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（2022.05.01入社／東京事業所）
この度、東京事業所に配属になりました、Mと申

します。前々職では小売業（スーパーマーケッ
ト）で製造と接客業務に6年程携わり、前職では営
業として半年程務めておりました。趣味はツーリ
ング、スノーボード、ゲームなどです。IT業界での
経験が浅く皆様にご迷惑をおかけすることも多い
と思いますが、一日でも早く戦力になれるよう精
進して参ります。どうぞご指導、ご鞭撻の程宜し
くお願い致します。

（2022.05.01入社／本社第二設計部）

本社に配属となりました、Sと申します。前職で
はコールセンター業務に携わっておりました。趣味
はアニメ、漫画、ゲームで、そのキャラクターのイ
ラストを描くのも好きです。今まで6か月間派遣社
員として働いてきましたが、正社員になるにあたっ
てより一層気を引き締めていきます。宜しくお願い
致します。

（2022.05.01入社／新潟オフィス）

新潟オフィスに配属となりました、Kと申します。
新しい同僚、オフィス、環境と新しいことばかりで
不安もありますが、新たな業務に対する意欲の方が
勝っております。至らぬ点もあるかと思いますが、
1つずつ仕事を覚え成長して参ります。趣味はバス
釣りです。バスが食った時に手元に伝わるインパク
トが最高です。どうぞよろしくお願い致します。
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（2022.05.01入社／新潟オフィス）

新潟オフィスに配属になりました、Sと申しま
す。前職では映像に関するソフトウェア開発を中
心に作業しておりました。趣味は音楽鑑賞とドラ
イブです。一日でも早く業務に慣れて貢献してい
ける様に日々努力して参りますので、どうぞ宜し
くお願い致します。

（2022.05.01入社／新潟オフィス）

この度、新潟オフィスに配属となりました、H
と申します。前職では、コンシューマーゲームの
開発に携わっておりました。趣味は、ゲーム（主
にNintendo Switch）、ゲームの個人製作などで
す。ご迷惑をおかけすることが多々あるかもしれ
ませんが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

（2022.05.09入社／高崎事業所）

この度、高崎事業所に配属になりました、Oと
申します。前職では、ポータルサイトの管理・運
用に携わっておりました。趣味は筋トレ、アウト
ドアです。時々簡単なお菓子を作ったりしており
ます。開発の経験、知識が無いに等しく、皆様に
ご迷惑をおかけすることも多いと思いますが、少
しでも早く一人前になれるように精一杯努めます
ので、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

～入社社員紹介～

どんな仕事をしているの？

郡山オフィスの仕事は大きく二つに分類され、メンバ比
率は、エンベデッド系 35% ：業務系 65%となっています。

・エンベデッド系ビジネス

郡山オフィスのエンベデッド開発領域は、自動車にまつ
わる機器／機能の開発をしています。

車載向けの音響機器であるアンプ製品やエアコン操作部
の制御、パワーステアリングの制御部を開発しています。

開発している音響機器製品については、自動車メーカー
さんのOEMを担当する場合が多く、イエローハットさん
やオートバックスさんに代表される店舗で扱う製品は少な
いのが現状です。しかもハイブランドのモデルが多い為、
我々が手にする事はなかなか。。。

この記事を読んでいる方には、是非とも購入して頂き、
我々が関わった製品についてレビューしてください！

対象製品を知りたい方は、ご連絡頂ければいつでもお教
えします。

郡山市はどこにある？どんな町？

郡山市は平成20年に音楽都市を目指す都市宣言をし、「楽都(が
くと)郡山」と呼ばれています。市民オーケストラやコーラスも盛
んで、小中学校の合唱部・管弦楽部は全国のコンクールで多数受
賞しています。

楽都宣言と全く関係ないのですが音楽繋がりでは、ミュージ
シャンのGReeeeNはメンバ全員が郡山の奥羽大学の歯学部卒と言
われており、郡山駅前には代表曲の一つである「扉」にちなんで、
扉が設置されました。扉ってなんだそれ？と思った方も多いと思
います。あえて写真は掲載しませんので、気になる方は是非とも
郡山駅に足を運んでみてください。

郡山オフィスから見えるJR郡山駅西口風景

どこにあるの？

郡山オフィスはJR郡山駅西口の目の前に位置しています。住所
もそのまま「福島県郡山市駅前2丁目10-16」です。そのため、電
車通勤メンバにはとても便利なロケーションになっています。

コロナ禍で無ければ、オフィス近隣には多くの飲食店、居酒屋、
カラオケ店があり、ちょっと飲みに行く事や会社のイベントにも
もってこいの環境にあります。

～郡山オフィスは「こんなとこ」で「こんなこと」をしています。～

・業務系ビジネス

スーパーストリーム株式会社様のSuperStream-NXという
「財務会計システム」の製品開発や企業様向けの基幹システム
のフルスクラッチ開発を行っています。

SuperStream-NXとは

1986年の発売以来会計製品の導入社数は10,000社を超え、そ
の内上場企業は800社を超えています。会計以外にも人事・給
与、経営分析機能もあります。RPAやAIソリューションもあり
ますので、ご興味ある方はメーカーHPを訪ねてみてください。

ちなみに、SuperStreamユーザ会の会長は、本社地区でもな
じみのある、いわき市に本社があるスーパーのマルトさんです。

SuperStreamのキャラクター
「ケイリー」くんです。

↓ こんなUIです。
WPF使ってます。

※ 郡山市観光協会HPより。

郡山市はここです！

※ 郡山市HPより。

がくとくん
です

郡山メンバの住まいは、郡山市、西白河郡、白河市、
石川郡、福島市、会津若松市、田村市、須賀川市とバ
ラエティーに富んでいます。ご興味がある方は、地図
を見てご確認ください。

結構距離がある事がわかります。。。

宇都宮オフィス 懇親会（2022/4/21）

2022年4月21日
(木）に宇都宮オフィ
スで全体会議終了後、
歓迎会を兼ねた懇親
会を開催しました。

コロナ禍ではあり

ますが、全国で非常事態宣言が明けたこともあり、感染防
止をしながらの実施となりました。

オフィス内、アルコールなしでの開催で盛り上がりに欠
けてしまうのではないかという心配もありましたが、全く
の杞憂に終わりました。食べきれないほど大量に用意され
たピザやお菓子、お弁当を食べつつ、各々会話を楽しんで
いる姿が見られました。テレワークで人と顔を合わせて話
をする機会も減ってしまっているためか、お互いの近況や

～リロクラブからのご案内～

最近の仕事のことなど、色々な会話が飛び交っていて会話
が止まらないといった感じでした。

新メンバーや普段会えないメンバーと交流ができ親睦会
を開いた意味を感じるとともに、宇都宮オフィスのメン
バーの仲の良さも見られて大変有意義なひと時でした。

次回、親睦会イベントが開催できるか分からない状況で
はありますが、工夫をしながら宇都宮オフィスの結束が強
まるような催しを開催できればと思っております。

◇◆福利厚生倶楽部 5月のおすすめサービス◆◇
■ふくりだより5月号

★美術館・博物館特集
全国の美術館や博物館の一部をご紹介します

■TOPICS ボディメイク特集

夏に向けてそろそろ準備をはじめましょう！

★おすすめエリアのホテル4選+周辺の美術館
人気の避暑地や観光地をエリアを厳選してご紹介します



2～同好会①～ 3～同好会②～

東日スポーツ（野球同好会活動報告）（2022/4/10）

女子マネージャーも募集しています！
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無失点リレーで快勝！！

昨年の秋季大会の結果をうけ、第1シードとなり春季大会2
回戦からの登場となった。

試合が動いたのは3回、K選手の内野安打を皮切りにH選手、
T選手の連続適時打と相手のまずい守備もあり5点を先制した。

投げては先発・H選手、2番手T選手、3番手K選手と細かい
継投で相手打線に的を絞らせず無失点リレーで春季大会初戦
を勝利で飾った！

適時2塁打を放つT選手

好投するT選手

先制ホームを踏むK選手

東日技研野球同好会通算成績：1勝

TEAM 1 2 3 4 5 6 7 計

東日技研 0 0 5 0 0 0 0 5

Z 0 0 0 0 0 0 0 0

2022年4月10日（日）第28回春季市内選手権大会２回戦

先制タイムリーを放つH選手

先制タイムリーを放ったH選手の談話
「まずは先制点をということでランナーを返すことを考えて
打席に立ちました！逆方向の意識が最高の結果になりまし
た！次も打てるよう精進します！！」

カード・ボードゲーム同好会活動報告（2022/3/19）

今回はボードゲームア
リーナを利用してオンラ
インで活動しました。
ボードゲームアリーナと
は実際に存在するボード
ゲームをオンライン上で
プレイすることができる
サービスです。

今回プレイしたボード
ゲームは「FLUXX」
「BANG!」「HANABI」
「ラブレター」です。こ
の中でも特に盛り上がっ
た「BANG!」をご紹介し
ます。

「BANG!」は「保安官」「保安官補」「ならず者」「裏切
り者」に分かれて、敵対する陣営を銃で撃って倒していく西
部劇をモチーフにしたゲームです。最初は保安官以外の役職
が公開されていないので誰が敵や味方なのかほぼ分からない
状態で始まります。

今回は早々に保安官を撃ちに来た方がおり、開幕から激し
い撃ち合いに。保安官は途中でならず者を減らすことができ
ましたが、間違って保安官補を倒してしまい窮地に追い込ま
れます。最後は数の差で押し切られてしまい、ならず者陣営
が勝利しました。

今回のようなボードゲームアリーナはもちろん、Discord
とココフォリアを用いたTRPGのオンラインセッションも定
期的に開催していきます。

映画同好会 活動報告（2022/1/30）

～鑑賞作品 「パラサイト 半地下の家族」
（2019年、韓国／スリラー、コメディ）～

第37回活動は、ポン・ジュノ監
督「パラサイト 半地下の家族」を
鑑賞しました。出演はチェ・ウシ
クほか。今回は新型コロナウイル
ス感染拡大に伴い、在宅鑑賞会で
す。

【作品あらすじ】 鑑賞後、メンバーからは「本作
に対して『食わず嫌い』だった。
コメディかと思いきや、結末では
全く違ったテイストになっており、
言葉を失った」「序盤は主人公家
族の思い通りに進みすぎる嫌いが
あるが、楽しんで見られた。作品
の意図が分かれば、更に楽しめる
のでは」「韓国映画に対する先入
観があったが、今作は新鮮味が
あった。終り方がモヤモヤしたと
ころが気になった」「後半から予
想外の要素が入り込むものの、慌
ただしい結末を含め、所々の非現
実的な設定が気になった」等の感
想が交わされました。

第37回活動に参加したメンバー
（写真は各自で撮影）

韓国のあるアパー
トの半地下に、全員
が無職の4人家族が
生活していた。長男
で浪人生のギウは、
名門大学に通う友人
の紹介で、IT企業の
社長・パク一家の邸
宅に身分を偽って家
庭教師として入り込

チェ・ウシク演じる浪人生のギ
ウ（写真右）は身分を偽り、資
産家に雇われる

む。パク夫人が息子のために絵画の家庭教師を探して
いることを知ったギウは、妹・ギジョンを後輩の大学
生と偽り、絵画の教師として夫人に雇わせる。その後
もギウとギジョンは策略を巡らせ、父と母までも経歴
を偽って邸宅に雇い入れさせるが、その邸宅には思い
もよらぬ「秘密」が潜んでいた…という物語。

映画同好会 活動報告（2022/2/27）

～鑑賞作品 「フォックストロット・シックス」
（2019年、アメリカ・インドネシア／アクション・SF）～

第38回活動は、ランディ・コロ
ンピス監督「フォックストロッ
ト・シックス」を鑑賞しました。
出演はオカ・アンタラほか。今回
は新型コロナウイルス感染拡大に
伴い、在宅鑑賞会です。

【作品あらすじ】

ない微妙な映画」「ストーリーが
分かりやすく、俳優陣の知識がな
かったので展開が読めない分、楽
しめた。しかし、このジャンルの
映画にしては重厚感に乏しく、死
の描写や人物像が軽い感じ」「ア
クションは勢いがあって良かった。
CGによる戦闘シーンの描写は、C
級ホラーな感じで笑ってしまった。
食糧危機という世界設定が、あま
り本筋に絡んでこないのが残念」
「主人公の行動原理が個人的動機
に依存する部分が大きく、共感を
得にくい。また、敵・味方の登場
人物が多いものの扱いが軽く、必
然性が弱いので物語が冗長になっ
ている印象」等の感想が交わされ
ました。

第38回活動に参加したメンバー
（写真は各自で撮影）

2031年のインドネシアが舞台。

国会議員のアンガ（オカ・アン
タラ、写真左）は反政府組織を
掃討する作戦を提案する

ダーである女性・サリと対面する。彼女は、長年にわ
たり行方不明になっていた記者であり、アンガの婚約
者だった。アンガは軍隊時代の仲間とともに、わずか
6人でピラナスを打倒するため立ち上がる…という物
語。

鑑賞後、メンバーからは「よくあるパターンの物語
かと思いきや、まさかの展開で切ない気持ちに。最後
にどんでん返しがあり、多少は報われた。何とも言え

元海兵隊で国会議員
のアンガは、独裁体
制を敷き民衆を弾圧
する政党・ピラナス
のフィクサー達に働
きかけ、革命を訴え
る反政府組織の掃討
を提案。ところが、
アンガは反政府組織
に誘拐され、彼らの
アジトで組織のリー

映画同好会 活動報告（2022/3/27）

～鑑賞作品 「最高の人生の見つけ方」
（2007年、アメリカ／コメディ・ドラマ）～

第39回活動は、ロブ・ライナー
監督「最高の人生の見つけ方」を
鑑賞しました。出演はジャック・
ニコルソン、モーガン・フリーマ
ンほか。新型コロナウイルス感染
拡大に伴い、在宅鑑賞会です。

第39回活動に参加したメンバー
（写真は各自で撮影）

【作品あらすじ】 やはり俳優の力がすごい。笑いあ
り、涙あり、最後まで飽きずに観
られる作品」「主演俳優二人の安
定感が光った。衝突するけど最終
的にきれいに着地するストーリー
も心地良く、映画見たなー、って
感じが満喫出来た。ややきれいに
終わり過ぎている感もあったが、
良作」「余計な要素がなく、あっ
という間に見終わった印象。人生
の終わりは仕事にではなく、遊び
に費やしたいという主人公二人に、
考えさせられた」等の感想が交わ
されました。

ジャック・ニコルソン（写真
右）とモーガン・フリーマン
の二大俳優が共演

素晴らしい冒険の旅に費やすことを決意する…という
物語。

鑑賞後、メンバーからは「大御所2大俳優の掛け合
いが面白い。死期が近い主人公という重い設定なのに、
どこか心を洗われる爽快感があった」「2回目の鑑賞。

がんのため、とも
に余命半年を宣告さ
れた実業家と自動車
修理工が主人公。一
緒の病室になり意気
投合した二人は、
「死ぬまでにやりた
いこと」をリスト
アップし、残りの人
生を病院ではなく、

映画同好会評価【8.0/10点】
※本評価は同好会の独断・偏見に基づくものです。

映画同好会評価【4.5/10点】
※本評価は同好会の独断・偏見に基づくものです。

映画同好会評価【6.7/10点】
※本評価は同好会の独断・偏見に基づくものです。


