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１

社 報

～事業所紹介【仙台事業所】～

仙台事業所は2001年7月開設、今年でちょうど開設20
年となりました。10年前の所員数は43名でしたが、今で
は2倍以上の95名（男性86名、女性9名）となり、売上高も
3.5倍と大きく飛躍しました。昨年、事業所向かいに分室
を開設し、さらに今年8月には分室拡張（同ビル内移転）
し、今後のビジネス規模拡大に向けて準備中です。
JR仙台駅東口より700m、JR榴ヶ岡駅より50mと駅近く
ではありますが、近くにお寺が多数あり静かな地域です。
すぐそばには榴岡天満宮、榴岡公園があり、桜の季節で
は仙台市民一番の花見会場となります。

4～常陽銀行からのお知らせ～

秋の松音寺の紅葉は見事で夜にライトアップもされ、隠
れた紅葉スポットになっています。近くには、孝勝寺の五重
塔があるなど、この界隈はお寺巡りのスポットでもあります。
コロナ感染拡大もなかなか落ち着きませんが、仙台お越
しの際は是非お立ち寄りください。
どうぞよろしくお願いいたします。

仙台事業所 分室

また、楽天イーグルスの拠点球場である楽天生命パーク宮城まで事業
所から700m。仕事帰りのプロ野球観戦も出来ます。仕事を定時で済ま
せ、ダッシュすれば18時のナイタープレイボールに間に合います。
一方、事業所付近にはお寺が多くあり、「新寺」といった町名で寺町が
存在します。この界隈は、仙台開府当初、仙台城から見て鬼門に位置し
ていたため、多くの寺院が集まり寺町をつくったそうです。
新寺二丁目蓮池公園から新寺五丁目公園を結ぶ「新寺小路緑道」も新
たに整備されています。東西640m、幅10mのこの緑道にはサクラやツバ
キなどが植えられ、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

孝勝寺五重塔松音寺紅葉
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社会人であれば、公の場で話したり、改まった文章を書いたり
する機会が必ずあります。いざというとき、きちんとした言葉を使
いたいと思っても、使い慣れていないと、すんなり出てきません。
若いうちは、少々言葉遣いが子供っぽくても、使い方を間違って
いても、大目に見てもらえますし、周りが指導してくれますでしょう。
ですが、ある程度年齢を重ねると言葉について注意を受ける機会
はほとんどなくなります。

（１）スムーズな関係をつくる言葉
・「ひとかたならぬ～」
例文：あの件では、ひとかたならぬご尽力を賜り、心より御礼申し

上げます。
目上の人や取引先など、少々距離のある人に対して感謝の気
持ちを強調する、古風で重みのある表現です。異動や退職などを
知らせるメール、礼状、年賀状などにも向いています。
ただし、身近な人に使ったり、乱用しないこと。大げさで嘘っぽく感
じられ、感謝したこと自体がおべっかととられる恐れがあるからで
す。類語は「格別な」「各段の」「並々ならぬ」「甚だ」など。セットで
使う「お力添え」「ご助力」「ご厚情」などの表現も覚えておきたいも
のです。

（２）相手を立てる言葉
・「慧眼（炯眼）」
例文：社長の慧眼が、業績アップにつながった。
面と向かって目上の人をほめるのは難しいもの。「頭がいいです
ね」では上から目線で相手の能力を評価しているようで失礼です
し、「さすがですね」「大変勉強になりました」を連発し過ぎるのも
白々しいものです。
慧眼は洞察力が優れ、物事の本質を見極めていることをほめる
ときに使います。ビジネスシーンでは、問題の原因を的確に分析
したり、業界や市場の先行きなどを言い当てられる人に使います。

（３）謝罪の気持ちを表す言葉
・「身のほどをわきまえず～」
例文：身のほどをわきまえず、出過ぎたまねをしてしまいました。
自分の身分や立場、能力のほどを理解せずに、出過ぎたことを
して周囲に迷惑をかけたときに用いる、反省や謝罪の言葉です。
本来自分に許されていない仕事や領域に手を出したり、未熟な技
量では難しいことに挑戦して失敗し、多大な損失を与えたときなど
に使います。ただし他人に「身のほどをわきまえなさい」と
言うと、感情的できつい印象を与えます。「分不相応なことはし
ないほうがよい」という言い方がよいでしょう。

（４）言いにくいことを伝える言葉
・「お汲み取りください」
例文：勝手を申し上げて甚だ恐縮ですが、どうかお汲み取りください。
予算が削減されて従来よりも少ない金額で仕事を依頼したり、製
造コストが上がったために値上げしなければならない、といった場合、
自社の経営状況をこと細かに話すわけにいきません。そんな場合に
「不景気の折から、どうぞお汲み取りください」を使います。こちらに
も事情があるが、口にし難い、詳しく伝えるのははばかられるといっ
たときに便利な言葉です。

（５）勘違いしやすい言い回し
・「流れに掉（竿）さす」
例文：○ 好景気の流れに棹さして急成長した。

× 会議の流れに棹さす不適当な発言だ。
「話の流れに棹さすようで申し訳ありませんが」と言っている人は、
「棹さす」は流れを止めたり、遮ったりすることだと思っているようで
す。しかし、棹で流れを止めることはできません。おそらく、うまくいっ
ているのに横から邪魔するという意味のある「水を差す」と混同して
いるものと思われます。時流に乗ったり機運に乗じた、勢いのある
様子を表しています。「順風満帆」に近いイメージです。

（６）故事成語・四字熟語
・「枝葉末節（しようまっせつ）」
樹木で重要なのは幹で、枝や葉、末端にある節は、重要なパーツ
でないことから、物事の本質から外れたささいなことをいいます。

～この人できる！と思わせる大人の語彙力～ Vol.3

2021年6月23日に、柏事業所の新人歓迎会
を開催しました。
柏市は直前にまん延防止等重点措置の範
囲から外れはしましたが、状況を鑑みて、飲
食を取り止め、複数回の換気、一部参加者
はオンラインでの出席とする等コロナ対策を
実施したうえでの開催となりました。

～親睦会～

ちろん、事業所内で仕事をしている方、他
の客先に常駐している方も自分とは異なる
環境について興味深く耳を傾けていました。

所長挨拶の後には早速、新卒入社され
たIさん、Nさん、Nさん、Oさん、Sさん、また
4月1日に入社されたMさんにも自己紹介
をして頂きました。
6名とも若干の緊張はありつつもフレッ
シュにご自身をアピールし、周りの方々か
らの質問についても楽しそうに回答してい
ました。

最後は記念抽選会を行い、様々な趣向
の景品にしばらく盛り上がった後に、Sさん
の閉会のご挨拶を以って終了となりました。
依然、予断を許さない状況が続く昨今で
はありますが、新しく入社された方がその
芽を大きく伸ばしていただければと思いま
す。

柏事業所 新人歓迎会（2021/6/23）

例年とは異なる状況とはなりましたが、そ
れでも新人の方を明るく迎える賑やかな雰囲
気の中、所長の挨拶からスタートしました。

新人の方からの自己紹介の後には、柏事
業所員が常駐している複数の派遣先につ
いてご紹介いただきました。新人の方はも



＜宝篋山＞
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ワンダーフォーゲル同好会 活動報告（2021/6/26）

コロナ禍の影響で大勢での野外活動が難しくなりましたので、
今回はアウトドア気分を満喫する為、焼肉セットを注文して、各家
庭を繋いで6月26日(土)の19：00～オンラインBBQを実施しました。
最初LINEアプリのビデオ通話機能を利用して、実施しましたが、

途中画像や音声が途切れたりがありましたので、Zoomを利用し
て再度実施してみました。Zoomの方が画像や音声が途切れるこ
ともなく、スムーズに出来ました。普段、中々会う事が出来ない他
事業所の方達や、飼っているペットの様子も見ることが出来まし
た。又、子供達の会話も面白くて、アットホームな中でリラックスし
て同じ時間を共有し、楽しむ事が出来ました。

～同好会①～

日立市の環境美化活動に貢献するという目的で、令和3年7月よ
り大甕駅近辺の道路のごみ拾い、花壇の水撒きなどの環境美化作
業が始まりました。

和牛A5ランクのお肉は、カルビ・ロース・タン・ハラミ全て最高
の味わいで、美味しくいただきました！！
会員の一部は、登山をして山頂で焼肉を楽しみました。今回

登った山は、宝篋山です！！宝篋山は、つくば市北東部にある、
標高461メートルの山です。東には霞ヶ浦、南西には関東平野を
一望でき、空気の澄んだ日には富士山が、北には筑波山、その
先には榛名山・赤城山・日光連山と360度のパノラマを楽しむ事
が出来ます。途中に川や休憩所が有って、初心者やファミリーに
もオススメの山です。大自然の中でリフレッシュする事が出来まし
た！！

＜宝篋山で焼肉！！＞ ＜A5ランク和牛はやっぱり美味しい！！＞ ＜ペットも参加！！＞

～みずほ銀行からのお知らせ～

～大甕駅近辺花壇、日立市道環境美化作業スタート～

毎月第3週と第4週の木曜の2回、輪番制で本社第一・第二設計部
いずれかより4名、管理部4名の計8名での作業
となります。私は早速7月に当番がまわってき
たので、営業開始の9時から30分程花壇の水
撒き、花がら摘みなどの作業を行いましたが、
気温30℃を超える中での作業は、ほんの少し
動いただけでも汗が出てきてしまうほど暑い中
での作業となりました。

作業時間としては長時間ではないのですが、暑さ対策、寒さ対策
等体調管理に注意することと、ごみ拾いは車がやっと対向できるく
らいの狭い道路での作業となるので、車にも注意しながら今後も
作業を行っていきたいと思います。

料理研究同好会 カタロググルメ食レポ

ラム＆玉ねぎピーマン炒め
（お取り寄せのラムショルダーを使用してます）

先日、料理研究同好会活動の一環でカタロググルメお取り寄せ食レポを
実施しました。
私はラムショルダーをオーダー。冷凍便で３パック届き、早速解凍。
玉ねぎとピーマンを足して炒めてみました！調味料の追加一切なしで作っ
てみたのですが、野菜をたくさん足す前提で味付けがしてあるようで、玉ね
ぎとピーマンを足してもしっかり濃い目のお味でした。ラム特有の臭いもタレ
と上手く調和され、苦手な人でもおいしくいただける逸品です！
夏はやっぱりラムにビールですね♪ごちそうさまでした！！

今回、ご紹介いたします「みずほDC・iDeCoアプ
リ」をご利用頂ける方は、お勤め先の確定拠出年
金制度を利用中または利用予定の方、iDeCoを利
用中または利用予定の方、運営管理機関がみず
ほ銀行のプランに限ります。東日の確定拠出年金
制度の運営管理機関はみずほ銀行となっておりま
すので、確定拠出年金制度に加入している社員で
あれば利用できる状況にあります。
利用できるコンテンツは、勤め先の確定拠出年
金やiDeCoの運用状況の確認、シミュレーション、
投資の基礎知識やライフプランについてのコラム、
動画、マンガなど老後の資産形成に役立つような
ものが用意されております。
アプリの利用に際して、新規登録を行っていきま
すと企業コード（数字７桁）の入力をもとめられます
が、未入力でも利用することは可能ですので、便利
なアプリを賢く使って、老後資産の形成にお役立て
頂ければ幸いです。

野球同好会 活動報告（2021/6/6）

女子マネージャーも募集しています！
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優勝逃すも大健闘！ 春季市内大会決勝はダブルヘッターということもあり、選手に疲労の色が見える中での
決勝戦となった。準決勝に引き続き決勝のマウンドには本人の志願もありエースH選手

大健闘の東日技研ナイン

（大会規定時間切れ）

TEAM 1 2 3 4 5 6 7 計

東日技研 0 0 0 0 0 0

BOSS 6 0 0 0 1x 7

2021年6月6日(日)　第27回春季市内選手権大会 決勝

東日技研野球同好会通算成績：4勝1敗

が上がったが連投の疲れもあり初回に短長打を集められエラーも重なり６点を奪われてしまう。攻撃も緩急を付けた相手投手の術中に
はまり反撃の糸口を見つけられないまま、時間切れで試合終了となり惜しくも優勝を逃した。
優勝は逃してしまったが準優勝という結果に東日技研ナインの表情は明るかった。

準優勝H監督の談話
「レギュラーメンバー、ベンチメンバー、裏方と気持ちがひとつになった結果がこの準優勝
だと思います。秋季大会もチーム一丸となって頑張ってまいります。」

～同好会②～

慰労会は3密回避のため、「ステーキ。山」
のお弁当をテイクアウト

映画同好会 活動報告（2021/5/23）
～鑑賞作品「インビクタス/負けざる者たち」(2009年、アメリカ/ドラマ・スポーツ)～
映画同好会評価【8.6/10点】※本評価は同好会の独断・偏見に基づくものです。

第29回活動は、クリント・イーストウッド監督「インビクタス/
負けざる者たち」を鑑賞しました。出演はモーガン・フリーマン、
マット・デイモンほか。
【作品あらすじ】
1994年、南アフリカ共和国が舞台。
獄中生活を経て、同国で黒人初の大統領となったネルソン・
マンデラは、自国の黒人と白人の和解と団結を目指していた。
そのころ、南ア代表のラグビーチーム「スプリングボクス」は成
績が振るわず、主将のフランソワ・ピナールは苦悩する。チー
ムを南アの人種の融和の象徴になると考えたマンデラは、ピ

南アメリカ元大統領ネルソン・マンデラ
をモーガン・フリーマンが好演

アフリカ共和国で、ラグビー
を通して国民が一つになる展
開に心揺さぶられた。事実に
基づく物語であることに驚か
される」「文句無しの感動作。
モーガン・フリーマンの説得
力ある演技に引き込まれた。
人間模様の見せ方、物語の
展開にも監督の手腕が光
る」「スポーツと政治という二
つのテーマを同時に扱った
ために、やや焦点がぼやけ
たように感じられた点が残
念」等の感想が交わされまし
た。なお、当日は慰労会を
開催し、年度の振り返りと今
後の活動について意見を交
換しました。

ナールと面会し激励。
奮起したチームは翌
年、自国での初開催
となるラグビーワー
ルドカップに初出場
し、初優勝を目指す
…という物語。
鑑賞後、メンバー
からは「アパルトヘ
イトが色濃く残る南

第29回活動に参加したメンバー


