や物に「ああ
美しい、楽しい」と言えること。毎日感動を感じら
れることの気づきが一番の感動です。
自然も素敵です
が、ものつくり
の感動がありま
す。中学時代の
自作自転車でし
ょう。自身の原
点をそこに感じ
ます。
放課後毎日通っ
たサイクルショ
ップ『ナカノサイクル』で、勝手に自転車の部品を
いじっていました。石丸自転車の流れるウインカー、
フレームセンター式のドライブシフトや、使いもし
ない15段変速にも憧れて、マルーン色のロードタイ
プを作り上げた。資金は覚えていない。でも出来上
がった時、そのピカピカな感動は忘れられない。特
にシマノ変速機に出会った時のそのコンパクトな美
しさは今でも覚えている。作り上げることの感激と
感動、達成感は心も体重も豊かにしますよね。加え
て感謝も忘れてはならない。
株式会社ダイチューテクノロジーズ
事業本部 経営企画 吉田裕之

私の人生で感動したこと
新年明けましておめでとう
ございます。
昨年9月に初孫が誕生しま
した。その日は棚卸しで、
流石に私も仙台まですぐに
会いに行けませんでした。
2,680ｇの初対面の女の子は、
思っていた以上にすご～く
小さく、そして力強く泣く
声に物凄い感動と命の尊さ
をおぼえました。「抱っこする？」と言われ恐る恐
る抱っこしました。物凄く軽く、そして『めんこく
て』涙が・・・。
離れて暮らしている分、会いたい気持ちが強くなる
のでしょうか？我が子が誕生した時は、こんなに感
動しただろうか？過去を振り返ってみても記憶が甦
らないくらい孫の誕生は大きな感動でした。（爺バ
カ！？）この子が大きくなり社会人になるまで元気
でいたい、それまでは大昌電子の更なる発展に貢献
できるよう努力を重ねてまいります。
本年も宜しくお願いいたします。

株式会社マグトロニクス
営業本部 新谷昂平
－４－

株式会社大昌電子 岩手工場
生産部 千葉民雄

2016年（平成28年）1月15日
あけましておめでと
うございます。
数年前ですが、東北
道上り羽生ＰＡに
「鬼平江戸処」がオ
ープンしました。
ここは池波正太郎著
「鬼平犯科帳」の世
界観を表現した店舗
施設です。主人公「長谷川平蔵宣以(のぶため)」は、
江戸時代後期に実在した旗本で、各地で打ち壊しが頻
発し、武装集団化した凶悪犯罪が増加していた時代に
活躍した「火付盗賊改方長官」です。悪党から「鬼の
平蔵・鬼平」と恐れられるほど、多くの犯罪者を次々
と検挙していきました。実は平蔵は若い頃、「本所の
銕」と呼ばれる暴れ者で裏の世界に精通していたため、
通常の捜査では得られない情報も収集でき、検挙率が
高かったようです。その反面、無宿や貧困ゆえ生きる
ために罪を犯す人間に手に職をつけさせて社会に復帰
させようと厚生施設「人足寄場」を設立しました。ま
た、誤認逮捕した際、「たとえ3～4日の拘留でも仕事
ができず、大変だろう」と自分の懐から日当分の金銭
を支払ったという逸話もあり、民衆から慕われていた
そうです。しかし、捜査・取り締りの手法や人足寄場
の運営資金を銭相場で増やすなどの行為を幕閣は面白
く思わず、通常、1～2年も勤め上げれば、町奉行など
に栄転が叶うところ、平蔵は8年間もその職にあり、
肉体的にも経済的にも過酷だったようです。
結果だけでなく、過程も重視されるなんて厳しすぎま
すよね？甘いですか？
今年もご指導ご鞭撻のほど、宜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
私の人生で感動したこと
昭和52年に大陽工業に入社し、
奇石博物館に派遣されている
時に、所有者が急逝し、博物
館を財団法人化する計画にな
りました。しかし、財団規制
の世論が強く、静岡県は不認
可の方針でした。
その頃、富士山４合目で発見したという魚化石の鑑
定依頼があり、道路工事で他から運ばれたものと回
答してから、私の解説コーナーを楽しみに毎週日曜
に来られる方がいました。静岡県の鱸教育委員長と
知り、財団法人化の希望を伝えていました。
再び酒井(陽太)館長と共に県庁に陳情中、委員長室に
呼ばれ、委員長の「奇石博物館は日本の宝だ」との
鶴の一声で担当者の態度が一変し、昭和55年に財団
法人化が実現しました。
来館者に心を込めて奇石の解説をしていた「おもて
なし」が運命を開いてくれたのです。

私の人生で感動したこと

昨年、私の父はガンの手術を
受ける事になりました。最初
の診察時に先生に言われた予
定は、手術までには幾つかの
検査を経て約一ケ月半程が必
要という事でした。高齢な事
もあり家族としては一日も早
く手術をして欲しかったので
すが、予約もいっぱいだった様です。更に、通院や
入院で休みを取る事になる為、私は悩みました。
しかし、その旨を上司に相談した所、休みを取る事
を快諾してくれたのです。
幾つかの検査が進んだ後、先生から予定変更が告げ
られました。結果的に手術は半月ほど早い日程にな
り、それは予約が詰まっている中、少しでも早く手
術が出来る様に病院側が努力してくれた結果でした。
その後無事手術は終わりましたが、私は当時の先生
や病院の対応と併せて、上司の言葉に深く感銘を受
けた事がとても印象に残っています。
今私は良い環境、上司、仲間達に支えられ幸せです。
自分も今後、部下やまわりの人達に幸せを感じても
らえる様に立ち振舞っていきたいと感じた出来事で
した。
株式会社トライターム
製造部 製造一課 担当 大野和芳
私の人生で感動したこと
新年明けましておめでと
うございます。
日頃より、保険加入等で
お世話になっており大変
感謝しております。
以前、テレビドラマで
『盲導犬クイールの一生』
を放送していました。
初めは何気無く見ていましたが、ちょうど我が家で
も犬を飼い始めた頃だったので次第に詳しく見るよ
うになりました。見れば見るほどに「滅私奉公」が
盲導犬として選ばれた犬の一生の仕事で、老いて引
退する頃には無理がたたり、歩くことも満足にでき
ない犬が多いと知りました。
また、テレビやインターネットなどを通じて日本各
地の盲導犬協会が子犬を育てるところから盲導犬の
資質のある犬を選び、教育するのに大変な努力をさ
れている事にも感動しました。
現在、ほぼ毎日、通勤時間帯の電車で盲導犬の姿を
目にします。どんなに混んでいてもご主人を誘導と
防御する姿勢にとても感動しています。
自分がもし盲導犬だったらできたのだろうか？と、
人間の煩悩を痛切に感じています。
今年も皆様のご健康を第一にお祈り申し上げます。

株式会社富士コスモサイエンス
代表取締役 佐藤龍治
－５－

フォレスト総合ケア株式会社
代表取締役 平岡敏雄

2016年（平成28年）1月15日
新年を迎え謹んで
お慶び申しあげます。
さて、私は今年６０
歳を迎え、仕事面や
健康面で節目の年に
なると考えておりま
す。その為、テーマ
出雲大社
は“自分の人生で感
動したこと”にしま
した。私は昭和４９年に島根県から上京し４２年目に
なりますが、大金電子も同年設立で４２年目を迎えま
す。また山形には縁もゆかりも無かったのですが、義
理の妹が偶然にも山形出身者ということで結び付きが
一気に深まりました。これは、私の出生地、出雲の神
様が導いた縁結びのおかげと感動しています。
出雲大社は、おかげ参りという神様から特別な利益
（おかげ）を授かり祈願をするのが習わしといわれ、
６０年に一度の遷宮や改修が行われており、再び神様
にご鎮座して頂くことで、始まりの時に立ち返るとい
うよみがえりにより更に力を増した神様にお参りする
ことで、原点を見つめ直し、生まれ変わる力や新しい
ご縁を授かることが出来るとあります。又次代宮司と
高円宮典子女王のご結婚という古代神話に繋がるご縁
がなされ、新たな始まりの警鐘に感動を覚えました。
本年も、出雲大社におかげ
参りをして、御利益並びに
グループ皆様のご多幸も併
せてお祈りして参りたいと
存じます。
皆様のご健康とご多幸を心
よりお祈り申し上げます。
芝増上寺

大金電子工業株式会社
営業部 部長 永井 勇

岩手日日新聞

インテグラン㈱岩手
工場の電子組み立て
技能士検定への取り
組みが岩手日日新聞
平( 成 年 月 日
付 に) 報 じ ら れ ま し
た。現在岩手工場で
は従業員の大半に当
たる 人が 、
級の資格を取得して
お り 製( 造 分 野 に 限
れ ば ほ ぼ １ ０ ０ ％ 、)
業務終了後、 級
技能士が性別や担当
部門等に拘らず受験
者の指導に携わるな
ど「互いに教え、教
わる」自主的な取り
組みが定着し全体を
後押ししていること
が紹介されました。
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新年あけまして
おめでとうございます。
去年は日本ラグビーが
大活躍していました。
女子サッカーの時も
そうでしたが、昨今の
日本では、これまで埋
まっていた何かが一気
に芽を吹き出す。努力
を続けるといつかは報
われる。そんな時代に
なりつつあるような気がします。
私も暇なときに腕立てを行いましたが、５月は１０
回もできなかったのに、半年には８０回になり、腕
も少し太くなりました。継続は力なりを少し実感し
ました。この調子で続けていきたいです。
さて今年のテーマ『１か月の自由時間があれば何を
しますか』ですが、大学の卒研期間中に１０キロ増
えてしまった体重を、落とすために、ダイエットを
しようと思っています。腹が出てきたので腹筋も加
えてみよう。
株式会社サテリット
製造部 関 康平

（イメージ）

私の人生で感動したこと

ウクレレの演奏を趣味としている私は、ウクレレ教
室の仲間たちとゴールデン鶴亀ホームでボランティ
ア演奏会を実行したことがあります。
ディサービスの皆様の前で、歌やウクレレ演奏、フ
ラダンスを演じました。集まってくださった皆様は、
とても楽しそうな表情で一緒に歌を歌ってくれたり、
演奏に手拍子をしてくれたりしました。
所員の方々も着ぐるみでおどけてみたり、大きな声
で笑い声や歌声を上げてくれたり、全員が心をひと
つに大いに盛り上がりました。
ボランティアで来たつもりが、逆に慰められたよう
な気持でいっぱいになりました。
帰り際にいただいた寄書きの色紙は、今でも我が家
の家宝です。
セブンヒルズ株式会社
代表取締役 松田 浩
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新年明けましておめでとうございます。
本年も皆さまのご健勝とご多幸を
心よりお祈り申し上げます。
分社理念研究所 事
務局

