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社 報
4～本社産業医講話（島田外科医院 島田 裕先生より）～

（2022.07.01入社／東京事業所）
7/1付で東京事業所に配属となりましたFと申し

ます。前職では、お客様向けにシステムの開発や
業務改革の提案を行っていました。また、一時期
は営業部門でお客様企業との新規の協業ビジネス
検討も行っていました。若くはありませんが、
HEAVY METALが好きです。よろしくお願いいた
します。
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（2022.07.01入社／土浦事業所）
土浦事業所に配属になりました、Oと申します。

前職では生産管理システムのテスト、デバッグ、
詳細設計をしておりました。趣味はデジタルアー
トの作成、甘い物を食べることです。会社の一員
として力になれるよう努めていきますので、これ
からよろしくお願い致します。

～入社社員紹介～

頭痛に悩んでいませんか？
頭痛にはさまざまなタイプ・原因があり、実に300種類を超えると

いわれています。頭痛のタイプは、大きく分けて一次性と二次性の2
つがあります。一次性頭痛は、他にはっきりとした原因や疾患がなく、
繰り返し起こる慢性的な頭痛です。片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛な
どが代表的です。二次性頭痛は、他の疾患が原因で起こる頭痛で、く
も膜下出血、脳腫瘍、髄膜炎などがあります。ここでは一次性頭痛を
中心にお話しします。
片頭痛は若年期に発症する、発作反復性・片側優位性・拍動性の頭

痛です。前駆症状を認めることがあり、約3割の患者に閃輝暗点など
の前兆を生じます。緊張型頭痛は、以前は筋緊張性頭痛とも呼ばれて
いました。肩こりなど首・肩回りの緊張が原因と考えられています。
細かい字を書いたり読んだり、パソコンのモニターを長時間見るよう
な職業の人に多い病気です。後頭部を中心とした圧迫感、頭重感が主
たる症状です。群発頭痛は比較的まれで、男性に多く、一側の眼窩部
から側頭部がえぐられるような激痛発作を生じます。
有病率は片頭痛が8.4％、緊張型頭痛が22％、群発頭痛が0.01-0.1％

です。片頭痛と緊張型頭痛で30％を超え、国民の3人に一人が慢性頭
痛に悩まされていると言っても過言ではありません。
片頭痛や緊張型頭痛の発作の誘因の一つとして首肩こりがあります。

頭痛の予防法として頭痛体操をご紹介します。また、雨の日や天候の
悪い日に体調不良や頭痛を生じる「天気病（気象病）」が最近注目さ
れています。これは自律神経の乱れが原因です。対処法の一つとして
耳マッサージを紹介します。

（2022.07.01入社／仙台事業所）
この度、仙台事業所に配属となりました、Sと申

します。前職では、web地図アプリなどの開発に携
わっておりました。趣味はゲームで休日になると時
間を忘れて没頭していることもしばしばです。コロ
ナ禍のため、前職からややブランクが空いておりま
すが、早く勘を取り戻し、皆様に貢献できるよう努
めて参りますので、宜しくお願いします。

（2022.07.01入社／新潟オフィス）
新潟オフィスに配属になりました。Fと申します。

前職でWebプログラマーとしてシステム開発・保
守を行ってきました。趣味はプログラミング、
ゲームです。この業界は未経験ですが、1日も早く
お役に立てるよう精一杯頑張りますので、よろし
くお願いいたします。

～水戸事業所の外岡さんが母校で講演～
令和4年6月21日（火）、茨城県水戸市で、大学の出身者に、

現在携わっている仕事内容やその面白さを紹介してもらい、学
生の見識を広めることを目的に行われる「能力開発演習」に、
Tさんがゲストスピーカーとして登壇し、多くの学生を前に熱
弁を振るいました。

選手達のディスカッション内容に興味深く
聞き入っている安島取締役とGさん

安島取締役の講義に耳を傾ける選手達

最後に参加選手、講師、参加企業の皆様で記念写真

茨城アストロプラネッツは当社がスポンサー契約をしており
ます、プロ野球独立リーグ・ルートインBCリーグの球団であり
ますが、令和4年7月1日（金）13時より「茨城アストロプラネッ

演習に参加した学生は、某
学部３年生のおよそ80名です。
演習の冒頭、Mが当社の会社
概要を説明し、その後、Tさ
んが自作のパワーポイント資
料を基に「プログラマとはど
んな職業か」「プログラマと
SEの違い」「プログラマに必
要なもの」について説明をし
ました。
今回の演習に向けて準備をしてきたTさんは、「今の時代、

知識は簡単に得られるため、経験を伝えることを重視して資料
を作成した。私が学生だった時も、単なる知識ではなく、それ
らをどう活用したかが聞きたかったこともあり、どのような知
識を得て、どのように活用したかが伝えられるような構成にし
た。」ということで、工夫を凝らしながら資料作成に当たった
とのことです。また、演習後、Tさんは「最初こそ少し緊張し
たものの事前の練習の甲斐もあり、スムーズに話すことができ
た。自分のペースだけでなく、学生たちが資料に目を通すのに
合わせて話すことを意識していました。この講義をきっかけ

に、学生たちがIT業界に進
んでくれると、とてもうれ
しいです。またこのような
機会があれば、ぜひ参加し
たいと思います。」と感想
を述べていました。学生側
の反響としては、「最も興
味深かったのは、プログラ
マに必要な事についてです。

プログラマには、C言語やJavaなど専門的なことに加えて、
コミュニケーション能力や問題発見・解決力・提案力などさ
まざまなスキルが必要だということを初めて知りました。」
「ITと言うと、理系の学生以外にはあまり接点のないものだ
と勝手に感じていましたが、文系からの出身も多くいること
から意外と身近なのだと思った。そして、社会に欠かせない
業界であることは間違いないため、就活はIT業界も視野に入
れて考えたい」など、ITに対
して理解が深まったとの意見
が多く聞かれました。当社と
しては、今後もIT業界や東日
技研への理解を深めてもらう
べく、このような機会があれ
ば積極的に参画していきたい
と考えております。

～球団キャリアデザインプログラムで東日が講話～

ツ・キャリアデザインプロ
グラム」が笠間市内の球団
施設で開催され、当社から
は安島取締役とGが出席し
ました。
キャリアデザインプログ

ラムとは、茨城アストロプ
ラネッツの現役選手が、自
身のこれからのキャリアを
考える場であり、第二回の
今回は「なりたい職業、そ
の職業の役割や必要な能

力」について普段どう
いった意識で仕事に取り
組んでいるかをテーマに
討議しました。
現役選手３５名が５グ

ループに分かれ、前半は
グループ毎にテーマディ
スカッションを行い発表
する内容。後半はゲスト
ティーチャー(当社ほか
３社)によるミニ講義が

に必要な能力、どのような意思が必要かについて説明を行い、
入社される方の６割はプログラミング未経験であることや、
文系未経験の方の入社が増えていることを話しました。一般
の方が持っているIT業界への苦手意識を少しは取り除けたか
なと思います。
今回の活動を通じて茨城アストロプラネッツの選手達のセ

カンドキャリアが豊かになることと、当社にご縁ができるこ
とを願っております。
ちなみに、茨城アストロプラネッツの今シーズン戦績は、

まさかの１位！！(7/5現在)この調子でシーズン優勝とドラフ
ト選手輩出を期待しましょう。また、今年も9/4(日)に日立市
民球場で当社の特別協賛試合「茨城アストロプラネッツVS読
売巨人3軍」の試合も開催予定です。皆様のご来場、応援をお
待ちしております。

行われました。当社は安島取締役が、職業観と大切なこと、当
社(IT業界)の仕事、当社の役割を熱弁していただき、選手、
コーチ、球団職員の皆様も聞き入っていました。私はその職業

（2022.07.01入社／東京事業所）
この度、東京事業所に配属になりました。Yと

申します。直近５年ほどは、ITインフラ系の仕事
に従事しておりました。内容的には、運用・保守
から構築までは経験しております。一日も早く会
社の戦力になれるように努力していきたいと思い
ます。
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～おすすめスポット紹介（北茨城）～

本社第一設計部 開発四課 新人歓迎会（2022/6/10）

第一設計部開発二課及
び開発三課の新人歓迎会
を令和4年6月24日(金)に
開催しました。新型コロ
ナウイルスのこともあり、
抗原検査の実施や感染予
防対策をしながらの実施
となりました。開催場所
は勝田駅付近です。
歓談が落ち着いた頃、

本年度の新人であるGさ
ん、Oさん、Hさん、H
さんに自己紹介をして頂
き、グループの垣根を越

珍しい品種も多々

本社第一設計部 開発五課 新人歓迎会（2022/6/17）

北茨城事業所周辺のおすすめスポットを紹介致します。

6/10(金) 日立市内のホ
テルにて開発四課の新人
歓迎会を行いました。皆
さん久しぶり？の食事会
だったのか大変盛り上が
りました。ここ数年はコ
ロナの影響で、このよう
な食事会が出来なかった
鬱憤が溜まっていたのか
もしれません。参加者は
10名でしたが、10名では

映画同好会 活動報告（2022/5/29）
～鑑賞作品「ＡＮＮＡ／アナ」（2019年、アメリカ・フランス／アクション）～
映画同好会評価【5.6/10点】※本評価は同好会の独断・偏見に基づくものです。
第41回活動は、リュック・ベッソン監

督「ＡＮＮＡ／アナ」を鑑賞しました。
出演はサッシャ・ルス、ヘレン・ミレン、
ルーク・エヴァンズほか。
【作品あらすじ】

1980年代後半のソビエト連邦に暮ら
す女子大生のアナは、恋人による暴力か
ら逃れるため海軍に志願するが、KGBに
スカウトされ、暗殺任務に就くように。

モデルや女優として活動する
サッシャ・ルスが主人公・アナを演じる

第41回活動に参加したメンバー

昨年度新卒入社で本社第一設計部に開発五課に配属のMさ
んをはじめ、中途入社のKさん、Aさん、Mさんの４名の歓迎
会を大甕駅付近にて行いました。コロナウイルスによる会食
等自粛の影響により課全体で集まるのは久しぶりということ
で、事前の抗原検査を行うなど、これまでとは異なる準備も
ありましたが、無事開催となりました。
始めに課長も兼任されているSさんからご挨拶を頂き、会は

スタート。料理や会話を楽しみながら、和やかなひと時を過
ごしました。会の途中、主賓の４名から自己紹介も兼ねたご
挨拶を頂き、入社してからの思い出やこれからの仕事への意

～親睦会①～

気込みを語って頂き、場を盛
り上げて下さいました。
会の最後にはKさんから締

めのお言葉を頂き、幕を閉じ
ました。普段は業務で関わり
が少ないメンバー間でも親睦
を深めることができ、楽しく
過ごすことができました。
深めた親睦で課一同団結し、
これからもより一層会社を盛り上げてまいります。

広すぎる開放感のある部屋でした。コロナ対策も各自の席に
アクリルのパーテーションがあり、席も離れていたので安心
して参加出来ました。
料理は７品のコースで普段食べないような内容で非常に美

味しく頂きました。途中でIさん、新人のYさんに最近の仕事
や趣味について一言ずつ頂きました。

また、課の代表としてOさん、Nさんのお二人にお話を伺い、
更に時間も許したので、他参加者全員にも各自が思い思いに歓
談を楽しみました。話し出すと皆からツッコミがあったり質問
があったりして各自の趣味嗜好が見えた気がします。
最後はSさんに締めて頂き解散となりました。今後はこのよう

な会合が定期的に開催できればよいなと思います。

集合写真① 集合写真②

会食と挨拶

本社第一設計部 開発一課 新人歓迎会（2022/6/17）
開発一課では新卒のK

さん、Mさんの歓迎を
6/17(金)勝田駅周辺で行
いました。コロナ禍によ
る会食自粛の影響でこの
ような機会は久しぶりで
皆の期待が高まる会です。
事前に抗原検査を行い感
染対策に万全を期しての
開催となりました。
健康診断によるバリウ

ムの影響が深刻なOさんより挨拶と乾杯の発声をいただき歓
迎会はスタート。落ち着いた雰囲気の中Ａ５ランクの常陸牛
に舌鼓を打ちました。
食事が一段落後、新人を含め全員で自己紹介を行いました。

新人以外は簡単に済ませる予定でしたが、久しぶりの会食で

皆さんのスピーチが盛
り上がり、主役である
新人の自己紹介が手短
に感じる結果となりま
した。
会の最後にはSさん

より締めの言葉をいた
だき新人の躍進を祈念
し閉会となりました。
会場のテーブル配置が離れてしまう

という幹事痛恨のミスを補って余るほ
ど楽しく過ごすことができました。開
発一課の原動力に新人のひときわ輝く
若い力を加えることができたので、加速して会社を盛り上げる
ことができると感じます。

集合写真

ユッケ

タン

高級焼肉に思わず舌鼓

本社第一設計部 開発二課・三課 新人歓迎会（2022/6/24）

久々の会食に一同、笑顔

会食の様子①

会食の様子②

えて趣味の話題で盛り上がる事が出来ました。最後にKさん
から締めのご挨拶と一本締めの音頭を取って頂き閉会となり
ました。新人の方々は、今回、同僚や上司の普段とは異なる

一面を見て、より馴染むことができたと思います。これから
は、仕事やビジネスマナーを身につけていただき、本社第一
設計部開発二課及び三課の一員として、一緒に盛り上げてい
きたいと思います。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。

集合写真

毎年６月中旬から７月中
旬にかけて、北茨城華川町
にあります「北茨城 あじ
さいの森」にて、あじさい
祭りが開催されています。
今年も６月１１日(土)か

ら開催されており、期間中
に楽しめる品種は様々です。
全期間を通すと1200品種2万8千株の花園は日本最大級との事
です。入場料は大人500円、中学生以下300円となりますが、
あじさいが五分咲き以前は入場料が無料となります。
施設内にはそば道場が隣接し、通常ですと美味しいお蕎麦を

堪能する事もできますが、現在は新型コロナウイルスのため、
そば道場での飲食は休業中となります。
あじさいは土のPH(酸性土)により、同じ品種でも色が変わ

るそうです。酸性土では青系に、中性・弱アルカリ性ではピン
クに変わります。土壌改良によって様々な品種や色が楽しめる
との事です。
施設内(そば道場)の管理により維持されている個人私有地

なので、観光地のような整備は中々出来ず、道が歩きにくかっ
たり、休める場所がなかったりと、不十分さは否めませんが、
広大な散歩道をのんびりと散策するには良い場所です。
お時間がございましたら、自然の中を散策してみてはいかが

でしょうか？

～親睦会②～
仙台事業所 新人歓迎会（2022/6/17）
令和４年６月１７日（金）に仙台事業所へ配属された新卒社

員６名と中途入社１名の方々に対する新人歓迎会が行われまし
た。依然として新型コロナウイルス感染拡大が続いているとい
う状況を踏まえ、仙台事業所、分室、自宅をリモートで結ぶオ
ンラインでの開催となりました。
冒頭にFさんからお話をいただいた後、続けて乾杯のご発声

を頂きました。その後各自が自由に歓談し、和やかな雰囲気と
なってきたところで新たに入社された７名の方々の自己紹介と
いう運びとなりました。Zoomを介しての自己紹介ということ
もあり、新人の方々は少々緊張している様子も見られましたが、
入社後の意気込み、目標といった内容を披露していました。

歓迎会の様子

その後も社員同士での会
食・歓談が続きましたが、
会の途中でSさんからの中
締めをはさみ、最後にMさ
んによる締めという流れに
なりました。
歓迎会を終え、新入社員

の方々と社員の親睦がより
深まったのではないかと思
います。新人の方々には今後、仕事を進めていく中で社会人と
して多くの事を学び、仙台事業所の一員として活躍して頂ける
ようになって欲しいと思います。

～同好会～

数年の後、アナはフランスでモデルと
しての活動を隠れ蓑に、諜報や暗殺に従
事していたが、ある時KGBの諜報員であ
ることをCIAに見破られ、拘束されてしま
う。アナは命と引き換えにCIAの二重スパ

イとしての活動と、恐るべき作戦の実行
を迫られる…という物語。
鑑賞後、メンバーからは「典型的なス

パイ映画。ショートヘアの強い女性が登
場する、という監督のパターンだけは完
璧だった」「暗殺の目的がよく分からな

い場面もあったが、時間軸の見せ方が面白
かった。最終的には歯切れのよい終わり
方」「殺し屋の美女が屈強な男たちを、こ
れでもか、となぎ倒していくアクション映
画。物語にもう少し工夫が欲しい」等の感
想が交わされました。

ディジタルコンテンツ同好会 活動報告（2022/6/24）
７月で会計年度が切替わるということで、慰労と親睦を兼ね

た食事会を行いました。
美味しいお寿司や新鮮な生牡蠣、柔らかジューシーな牛肉の

たたきに舌鼓を打ちながら、各メンバーの近況や活動状況につ
いての情報交換、今後の活動方針や予定などの話し合いを行い
ました。当同好会は「ディジタル」と「コンテンツ」という広
い定義の生産物を自分なりに吸収し、「アウトプット＆シェア
していけたら良いじゃないか」という名目で活動しています。
技術習得や資格勉強から、読書、ゲーム、アニメ等、内容は

各会員で自由に決めてもらい、月に一回は連絡とって、たまに
は集まって何かしよう、といった感じのゆるい集まりです。


	スライド番号 1
	スライド番号 2

