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～みずほ銀行からの御案内～
お取引情報の電子化について
今までは、加入者個々に対して

「お取引状況のお知らせ」が定期
的に届いておりましたが、今後は
電子による御案内を希望し登録さ
れた方に対しては、電子配布によ
るサービスが開始されることにな
りました。電子での閲覧・保存期
間は掲載日から12ヶ月後の月末(暦
日)となりますので御注意願います。
また、電子による受取りを希望

されない方につきましては、従来
通り書面での通知が行われます。

確定拠出年金法改正の動向
企業型確定拠出年金(DC)加入者

のイデコ(iDeCo)加入の要件が緩和
されます。(2022年10月施行)
上記により、マッチング拠出と

イデコどちらを利用するか選べる
ようになります。イデコの加入要
件にはマッチング拠出を利用して
ないこと等が定められています。

～入社社員紹介～

～事業所紹介【メディカル事業部(小山事業所)】～
<小山事業所について> 駐によるSE支援やソリューションサー

ビス等を行なうSEサービス事業を行
なっております。
また、「内臓脂肪の正確な計測」に

関する医療現場での高い実績と唯一医
学的エビデンスを有する「ファットス
キャン」はプログラム医療機器の製造
販売業を申請、平成27年9月に国内で初
めて「内臓脂肪の正確な計測」のソフ

トウェアとして認証されました。
小山駅から小山事業所までは大体徒

歩で10分程です。小山駅東口を出ると
すぐ目の前に「白鷗大学の本キャンパ
ス」があり、そこから南へ水戸線沿い
を5分ほど進むと踏切が見えて来ますの
で右折して踏切を渡ります。そのまま
直進に5分ほど進むと小山事業所が右手
側に見えて来ます。

た。メディカル
事業部(小山事業
所)は医療機関向
けに電子カルテ
システム (e-Jシ
リーズ)を中心と
した医療情報シ
ステムの開発、
販売、保守､アフ
ターサービス等
のコア事業とお
客様先常駐､非常アクセスマップ 小山事業所 業務風景

メディカル事業部は平成20年7月にメ
ディカル事業本部として設立されました。
設立当初は、最寄駅から遠い立地に社

屋を構えておりましたが、平成29年1月
に小山駅近くの現在の場所へ移転しまし

小山事業所の最寄り駅である「小山駅」は、都内へのアクセスもし
やすく新幹線も停車する駅となっております。現在小山駅は都内まで
通勤する方も多く、駅周辺は開発が進み続々と高層マンションが建設
されております。また、東京方面だけではなく前橋や高崎方面といっ
た「両毛線」・笠間や水戸方面といった「水戸線」も乗り入れており
利便性が抜群です。例えばメディアでも多く取り上げられている「あ
しかがフラワーパーク」は、両毛線一本で行くことが出来ます。あし
かがフラワーパークは、ご存じの方も多いでしょうが藤の花で世界的
にも名所となっております。
2018年には「あしかがフラワーパーク駅」が開業し、栃木県内では

35年ぶりにJRの新駅が設営されました。実際に新駅を目の当たりにし
ましたが、あしかがフラワーパークからは目と鼻の先にあり、最盛期 あしかがフラワーパークローズガーデン

に駐車場がなかなか停めにくいなか気にせずにアクセスできる為、初めて行く方や電車で来られる方にもおすすめです。
藤の花で有名なあしかがフラワーパークですが、藤の花が見頃で一番の最盛期である4月中旬～5月中旬以外も様々な催しが

あり一年中楽しむことが出来ます。秋～冬にかけての現在はイルミネーションが美しくインスタ映え必見スポットです。
また、著者が個人的におすすめなのは5月中旬～6月上旬が見頃のローズガーデンです。
色とりどりの薔薇が咲き誇り花たちの香りがとてもいい匂いで癒されます。季節的にも外出に丁度いい気温で、最盛期から

少し落ち着いているため、ゆっくり園内を見て回ることが出来ます。小山駅にお越しの際は、あしかがフラワーパーク駅まで
足をのばしてみてはいかがでしょうか。

～永年勤続表彰～
令和4年2月10日（木）

本社2階会議室にて永年勤
続表彰が執り行われまし
た。今年度は勤続30年が1
名、20年が15名、10年が
7名の合計23名が表彰され
ました。これまでは勤続
20年が最高年数の表彰と
なっていましたが、今回

（2022.02.01入社／北茨城事業所）
この度、北茨城事業所に配属となりました、Mと

申します。前職では、障害者福祉施設にて総務をし
ておりました。趣味は、ボードゲームと卓球です。
週1回、友人達とこれらで遊ぶことがあります。
初心者で至らない点が多々あると思いますが、何

卒よろしくお願い申し上げます。

（2022.02.01入社／東京事業所）
東京事業所に配属となりました、Kと申します。

前職では、エンジニア関連の会社におり、派遣先で
はプロジェクタの検査業務をしておりました。趣味
は、スポーツ観戦で、テレビ等で観る事がほとんど
ですが、ジャンルは幅広く観ます。特に応援してい
るチームは鹿島アントラーズと東北楽天ゴールデン
イーグルスです。また、お笑いを見たり、音楽を聴
いたりすることも好きです。至らない点などでご迷
惑をおかけすることもあるかと思いますが、努力し
て参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

（2022.02.01入社／東京事業所）
この度、東京事業所に配属となりました、Sと申しま

す。前職では、ブラウン管・液晶の製造工場で設計・製
造、生産管理の作業効率をよくするためのプログラム作
成、管理、運用指導等を行っていました。趣味は映画鑑
賞と散歩(運動不足の為)です。今まで社内SE・PGしか
行ってきませんでしたが、今後は新たに社外システムの
開発、保守を経験して、ステップアップしていきたいと
思います。ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願いします。

はGさんが勤続30年を迎えられ、初めての勤続30年の表彰
ということで、コメントをいただきました。
「この度は永年勤続にて表彰して頂き、誠にありがとうご
ざいます。入社から現在までの30年間にはトラブルもあり
大変な事が多々ありましたが、会長、社長をはじめ皆様方
のご指導、ご支援により乗り越える事ができ、永年勤続表
彰を受けられた事をとても感謝しています。これからも水
戸事業所の所長として事業所の発展のために日々精進し
ていきたいと思いますので、ご支援、ご協力の程、宜しく

～ＡＥＤ講習会実施～

令和4年1月19日13：30より本社2階会
議室にてAED講習会を開催致しました。
当日は業務の合間を縫って、本社第一設
計部、第二設計部より各々3名、管理部
より4名の方々に御参加頂きました。1時
間という時間でしたが、応急手当の重要
性(目的・必要性)をご説明頂き、その後
は人形やAEDの体験版を使用しての心肺
蘇生法(救命処置)を実技体験しました。

（救命の手順）①安全確認⇒②反応確
認⇒③助けを呼ぶ⇒④呼吸確認⇒⑤胸
骨圧迫⇒⑥AEDで電気ショック
（AEDの利用方法）①フタを開けると
自動電源ON②電極パッドを胸に貼る③
エネルギー充電後、ボタンを押すだけ
コロナ禍の為、AEDの使用率が低下

しています。ハンカチ等で施術を受け
る方の口を覆えば、感染リスクを抑制
できますので、有事の際にはAEDを利
用したいと思います。

応急手当の重要性を説明

った状態(心室細動)の心臓に対して、電
気ショックを与え、正常なリズムに戻す
ための医療機器です。
2004年7月より医療従事者ではない一

般市民でも使用できるようになり、空港、
駅、学校等、人が多く集まる所を中心に
設置されています。AEDは操作方法をガ
イドしてくれるため、簡単に使用するこ
とができます。また，心電図を自動解析
し、電気ショックが必要な方にのみ電気
ショックを流す仕組みになっています。

AED(自動体外式除細動器)ってなに？
AEDとは、痙攣し血液を流す機能を失

救命処置訓練（胸骨圧迫）

救命処置訓練（AED利用）

<最寄駅周辺の観光スポット>

お願い致します。」



2 3～地方文化の紹介～ ～同好会～ つづき

映画同好会 活動報告（2021/10/31）
～鑑賞作品【4DX鑑賞会】「DUNE／デューン 砂の惑星」（2021年、アメリカ／SF）～
映画同好会評価【3.5/10点】※本評価は同好会の独断・偏見に基づくものです。

第34回活動は、ドゥニ・ヴィルヌーヴ
監督「DUNE／デューン 砂の惑星」を鑑
賞しました。出演はティモシー・シャラ
メ、レベッカ・ファーガソン、オス
カー・アイザックほか。原作はアメリカ
の作家フランク・ハーバートによる1965
年初出のＳＦ小説シリーズ。
今回はユナイテッド・シネマ前橋にて

同好会初の4DX鑑賞会となりました。

遭遇。ポールは絶体絶命の危機をかいく
ぐり身一つで砂漠に逃れるが、過酷な環
境の砂漠にはさらなる危険が待ち受けて
いた…というお話。

【4DXとは？】
韓国企業が開発した、映画館用の環境

効果装置で、映画の場面に合わせて座席

【鑑賞後】
メンバーからは「完結する作品と

思っていたが、本作は『パート1』。少
し暗い雰囲気の物語は嫌いではないが、
4DXの演出は、席の背もたれが動く等、
やりすぎの感があった」「作品の展開
が遅く、あまり印象に残らなかった。
4DX演出は本作とは相性が悪く、アク
ション作品向け」「鑑賞後にシリーズ1
作目だと知った。展開が遅く、退屈。
4DXは真剣に見なくても楽しめる作品
向けでは」「原作が50年以上前の小説
ということもあり、目新しさが少ない。
4DXは直感的な作品向きで、ホラー作
品等で鑑賞したい」等の感想があり、
4DX装置と作品との相性を考えさせら
れる鑑賞会でした。4DXシアターは、振動や風、水しぶき等が体感

でき映画との一体感をより楽しめる趣向

仙台事業所 サッカー同好会

今回は仙台事業所サッカー同好会の活動拠点である
ＭＩＦＡ 仙台を紹介したいと思います。我らのホーム
グラウンドである「ＭＩＦＡ仙台」は2018年にオープ
ンした比較的新しい施設となっています。
オープニングイベントには元ベガルタ仙台 千葉直樹

さん、ウカスカジーのメンバが来ていたようで大いに
盛り上がったことでしょう。
http://mifa.co.jp/activities/3775.html

フットサルコートを3面完備、全天候型屋根付きコートなので天候に左右
されることなくフットボールを楽しむことができます。ロッカー・シャ
ワールームやキッズスペース、Wi-Fi環境などの設備も完備しています。
そんな中、我らメンバは月1程度のペースで練習を行っています。（冬季

期間中は各自自主トレ！）未経験者からベテラン、さらには子供たちを巻
き込んでの混合チームでゆったりとしたフットサルを楽しんでます。今ま
では年に2回ほど大きな大会に参加していましたが、コロナ禍で大会自体が
できていない状況です。今年は・・と思いつつ汗を流す日々。
メンバ随時募集中です！

お疲れ様です、テニス同好会です。昨年12/11に実施した活動内容についてご報告します。

令和4年度 テニス同好会活動報告

▼テニス＠フットサルグリーン日立
コロナ渦で２年程活動が出来ない期間が続きましたが、近日コロナ

陽性者が減少傾向にあり、茨城県の対策Stageも”1”に緩和されたため、
久しぶりに活動を再開しました。ただし、今回はテニスのみの活動で
食事会は控える方針としました。（代わりにお弁当を配布）それで8名
の方にご参加いただきました！コート予約の都合上、1コート1時間だ
けのレンタルとなってしまいましたが、ダブルスで、うまく交換しな
がら、白熱したラリーを繰り広げられました。ご参加いただいた方々、
大変お疲れ様でした！！

▼お弁当＠肉屋半七（はんしち）
配布したお弁当は、本社からも近い肉屋半七（はん

しち）さんの常陸牛ステーキ弁当でした。非常に柔ら
かくて美味な常陸牛ステーキが、疲れた身体に染み渡
り、至福のひと時を味わえました。また、コロナ渦で
食事会が厳しい場合は、利用させて頂きたいと思いま
す！次回行事開催は3月頃を予定していますので、よ
り多くの皆様のご参加をお待ちしております！

地元のお店紹介（土浦編）

土浦で地元の人から長年愛され
続ける老舗の中華料理店「福来
軒」のれんこんカレーラーメンを
ご紹介します。
土浦と言えば！！れんこんは生

産量日本一、カレーは毎年11月に
土浦カレーフェスティバルが開催
されており、その中でナンバーワ
ンカレーを決定する「C-1グランプ
リ」で、福来軒は1位を獲得した事
もある名店です。

看板上に書い
てある「みつ
けて下さい！

あなただけの
味！」がポイ
ントです！！

メニューも
豊富！！レ
ンコンの魅
力もありま
すがリピー
ター続出！

第34回活動は同好会初の4DXによる映画鑑賞

【作品あらすじ】
西暦1万190年の未来。皇帝を頂点とす

る帝国が宇宙を支配する中、アトレイデ
ス公爵家は、貴重な資源「メランジ」を
産出する砂漠「デューン」を持つ惑星ア
ラキスの統治を命じられる。
アトレイデス家の後継者であるポール

は、父親である公爵とともにアラキスに
降り立つものの、ある夜、兵団の襲撃に

が振動したり、風や水滴の噴出、スモー
クやフラッシュの視覚効果など、映画の
臨場感を最大限に引き出せるという。

れんこんの唐揚げがラーメンの上に
のっていて、麺にもれんこんが練りこ
んであります。スープがカレー味で、
その上に追いカレー！！あまり辛くな
いのでとても飲みやすく奥深い味です。
れんこん唐揚げはシャキシャキして、
衣にも味が付いてとってもいいアクセ
ントです。炒めた野菜（キャベツ・人
参・もやし・青梗菜）も沢山のってい
て、シャキシャキで美味しかったです。
そう言えば、常連さんが野菜炒め定食
やタンメンを注文していました。こち
らも人気の様です！食べ終わった後は、
とても幸せな気分になり、お店の名前
の通り福を味わう事が出来ました！！

卓球同好会 本社支部活動報告～2021/12/19 東京選手権茨城県予選～

コロナ流行後全然活動できておりませんが、感染者数が落
ち着き、試合が再開されましたので、会長1人で東京選手権の
予選に出場してきました。出場種目は年代別。
5セットマッチで行われるため、3セット先取した方が勝利

となります。いざ、試合開始。相手は関東大会での優勝経験
もあり、自身で卓球教室の経営もしている選手。
1セット目。相手の調子が上がっていない様子。会長のドラ

イブの回転量が相手のミスを誘って先取。2、3セット目は相
手の戦術が変わり、会長の攻撃が入らなくなって相手に2セッ
トを奪われリードを許す展開に。。。

11 - 9

5 - 11

9 - 11

12 - 10

9 - 11

東日技研 卓球めぐり

～同好会～

地方の郷土料理（大阪編）

地方の郷土料理という事で、時期は少し遡って
しまいますが「お雑煮」について紹介したいと思
います。
お正月の定番・お雑煮といえば具材はもちろん

のこと、すまし汁から味噌汁、あずきの煮汁など
地域によって様々な種類があります。
皆さんの地域ではどんなお雑煮が食べられてい

ますか？私は母が大阪出身のため、実家のお雑煮
もいわゆる関西風で白味噌のお雑煮でした。具は
細切りの大根と人参で、焼いたお餅を入れて食べ
ます。（具の味付けに「いりこだし」を入れると
旨味が引き立って尚良し…とのこと）白味噌の甘
みと大根、人参の相性が抜群で、お餅にもよく絡

後がなくなった4セット目、ミスをしない様繋ぐ卓球に切り
替え、相手に打たせる戦術に転換。それが見事にハマり、カ
ウンター炸裂！このセットをとって2-2とし、相手に追いつく
ことに成功。そしてファイナルセット。

みとても美味しいのですが、おかげでつい食べ過
ぎてしまいます…涙
ちなみに白味噌仕立ての由来は室町時代の京都

にあるそうです。確かに、京都料理には白味噌が
多く使われているイメージがありますよね。
記事を書くにあたり他の地方のお雑煮の事も少

し調べたのですが、入っている餅の形や味(餡入り
など)も地域によって違うんだそうです。関西では
一般的に丸餅（円満・角を立てない）を入れるら
しいのですが、私の家では丸も四角も関係なく
入っていました。関東ではすまし汁の雑煮を食べ
ると伺ったので、機会があればぜひ食べてみたい
と思います。

お互いの持ち味を出し合いながらも、 8-10で2点のビハイ
インド。打ち合いに勝って9-10にしたものの、最後を決めら
れゲームセット。残念ながら勝利とはならずでした。試合は
負けてしまいましたが、なんと2022/3/15から行われる東京
選手権の茨城県代表に選出されました。
コロナが落ち着くことを祈りつつ、練習に励んで本大会で

も頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします！！

【試合結果】

れんこんカレーラーメン
麺は自家製麺でれんこんを練りこんでいるそうです

通常のラー
メンの他に
つけ麺も提
供していま
す！


