
7
2021THE TOUNICHI

東日本技術研究所
East Japan Institute of Technology Co.,Ltd.

【第288号】2021.07.29発行

＊印刷方法(推奨) ：A3横/短辺綴じ/両面
(印刷後はA4縦で折りたたむ)

１

社 報

～事業所紹介【高崎事業所】～

お陰様を持ちまして、2021年7月1日付で高崎オフィスは事業
所への昇格を果たすことができました。関東支社の一翼を担う
責任を胸に、私たち事業所所員一同、身が引き締まる思いで
新会計年度を迎えています。
さて、ここで改めて事業所の概要をご紹介させてください。
高崎事業所は2007年（平成19年）、JR高崎駅東口に高崎オ
フィスとして開設以来、着実に成長を続け、所員は現在36名
（男性34名、女性2名。7月1日時点）を数えます。主要業務は、
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事業所はJR高崎駅東口から徒歩5分圏内（ビル3階）

～ろうきんからのお知らせ～

（2021.07.01入社／本社第二設計部）

この度、本社第二設計部に配属になりました、Tと申
します。前職では、教育・医療関係に携わっておりま
した。皆様のお役に立てるよう頑張って参りますので、
ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。

（2021.07.05入社／水戸事業所）

この度、水戸事業所に配属となりました、Mと申しま
す。これまでは接客業やＷｅｂ系システムの開発・保
守に携わっておりました。開発経験はまだまだ浅くご
迷惑をおかけすることも多いと思いますが、持ち前の
明るさと探求心を活かして少しでも早く皆さんのお役
に立てるよう頑張りますので、どうぞ宜しくお願い致し
ます。

（2021.07.01入社／宇都宮オフィス）
この度、宇都宮オフィスに配属になりました、Sと申し
ます。趣味は、カラオケと”つくおき”、それと子供と一
緒に遊ぶことです。最近ゼルダの伝説にハマっている
息子の隣で、綺麗な映像を見ながらコーヒーを飲むの
が休日の楽しみです。「ゼルダ」とはパッケージの男の
子のことではなく、お姫様のことだと知ってびっくりしま
した。早く皆様のお役に立てる様頑張りますので、どう
ぞ宜しくお願い致します。

（2021.07.01入社／本社第一設計部）

本社第一設計部配属のIと申します。前職では、製
造業向けの設計、製造、検査、物流、プラント建設、
保守などのエンジニアリング業務支援システムの開発
に携わっておりました。対象業務範囲の拡大が課題で
す。趣味は旅行ですが、回数は少なく時間的には
YouTubeやTV番組でその予習復習を楽しんでいる時
間の方が長いです。どうぞ宜しくお願い致します。

～入社社員紹介～

（2021.07.05入社／水戸事業所）

この度、水戸事業所に配属になりました、Iと申しま
す。前職では、倉庫や文書などを管理するシステム
の開発に携わっておりました。趣味は鳥を見ることで、
セキセイインコを飼っていたことがありました。皆さん
の力になれるように頑張りますので、どうぞ宜しくお願
い致します。

（2021.07.05入社／東京事業所）

この度、東京事業所に配属となりました、Mと申しま
す。PG、SEとして20年程の経験をしてきました。
C/C++を中心とし、主にMicroSoft系の技術を扱ってき
ました。技術者として、やって覚えるタイプなので、多
少のご迷惑をおかけすることもあるかもしれませんが、
宜しくお願い致します。

コンサート、ミュージカルなどの公演で賑わう高崎芸術劇場 11万㎡の敷地に建つ「Gメッセ群馬」は事業所から徒歩約10分

歴代興行収入1位の座に輝いた劇場版「鬼滅の刃」を鑑賞

組込み系システム開発、基幹系情報システム開発（自動車エンジン制御、自動駐車、OAサ
ポート、生産管理、通信制御、インフラ構築ほか）となっており、県内の製造業をはじめとする有
力企業様を視野に捉え、更なる営業活動を鋭意展開中です。
話は変わって事業所周辺に目を向けますと、事業所所在地の高崎市は近年、パスタの街とし
て知名度を高めています。事業所近隣にもパスタ店が数多く並び、賑わいを見せるほか、市を
挙げての料理イベント「キングオブパスタ」が毎年11月頃に開催され、出場した料理店がキング
の座を目指し、料理の腕を競い合っています。

2019年には事業所から徒歩3分の距離に「高崎芸術劇場」が開場、さらに翌2020年には、コン
ベンションセンターである「Ｇメッセ群馬」が徒歩10分余りの立地に開設されました。事業所周辺
はがぜん全国の注目が集まるエリアとなっています。
このような文化と経済、自然とが調和する環境の中、私たち高崎事業所は今後も奮励努力し
てまいります。どうぞ宜しくお願いいたします。

映画同好会 活動報告（2021/4/11）
～鑑賞作品「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」（2020年、日本／アクション・アドベンチャー）［PG12］～
映画同好会評価【7.0/10点】※本評価は同好会の独断・偏見に基づくものです。

第28回活動は、外崎春雄監督「劇場版『鬼滅の刃』無限列車
編」を鑑賞しました。吾峠呼世晴さんによる漫画が原作の、長編
アニメーション作品。

～同好会①～

鑑賞後メンバーか
らはＴＶシリーズは
全話視聴済、原作
は未読での感想だ
が、『良い続編』。
続きが気になるの
は原作の良さもあ
る。炭治郎や他の
仲間たちの活躍が、
終盤で煉獄に大分
『持っていかれた』
感が大きいことが残念」「原作を読んでいたので内容は知ってい
たが、やはり劇場で観ると迫力が違う。原作では印象の薄い場面
も、映画では感動した。戦闘シーンがカッコ良かった」「ＴＶシリー
ズは数話視聴、原作は未読。原画・動画のクオリティが高く、音響
効果も印象的で、繰り返し映画館で観たくなるのも納得。熱い物
語展開に目頭が熱くなる場面も。
ＴＶシリーズを見て予習してから鑑賞すれば良かった」等の感想
が交わされました。

【作品あらすじ】
大正時代の日本が
舞台。「鬼」と呼ばれ
る怪物が跋扈し人々
を襲う世界で、主人
公・竈門炭治郎（か
まど・たんじろう）は、
鬼と化した妹を人間
に戻すため、鬼を討
伐する組織・鬼殺
隊に加わる。炭治郎
とその仲間たちは、
鬼が現れるという「無限列車」に乗り込み、車内で鬼殺隊の実
力者・煉獄杏寿郎と合流するも、鬼の出没を待つうち、全員が
うたた寝に落ちる。彼らはすでに、鬼の恐るべき罠に陥ろうとし
ていた…という物語。
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2021年7月1日現在

～本社の社屋に給茶機が設置されました～

鈴木会長より、研修室をリフレッ
シュルームとして利用して頂いて問
題ないとのお声掛けがあり、「社員
のみんなに存分に有効活用してい
ただきたい」との想いから、給茶機
（TQ-I）を設置させて頂きました。
コールド、ホットの緑茶・紅茶・コー
ヒー・リフレッシュウォータが楽しめ、
またカートリッジ式となっております
ので、変更してスープやお味噌汁等
を抽出することも可能な仕様となっ
ております。また、来客の折にも素
早く対応でき、後片付けも簡単と業
務効率化にも一役かっています。
本社にお立ち寄りの際には、是非
ご利用頂き、ティブレイクをお楽しみ
ください。最後になりましたが、「会長
有難うございました。」

防湿シートの上に設置されています
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～親睦会②～

ラーメン同好会 いわき支部 活動報告（2021/6/11）

お疲れ様です。ラーメン同好会いわき支部の令和3年度第3回目の活動報告にな
ります。新型コロナウィルスの感染拡大のため、在宅ワークが導入となりました。結
果、会員が集っての同好会活動が難しくなってしまったため、会員個別にラーメンを
注文する形となりました。インターネット通販や店舗でインスタントラーメンを購入し
たり、店舗でラーメンを注文して食したりする等、個々人が様々な形でラーメンを楽
しみました。インターネット通販では、集まっての同好会活動では食べることの出来
ない北海道や九州等、各都道府県で有名なラーメンを注文して食すことができまし
た。新型コロナウィルスの感染リスクのために出掛けることが中々できなくなり、スト
レスが溜まりがちな昨今、とても良いリフレッシュとなりました。
ワクチン接種が中々進まないことや、変異株の問題等があり、コロナ前の生活に

戻るにはもう少し時間が掛かりそうです。ストレス解消法を見つけ、適度にリフレッ
シュして精神衛生的にも健康に過ごしたいものです。
それでは、また次回お会いしましょう。ごちそうさまでした。

～同好会②～

土浦事業所 中途及び新入社員歓迎会（2021/6/26）

水戸事業所 新人紹介の会（2021/6/25）

お疲れ様です。土浦事業所親睦会です。土浦事業所では、
2021年6月26日(土)に琴平バス株式会社様が提供しているオ
ンラインバスツアーを利用した中途及び新入社員歓迎イベ
ントを実施しました。
旅行先は徳島県三好市、「日本三大秘境・祖谷渓絶景

旅」です。皆がバスに乗り合わせたところで、まず木村取
締役よりご挨拶をいただき、出発進行。バス内では歓迎社
員の自己紹介と旅行先に関するクイズ大会などが実施され
盛り上がりました。目的地へ向かう車窓からの風景も素晴
らしく、渓谷を優しく流れる川が陽の光を反射し、輝く宝
石を纏った緑豊かな大自然が私たちを出向かえてくれまし
た。バスを降りると徒歩のLive映像に切り替わり、目的地
の祖谷のかずら橋に到着。この橋はシラクチカズラと呼ば
れる植物を編み連ねて作られていて、足場となる木板は気
持ち程度しかなく、14m下の川底が丸見えの橋。実際に橋を
渡るLive映像では、高いところが苦手な方から「怖い」や
「画面を見てられない」と声は上がるものの、楽しそうに
しており、普段味わえない時間を過ごすことができていた
のではないかと思います。その後は温泉宿で温泉と食事を
(ガイドさんが)楽しみつつ、お土産売り場で小休憩。ここ

令和3年6月14日、本社第一設
計部では全体会議終了後、新人
歓迎会を兼ねた懇親会を開催し
ました。新型コロナウイルスが流
行している中での開催ではありま
したが、新入社員を一目見ようと、
多くの方が参加しました。
歓迎会では、4月に新卒入社し

た5名と、中途入社した1名の方々
に理想の上司、趣味、アピールポ
イントなどをインタビュー形式で行
いました。それぞれ個性のある回
答が飛び交い、場を盛り上げまし
た。その後、課毎に分かれ、用意
されたお弁当や、お菓子を食べな
がら交流を深めました。

仙台事業所 リモート飲み会兼新人歓迎会（2021/6/11）
6月某日業後、仙台事業所親睦
会幹事は忙しそうに走り回ってい
た。慌ただしく時間に追われていな
がらも、どこか何か楽しそうな様子。
何故なら今日はリモート飲み会（新
人歓迎会）のイベントがあるからで
す。
食べ物、飲み物は個別包装でデ
リバリーで届けられます。
当日はテレワークの社員などリモ

～親睦会①～

本社第一設計部 新人歓迎会兼食事会（2021/6/14）

新人達は事前に決められた
お題に沿って、自己紹介をしな
くてはなりません。普段はOJT
で真面目そうにしている彼らで
すが、その本性も酒宴に問え
ば詳らかになるというものです。
仙台リモート飲み会2021は
「飲み足りないなぁ」の雰囲気
を醸し出しながら無事終了しま
した。しかし久し振りの大きな
宴会。所員も親睦会幹事も許さ
れる範囲内で楽しみました。

リモートでの新人挨拶

各自自席での食事

用意されたお弁当は、ボリュームのある｢ちらし寿司｣｢鰻｣の2種
類の中から選んでいただき、美味しく頂きました。ホテルや外食
店での懇親会ではなく、社内で短い時間でのコンパクト開催に
なってしまいましたが、本社第一設計部の結束が深まり、親睦会
幹事としても満足のいく開催ができました。
今後もコロナウイルス対策を徹底しながら、本社第一設計部の

結束が深まるイベントを開催できる様にしていきたいと思っており
ます。

ート参加の社員もいました。しかも、泥酔禁止、歩き回り禁止、全裸(まっ
ぱ)は勿論禁止です。時間も1時間と異例の短さ。

TEAMSのリモート会議が開始され、次々と参加者がロビーで許可待ち
になります。MCがヘッドセット着用で静かに開会を宣言し、所長もまた静
かな乾杯の音頭。Withコロナの新しい飲み会のスタイルがここにあります。

…届いた飲み物は全て瓶。
栓抜きが無い、飲めない、栓
抜き買って来ないと！と言う裏話があったのはご愛敬です。

6月16日、令和3年度 本社第二設計部の歓迎会を開催しまし
た。今年度は部署ごとに分かれての歓迎会となり、本社全体で
実施していた時と比べると人数も少なく時間も短めで、当初は
盛り上がりに欠けるのではと懸念していました。いざ始まってみ
ると久しぶりのイベントということもあってか大変盛り上がり、皆
さん楽しんでいる様子でした。

本社第二設計部 新人歓迎会兼食事会（2021/6/14）

本社第二設計部としては、新たに５人の個性豊かな新人達を
迎えました。皆さん緊張していましたが、人前でも物怖じせず
にハキハキと自分の趣味や学生時代の事を紹介していました。
その中でも印象に残ったのが各人のバイト経験の豊富さとユ
ニークさです。科学館の学芸員や測量など、珍しいバイトの経
験を語っていただき、聞いている側としても大変興味を惹かれ
る良い自己紹介だったと思います。
新人の皆さんには、今までの経験とこれからの学びを活かし、
東日本技術研究所の将来を担う社員に成長して頂きたいと思
います。今後のご活躍を期待しています。

R3 水戸事業所新人6名

2021年6月25日に今年度入社されました6名の新入社員
紹介の会を開催いたしました。
今現在、コロナ禍ということもあり、開催に至るまでには
沢山の課題をクリアしなければならず、どのような形であ
れば密にならず、且つ親睦を図れるかなど、審議を重ねよ
うやく実現いたしました。
事務所内勤者は通常業務同様に各デスクで、客先常駐
者はリモートで自宅から参加とし、食事が終わるまでは着
席厳守。食事後はマスクをして会話など、マスク会食を実
施。正直、盛り上がりに欠けるのでは…と心配をしており
ましたが、そこは水戸事業所！新人挨拶や抽選会、久々
に顔を見るリモート参加者と大いに盛り上がり、いつもと変
わらぬ和気藹々ぶりにほっと胸をなでおろした次第です。
いつもと変わらぬ仕事形式でも、美味しいものを食べ、仕
事外となると不思議と全く違った景色にみえて、会の成功
を感じた瞬間でした。

Sさん挨拶

肉のイイジマから取り寄せた豪華オードブル

リモート参加者用オードブル
冷蔵便で届き、紐を引き湯気が出てから15分ほどでオードブ
ルが温まる優れもの！この他にドリンク３本届きます☆

で事前に各自宅に送付されているそば米雑炊を皆で味わいつ
つ、ウィンドウショッピングを楽しみました。最後はKさん
からお言葉をいただきツアー終了となりました。
イベント後、参加者から「そば米雑炊を皆で一緒に食べる

ことができたのは一体感があって良かった」「Live映像のお
かげで実際行った気分になれた」「普段会えない人たちの顔
を見ることができて良かった」など、数々のご感想をいただ
くことができました。対面交流が難しいこの状況下ですが、
本イベントを介して貴重な交流の場を設けることができたと
思います。
土浦事業所親睦会は、これからもより一層良い親睦会行事

を検討、実施できるよう頑張っていきます。今後もよろしく
お願いいたします。

卒業式や色々なイベントの中止などを余儀なくされ我慢の連続だった新人たちも、
少しはギスギスから解放され楽しめたのではないでしょうか。『ガンバレ！新
人！！』とエールを送りつつ、今後の水戸事業所を担っていけるよう期待を込めて
大切に見守っていきたいと思います。

か
ず
ら
橋

集合写真


