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社 報

～事業所紹介【土浦事業所】～

4～みずほ銀行からのお知らせ～

（2021.09.01入社／土浦事業所）

土浦事業所に配属となりました、Eと申します。前職
では、主にWEB系の開発に携わっておりました。趣味
は体を動かす事で、最近はボルダリングやサバイバル
ゲームを楽しんでいます。少しでも早く皆様のお役に
立てるよう頑張ります。宜しくお願い致します。

（2021.09.01入社／本社第一設計部）

この度、本社第一設計部に配属になりました、Kと申
します。前職では、光区間の保守（コールセンター）を
しておりました。最近の趣味はホラー映画鑑賞です。
面白いと感じたのはゴーストランドの惨劇です。

初心者でご迷惑をおかけすることも多々あると思い
ますが、精一杯努力して参りますので、どうぞ宜しくお
願いします。

（2021.09.01入社／高崎事業所）

この度、高崎事業所に配属になりました、Aと申しま
す。前職では、半導体シミュレータの開発・運用サポー
トに携わっておりました。趣味は、軽めの運動をするこ
とです。最近は健康のために週2～3回ジムで汗を流し
ています。皆様のお役に立てるよう頑張って参ります。
どうぞ宜しくお願い致します。

～入社社員紹介～

（2021.09.01入社／仙台事業所）

この度、仙台事業所に配属になりました、Sと申しま
す。前職で2年ほどソフトウェア開発に携わった後、職
業訓練に通い、半年間IT技術を学び直しました。趣味
は、読書とゲーム、それと音楽で、聴くことはもちろん、
たまに自分でピアノを弾いたりしています。早く皆さん
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。

～ぐんまプログラミングアワード2021～

他社展示物（ＡＲ技術を活用したスマート
グラス）を体験し、企業間交流

ホールでは児童、学生らがプログラミングし
た作品のプレゼンテーションを行いました

来場者と言葉を交わす高崎事業所所員
（左から２、３人目）

展示物の説明に聞き入る来場者
（左から２、３人目）

タイトル「企業ブースに出展、自社技術をＰＲ」（高崎事業所）

8月28日（土）、ベイシア文化ホール（群馬県前橋市）で「ぐんまプログラミングアワード2021」（主
催・上毛新聞社、協賛・東日本技術研究所ほか）が開催されました。ITの人材育成と教育推進を目
的とするイベントで、協賛企業のブースに高崎事業所が出展し、自社のＰＲを行いました。
当日は、コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言下ということもあり、各社のブースに消毒
液、除菌ティッシュが配布されるなど、感染予防措置を講じた上での開催となりました。東日技研は
「製造現場向け動体管理ソリューション」として、BLEビーコンとスマートフォンを展示。正午の開場
直後から来場者が数多くブースを訪れ、興味深そうに展示物を眺めては所員に質問を投げかけて
いました。
参加した所員は「東日の高い技術力を来場者にＰＲできただけでなく、他の出展企業との交流に
もつながった。これを機に異業種との協業や、案件獲得に結び付けば」とイベントを振り返りました。

～社報委員会からのお知らせ～

THE TOUNICHI 11、12月号にて、東日社員の皆さんが撮影し
た写真をコメント付きで紹介したいと思います。テーマですが
「秋の風物詩」とさせて頂き、写真とコメント(撮影経緯やエピ
ソード等2、3行程度)をお寄せくださいました方には、QUOカード
を進呈致します。
今回の応募資格者は、東日社員とさせて頂き、コンテスト等と

して写真の優劣を競っているわけではありませんので、スマホ
等で気軽に撮影してご参加下さい。また、紙面にはスぺース上
の制約もあるため、応募はお一人様一点迄とさせて頂きます。

応募方法：メールにて写真、コメントを各事業所社報委員
へご提出

応募期限：2021年10月29日（金）

土浦事業所は、2004年12月に開設し今年で17年目となります。
2007年には社員数が30名となり、その後も着々と社員数が増え手
狭となった為、2013年8月に現在の土浦市港町1-8-4ﾎｰﾌﾟﾋﾞﾙ2号館
8Fへ移転しました。

2015年には、柏オフィスが開設され、30名程の従業員が柏へ転属
となり、2017年には、土浦・柏合わせて社員数が80名を超えました。
現在の土浦事業所は、59名(男性54名、女性5名)体制で日々作業
を行っております。
又、2015年8月に顧客満足度向上の為の施策として、ISO9001を認
定取得しました。
品質目標である「システム稼働後の不具合ゼロ」を目指して、土浦
事業所一致団結して継続的に取り組んでいる所です。
土浦事業所の主要業務は、国内大手建設機械メーカーの生産シ
ステム、基幹系情報システム開発、生産管理 、販売物流管理、つく
ば等研究施設(宇宙航空研究開発機構(JAXA),高エネルギー加速器
研究機構(KEK),国土地理院,国立環境研究所,物質材料研究機構)向
けのITソリューション他となっており、県内や県外の製造業や流通業
をはじめとする企業様へより良いシステムの提供を行っています。

事業所周辺には日本第2位の
面積を誇る霞ヶ浦があり、遊覧
船などのクルージングが楽しめ
ます。
また、釣り場としても有名で全
国から訪れます。夏には観光帆
曳船が運航され、冬には多くの
渡り鳥が飛来し、とても環境の良
い場所です。

＜帆曳船＞

＜ワイドスターマインは圧巻＞

＜渡り鳥と土浦港からの夕日＞

毎年土浦花火競
技大会が開催され
ております。昨年と
今年は残念ながら
中止となりましたが、
1925年(大正14年)
から続く伝統ある花
火競技大会で、全
国の煙火業者が技
を競い合います。

茨城県のれんこんは、生
産量日本一を誇ります。
中でも霞ケ浦周辺はれん
こんの産地として有名です。
れんこんサブレは茨城県
産れんこんを乾燥させ粉
末にしたものが入っており、
本物そっくりの形になって
います。
又、見通しの良い縁起物

＜筑波山を見ながらクルージング＞

＜土浦銘菓れんこんサブレーハスだっぺ＞

とされ、贈答品としても喜ばれています。

※ネット住宅ローンについての詳細は、みずほ銀行のホームページをご覧ください。
みずほ銀行ホームページ https://www.mizuhobank.co.jp/

ベイシア文化ホール（群馬県前橋市）



2 3～同好会～

料理研究同好会 カタロググルメ食レポ

～長崎県 松翁軒 五三焼カステラ～

映画同好会 活動報告（2021/6/13）
～鑑賞作品「ジェミニマン」（2019年、アメリカ／アクション・SF）～
映画同好会評価【7.5/10点】※本評価は同好会の独断・偏見に基づくものです。

第30回活動は、アン・リー監督「ジェミニ
マン」を鑑賞しました。
出演はウィル・スミス、メアリー・エリザベ
ス・ウィンステッドほか。

【作品あらすじ】
米国国防情報局に雇われていた狙撃手
のヘンリー・ブローガンは、多くの敵を闇に
葬ってきたが、あるとき、標的のテロリスト
からわずかに銃弾が逸れたことを契機に、
一線から退く。ある日、かつての仕事仲間
と再会したヘンリーは、敵に関する情報が
誤って伝えられ、テロリストではなかったこ
とを知らされる。真相を探ろうとした矢先、
自宅が暗殺者の集団に襲撃され、仕事仲
間は殺害されてしまう。ヘンリーはかつて

鑑賞後、メンバーからは「趣味のジャン
ルで、純粋にハードアクションが楽しめた。
全体的に分かりやすい話で、最後はハッ
ピーエンドでスッキリした」「アクションの比
重が高く、途中からの『クローン』というSF
要素に違和感が残った。主役の吹き替え
を演じた江原正士さん、山寺宏一さんの
共演は貴重」等の感想が交わされました。

グルメカタログより、多数あるグルメから最初に紹介されている
グルメを選択してみました。卵黄と砂糖が増量されているため、
しっとりしていてカステラの風味が濃厚でした。また、カット済みで
食べやすかったです。
夏の時期に注文したので、底面のザラメがほぼ溶けていたの
が残念でした。

開包前 開包後

～冷しゃぶ やんばる島豚～

立場上、ローズポーク（茨城銘柄豚）の紹介を行いたかったので
すが、カタログギフトより、「やんばる島豚しゃぶしゃぶ用」をチョイス。
ロース肉(300g)とバラ肉(300g)のセット商品（冷凍）で、今回は、
ロース肉を「冷しゃぶ」でいただくことにしました。
全く臭みを感じなかったので、シンプルにポン酢で頂きました。
まずは、薬味なしで一口。やわらかい肉質で、うまみも深く、すっ
きりとした甘みの脂身がとってもおいしいお肉でした。
次に、お好みの野菜を肉巻きにして、薬味を乗せ一口。
肉のうまみ＆甘みと野菜＆薬味の清涼感が相まって、食欲大爆
発！ビールとの相性もバッチリであっという間に完食しました。

※やんばる島豚（沖縄銘柄豚）
おいしいと評判のアグー豚の欠点（一頭当たりの肉量が少ない）

を、品種改良したブランド豚で、餌やりや飼育環境にもこだわって
生産されています。
また、原種のアグー豚（沖縄在来種）は、小柄で飼育頭数も少な
い希少豚で、有名な鹿児島黒豚の原種にもあたる豚です。

【レシピ】
冷しゃぶ：やんばる島豚（ロース肉）
蒸し野菜：豆苗，豆もやし，ニラ
生野菜：レタス，玉ねぎスライス（軽くチン），ニンジンとキュウリの

千切り
薬味：茗荷および、大葉と新生姜の千切り，大根の鬼おろし、ゆ

ず胡椒
たれ：ポン酢 付け合わせ：なすの焼きびたし
飲み物：スタウト（黒ビール）

追伸、バラ肉は後日、「白菜と豚バラのミルフィーユ鍋」にして、楽
しむ予定です。

～岩手県産短角牛 焼肉～

グルメカタログギフトより岩手県産短角牛モモ・肩 焼き肉用を
注文。
脂質少なめで淡白なお味。心地よい歯応えがあって美味しかっ
たです。脂身付近は多少スジっぽかったですが、質より量を選ん
で頼んだのでトータル満足でした。
半分はタレにつけて、半分はポン酢でサッパリ食べました。

～この人できる！と思わせる大人の語彙力～ Vol.4

語彙力とは一般的には「言葉をたくさんしっ
ていること」と思われていますが、もう少し掘
り下げて考えてみましょう。
語彙力のレベルには二つの段階がありま
す。一つ目は、文章の中に出て来たとき、な
んとなく意味が分かるレベル。この範囲の語
彙を「認知語彙」といいます。もう一つは、自
分が話したり文章を書いたりするときに、実
際に使うことができるレベル。この範囲の語
彙を「使用語彙」といいます。常日頃から語
彙に対する意識を高め、認知から使用への
レベルアップを図りましょう。

（１）スムーズな関係をつくる言葉
・「寡聞にして」
例文：その案件については、寡聞にし

て存じ上げませんでした。
「寡」は「少ない」という意味。「寡聞して」は、
自分の知識や見識が少ないと謙遜する言葉
です。自分の無知を恥じる表現なので、他人
を批判するときには使いません。また、明ら
かに相手よりも自分のほうが詳しいケースで
使うと、嫌みな印象を与えます。相手の認識
不足に対し、強烈な皮肉としてこの言葉を使
う人もいます。
類語に「浅学菲才の身で」もありますが、若
い人は「不勉強で」「不案内なもので」「あまり
明るくありませんので」を使うとよいでしょう。

（２）相手を立てる言葉
・「あやかる」
例文：このプロジェクトを成功させた主

の同僚・バロンを頼り南米コロンビアへと脱
出するが、強力な追手に命を狙われる。
刺客はクローン技術によって生み出された、
ヘンリー自身に酷似した若者だった…とい
う物語。

ウィル・スミス（右）が主人公と敵役を一人二役で熱演

第30回活動に参加したメンバー

税金にまつわるコラムも三回目となりますが、今回は相続税につ
いて取り上げていきます。
皆さんは相続や相続税に対してどのようなイメージをお持ちです
か？一般的には、遺産分割に対する骨肉の争いや資産を有する
方が亡くなられた場合に、相続人に対して課される、所謂お金持ち
から徴収する税金というイメージが大きいのではないでしょうか。
近年では相続税法の改正が2015年（基礎控除大幅引き下げ、相
続税率の見直し）に行われ、また、相続法の改正も2018年（40年ぶ
りの大改正）に行われています。
端的にご説明致しますと、相続税法は、税金額を計算するため
の法律で、相続税や贈与税の算出手法、申告や納付手続き、財産
の評価基準等を条文（通達）で定めております。
一方、相続法は相続に関するトラブルを防ぐために、民法内にお
いて、誰が相続人となり、また、何が遺産にあたり、被相続人の権
利義務がどのように受け継がれるかなど、相続の基本的なルール
が定められています。この民法の相続について規定した部分を「相
続法」と言います。

2015年の相続税法改正により相続税の申告義務の対象範囲が
拡大致しました。理由としては、それまでは基礎控除額が5,000万
円に相続人の人数一人当たり1,000万円を加算した額が、相続税
の課税標準額より控除できましたが、法改正により基礎控除額
3,000万円+相続人一人当たり600万円となってしまいました。控除
できる金額が縮小されるということは、逆に今まで申告納税義務の
なかった者まで申告の対象に入ってくることになります。現在の課
税件数割合は8.3％となっております。（100人いれば8人強程度は、
納税申告が生じているということになります）
具体例として、『課税価格(課税資産の評価額)が2億4,800万円、
相続人が妻、子供2人で各人が法定相続分の遺産を相続した』
ケースで相続税額を考えてみます。
①基礎控除額 3,000万円＋（600万円×3人）＝4,800万円
②課税資産総額 2億4,800万円－4,800万円＝2億円
③各相続人の相続税額
妻 2億×1/2(法定相続分)×30％(税率)－700万円(控除額)
＝2,300万円(相続税額)

子 2億×1/4(法定相続分)×20％(税率)－200万円(控除額)
＝800万円(相続税額)

④相続税総額 2,300万円＋800万円×2人＝3,900万円

⑤妻の按分税額 3,900万×1/2＝1,950万円
子の按分税額 3,900万×1/4＝975万円
上記⑤がそのまま納付税額になるわけではありません。各相続人の
事情により控除（障害、未成年者、配偶者等）が存在します。たとえば
配偶者は法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い額までは無
税となります。上記例では妻の納税額は0円ということになります。
法定相続人が配偶者の場合には、相続税の配偶者控除が使用でき
ますので相続税がかかる人はそれほど多くないと思われますが、法定
相続人が子供１人という場合は、一般的に早めの対策をとることがお
すすめされているようです。
【相続税対策として有効な手段とは？】
１．配偶者へ居住用財産を贈与
基礎控除とは別に2,000万円まで無税になりま
す。（婚姻期間20年以上の夫婦に適用）

２．非課税枠内での贈与をする
基礎控除(１年に110万円)の贈与をする。
相続時精算課税制度を選択し、2,500万円
の贈与をする。
（名義の変更を忘れないこと）

３．養子を迎えて法定相続人を増やす
（実子がいるときは養子１人、実子が
いないときは２人まで）

４．現金を不動産に変えておく
（購入価格のおよそ80％の評価額）

５．土地活用する
（アパート等を建てる、信託銀行を利用する）

相続税対策として有効な手段は、細かいところまで見ていくと不動産
（土地）を２筆にわけて評価額を下げたりといった手法もあります。
一般的に対応しやすいのは３の法定相続人を増やすことで、市町村
窓口への届出で法律関係を生じさせる養子縁組です。養親との間に法
律関係が成立するが、実親との親子関係が解消される訳ではなく、普
通養子縁組によって養子となった人は、養親と実親と２組の親を持つこ
ととなります。（ケース的に多いのは娘婿を養子に入れる）相続はやは
り生前に対策しておくことが有効とされておりますので、立ち止まって考
えてみる機会として掲載させていただきました。相続税に関する御相談
は最寄りの税理士及び信託銀行窓口で行うことができます。

～相続にまつわる税金のおはなし～

任に、ぜひあやかりたいものです。
「あやかる」は「憧れています」「あなたみ

たいになりたいです」という尊敬や敬愛の気
持ちを、やんわりと伝える奥ゆかしい表現で
す。要はその人をロールモデル（お手本・理
想像）として影響を受け、成長してその人と
同じ状態になりたいということです。
「○○さんにあやかりたいですね」と言われ
て嫌な気持ちになる人はいないはず。相手
の成功や能力をうらやましく思う心の内を、
素直に嫌みなく表現できます。

（３）謝罪の気持ちを表す言葉
・「申し開きのできない」
例文：ただただ、私どもの不手際です。

申し開きのしようもありません。
「申し開き」とは、失敗の原因などを追及さ
れたときに、そうならざるを得なかった理由
や事情を弁明すること。「それさえできない」
と言って、自分や自分たちの過失や責任を
潔く認めるのです。
「申し訳ありません」も「言い訳はできませ
ん」という意味ですが、「申し開きのできな
い」のほうが、謝罪の気持ちをより真摯に伝
えることができます。

（４）言いにくいことを伝える言葉
・「拙速（せっそく）に過ぎる」
例文：その判断、拙速に過ぎるのでは

ありませんか。
まずい部分や行き届かない部分はあるが、
仕上がりが早いことを「拙速」といいます。

これに「過ぎる」をつけて否定的なニュアンス
を添えたものが「拙速に過ぎる」です。
他の人をいさめるときに「拙速に過ぎるの
では？」という言い方をすると、考え方ややり
方自体を否定せずに済みます。「いい考えだ
と思うが、まだ機が熟していないのでは？」
と言われたのですから、相手も素直に耳を
傾けてくれます。
反対に時間はかかっても出来栄えが優れ
ていることを「巧遅（こうち）」といいます。

（５）勘違いしやすい言い回し
・「天地無用」
例文：
○ 中はガラス製品です。どうぞ
天地無用で。

× 箱の中身は壊れ物ではありませ
ん。天地無用で構いません。

「天地（上下）を気にしなくていい」という意
味にとられやすいのですが、この「無用」は
「心配はご無用」と同様の意味ではありませ
ん。「問答無用」と同じ使い方で、「してはなら
ない」という禁止を表します。小包などに「天
地無用」と書かれていれば、「ひっくり返さな
いでくださいね」という意味です。

（６）故事成語・四字熟語
・「虚心坦懐（きょしんたんかい）」

「虚心」とはわだかまりのない心。「坦懐」
「良い」「悪い」にとらわれず平らな心のこと。
先入観を持たず、素直に淡々と受け入れる
ことをいう。


