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わたしのビッグニュース !!
2018 年総括

趣味ができた

　　西原浩俊

甲子園 夏の大会を球場で観戦！

済美の大逆転劇は最高でした

　　　　　　　　　　山崎翔小型船舶の免許を取った。

あれだけ毎日見ていた FACEBOOK を

見なくなってから約 1年。

他人の生活は他人の生活であると実感した。 　　

先月 (10 月 ) に電鍵 ( モールス用 )

を購入しました。アマチュア無線

を再開しようと思っています。

祝・福岡移住

　　　糸久真

引っ越ししました !! 気分一新 

妻と楽しくやってます !!

　　　　　　　　　武田幸也

今年のビッグニュース！！

PS4を購入し、流行のMHWをプレイ中。

HRを上げて、上位に行けるようになる !!

今年は東洋電装に入社したので、

それがビッグニュースです。

今まで接客の仕事だったので、

GWやお盆休みがとっても

うれしいです。 　　　　鍵本明子

長男、成人！

私を一番成長させてくれた

大切な存在。信じること、

待つことを教えてくれました。

家族全員健康でした。

ビッグなニュースなんて

特になかったな・・・

家族みんなで

温泉旅行に行きました。

　　　　　　　阿津地京子

マツダスタジアムのパーティー

席でカープ観戦できたこと。

試合は負けましたが、

いい思い出です。

娘とヤフオクドームへ野球観戦

デートをしました。野球も見れて、

おいしいものも食べて大満足でした。

来年はどこに行こうかなー !!

ふむふむセンサー

離陸 !!

（・・・させたい）

　　　　　木村稔昨年以上に時間がたつのが

はやいとかんじたこと

豊田晃己

①次女が結婚したこと

②二人目の孫の誕生

③シンガポールに初めていったこと

④初めてUSJ に行ったこと

⑤広島テレビの小嶋アナウンサーが会社に来たこと

⑥湯崎知事と昼食会をしたこと

⑦世耕経産省大臣と写真をとったこと

⑧ゴルフの前の組で黒田がいたことに加えて一緒に

　ラウンドしていた一人が友達だったこと

⑨家の前の川で鮎が釣れたこと

⑩老眼になったこと

長男が志望校に合格した事。

次は次男なんだが・・・( 汗 )

長男が高校生になったこと。

ちょっと前におむつを替えてたのになと

早いものです。いつか来る家を出て行く

日まで、できるだけ同じ時間を過ごして

いきたいです。

娘の靴のサイズが

私と同じになった事

　　　　　瀧本由加

今まで生きてきた中で

一番体重がビッグです。
私と同時期に入社した方が

2人も退職したこと

ずっとビールが

キツくなってきた。

戸谷さんが髪を切ったこと

上井さんの髪がボージョレ―

ヌーボー色になったこと

桑原弘明

驛場啓之

木原達司

平川晃基
熊原直子

宇野正則

角谷久美子

中井豊

新田明美

佐藤枝美子
大林弘幸

内藤茂之

藤田武志

江口法子

上ありさ

久富和真
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スマホ。。デビュー

　　　キーナ裕子

びっくりニュース。

ポンコツ社員はどこまでもポンコツだった！

初雪の日に、社員の YYさんと食事した後歩いていた時、

YY「明日の帰りは雪の中スーツケース転がすの大変だー」

山口「今日、持ってませんでしたよね？？」

YY「・・・あ、レンタカーのトランクに入れっぱなしだー」

山口「ホテルチェックインした時気づきませんか？」

YY「気づかなかったーーー」

台風や豪雨で 2度も舞台を見に行けなくなった。

それに対する主催者の対応が驚くほど違ったこと。

娘に続き、息子もお遊戯会で

センターを取ったこと
引っ越しました。

カープ三連覇！

カープ地元優勝戦を観戦！

CS突破戦を観戦！

日本シリーズを観戦！

来年こそカープ日本一 !!

東洋電装に入社したこと

三人目ができました！

3兄弟です！

知らない所で新聞に

写真が載っていたこと

広島県民から

東京都民になった !

びっくりニュースです。

EX-IC カードの名前が

「YAMAZAKI YUUGI」になっていたこと

なんと言っても東洋電装に

入社できたことですね。

カープのセ・リーグ優勝の

試合を生で観戦できたこと！

3月 3日に 2児長男が誕生！

家族が一人増えて、

またにぎやかになりました。

折出家楽しみ増量中！！

人生初 新幹線で足止め。

１つは大阪地震で広島から東京に

向かっていたところ岡山で止まる。

もう 1つは西日本豪雨で東京から

広島へ向かっていて大阪で止まる。

上土井優武

初めてプロ野球のオールスターゲームを

見に行けたこと。他球団の応援歌を堂々

と歌えて楽しかった♪

次女小学校入学

三宅麻規絵

家族 増し増し♡

娘の写真が

雑誌に掲載された

　　　　井上真博

出張で長野の北アルプスに行った！

＆

人生で初めてヘリコプターに乗った！

兄 1人・姉 2人と前厄、後厄で私自身も本厄

なのに今の所みんな元気で過ごせた事♪

まだ油断禁物です !!

長男の就職先が決まりました。

一安心です。

今年もう少しありますが、

家族みんな大きな病気とかなく

過ごせた事がビッグニュースです。

ゆるゆるだった作業ズボンが、

はちきれそうです・・・

初めて車同士の事故を経験したこと

思った以上に冷静になるものだなと思いました

週末婚 ( 笑 )

付かず離れず程よい距離感がとても心地良い！！

週末には主人の大好物を作ってあげようって、

やさしい気持ちになれるんですよね♥

桑原健太

折出大輔

竹重一矢

山根清孝

福田健一

中川梢

桑原康明

光嶋美宙

越智喜一

野北美穂

青山達也

西尾恭平

岡田祐介

金重修一

藤山修

山口史紘

山崎裕二
佐々木祐一

坂口英治

上井宏子

綿谷玲子

石田明浩

戸谷朱里
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東洋電装のブースでは、IPインターホン型

非常電話を展示させていただきました。

当製品は、従来の電話機の更新により、IP

インターホンを活用した新型非常電話です。

音声と映像で現場の状況を把握することが

できます。

IPインターホン型非常電話

高速道路を支える技術が集結

高速道路の安心・安全・快適を支える

「点検技術」「新製品」「サービス」が

揃った展示会が、10月30日と31日の

2日間名古屋市で行われました。ロープ

アクセス点検のデモンストレーションや、

高所作業のVR体験など、ワクワクする

ような企画もあり、たくさんのお客さん

で賑わいました。

福祉用具の最先端

新商品や人気の福祉用具が多数揃った

展示会が下関にて行われました。展示

会場では、専門スタッフによる製品の

性能や仕様についての詳しい説明や、

実演・体験など楽しめる企画も行われ

ました。東洋電装のブースにもたくさん

のお客さんにお越しいただきました。

介護の IoT 化をサポート

東洋電装ブースでは、介護福祉業界

の IoT化をサポートするシステムを

展示。自社開発製品である「みまもり

シートセンサーふむくる」の他に、

スマホ連動の呼出しシステムや、

従業員同士や利用者のご家族と情報

共有できる介護記録システムを紹介

いたしました。

展示会レポート

下関福祉用具展示会
in下関市民会館

11 月 9 日

東洋電装の展示を発見！

東洋電装ブースはこちら！

新型非常電話をご紹介！

展示会レポート

イノベーションNAGOYA2018
in 名古屋市中小企業振興会館

10 月30 日、31 日

丁寧にご説明します。4



岡田祐介さんを
意外と知らない?!

出身地

理系文系体育会系？

あだな

好きな食べ物

尊敬する人

直したいところ

生まれ変わったら？

みんなにおすすめしたいこと

挑戦したいこと

好きな寿司ネタ

好きなラーメンの味

最近始めたこと

得意科目・苦手科目

スポーツ歴

死ぬかと思ったこと

呉市

落合 陽一

どんな子供だった？

子どもの頃の将来の夢

特技

ファッションのこだわり

毎日のルーティン

好きな音楽

好きな映画

オススメのご飯屋さん

マイブーム

座右の銘

やんちゃ

サッカー選手

肉を焼くこと

高いものは何で高いのか
理由を知って納得して買う

飲むヨーグルト

Dr.Dre

親に孫の顔を
見せてあげたい知り合いの寿司屋に行くこと

寿司レベルを上げたい

バルセロナのカンプノウ
FCバルセロナの本拠地

47都道府県制覇

仁義なき戦い

焼肉ジャンボ in白金

珍来軒 in呉（呉冷麺）

仔豚 in呉（カレー）

今の将来の夢

今楽しみなこと

行ってみたいところ

死ぬまでにやりたいこと
去年、野球観戦中に
熱中症になったこと

寿司屋に通える人
になりたい

焼肉

人 見 知 り

ありすぎる
個人的に聞いてください

とんこつ

感性を磨きたい !

アートの勉強中

温故知新

文系
社会 /数学

岡ちゃん

中高サッカー部
今はもう体力がない…

メッシになりたい

カンパチ

アートを

意識してみるようにしてる
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東洋電装ニュース

ぷち

東洋電装社員の、
GoodなことやNewなことをご紹介します。G o o d & N e w

今年も寒くなったのでパーカー付きのアランニットに
挑戦しようと思います。来年の冬が目標です。

キーナ 裕子さん

次女(中3）が文化の祭典の
ポスターコンクールで
優秀賞を貰いました！

阿津地 京子さん

IoTコンサル事業の HP が OPEN しました！

IoTコンサル事業の HP が OPEN しました。
実績やサービス内容などの情報がドンドン更新されています。
必見なのが豆知識のコーナー。IoT にまつわるちょっと役立つ
コラムを定期的に公開していくので、これからも要チェック！

HPはこちらからどうぞ
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「最近ハマっているクラシック音楽な件」について

なんとか上手い事絡めてお話したいと思います。

皆さんはクラシック音楽と聞いて、何を思い浮かべるでしょ

うか？

人？曲名や曲のフレーズですかね？楽器はなんでしょう？

【人】

歴史上もたくさんいると思いますが有名な「バッハ」や

「モーツァルト」、「ベートーヴェン」etcなど、誰でも

聞いたことのある名前ではないでしょうか？

名前を聞くだけで音楽の教科書に載っている「クルクル

カールで頭のでかい人」・・・・・、ぐらいは思い当たり

ますよね。（※１

私も名前と肖像画が一致しませんでしたがｗ。

【曲】

いろいろありますが、

バッハ　＝　Ｇ線上のアリア（※２

モーツァルト　＝　トルコ行進曲  （※３

ベートーヴェン　＝　運命

知っている（聞いたことある）曲名もあると思います。

どれも有名なフレーズは聞いたら少し先まで分かるような

ものばかりで、テレビやラジオは勿論、いろいろな媒体、

場所で使われております。

（※１ クラシック好きの方に、ごめんなさい）

（※２ 組曲からの編曲されたもの、らしいです）

（※３ 第～～の～～楽章、のなんとかの・・らしいです）

クラシック音楽が人の脳や体調、気分などにも影響が

ある事は言うに及ばず、例えば、美しいメロディは心が

安らぎますし、壮大な組曲は自然と活気が沸いてきて、

緩急のある情熱的な曲はテンションも上がります。なんと

言ってもその美しい旋律を奏でるクラシック音楽はいい

なと感じております。

（語句が書いてて少し恥ずかしいｗ）

クラシック音楽について

合原 勇一さん

糸久 真さん

先に記載した楽曲については200～300年前に作曲され、

現在までに弾き継がれております。

すごくないですか！？

いくら形がないものとはいえ、200年も前です！

名曲といわれ、これだけ長く、そしてこれからも人類史上

忘れられることのない「良いもの」です。

（頭ボンバーの人、ええ仕事してるって思った人→※１）

さて、ここからコラムっぽく本筋にもどします。

そんな我々は物作りからシステム提案まで色々しており、

発信、創出していくものは「有形」も多いです。

そして基本的に不変ではなく「変化」させていく物です。

我々の製品で身近に言えば高速道路を走ると視界に入って

くる物を見て「あ、これは・・」と言えることも100年先

までありつづけるか！？

もちろん年月や世の中の動きにあわせて道路事情も変化して

いくでしょうけど、「必要」で「良いもの」ですから形を変

えても残っていくと思っております。

他にも世の中のブレイクスルーや役立つ「良いもの」の創造

をしたいところですが、まずは時代の流れに合わせて足元、

目先、10年先。

そしていつか歴史に残る、

ベートーヴェン　＝　運命

東洋電装　＝　○○○○

（みんなの名前）＝　○○○○

・・・みたいな。

ちょっと一休みがてら普段聴かない人もクラシック音楽を聴

いてみては如何でしょうか？

癒されて良いですよ。

ピアノを弾きながら糸久さんへパスします。
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また会いたいと思わせる言葉今月の
テーマ

また会いたくなる人は「別れ際の一言」が違います。
打ち合わせや会食を終えた後、みなさんはどんな言葉を口にしますか？少し意識して言い方を
変えるだけで、好印象な” また会いたい” 人になれるかもしれません。

また会いたいと思わせるのに大事なのは「別れ際の言葉」です。商談や打ち
合わせといったビジネスの場だけでなく、プライベートの集まりやパーティー
などでも、別れ際にどんな言葉を伝えるかで、その後の付き合い方に変化が
生じます。
よく耳にする別れ際の挨拶といえば「今日はありがとうございました」「お世話
になりました」などです。もっとフランクな場面では「お会いできて良かった
です」「楽しかったです」などがよく聞かれます。これらの表現ももちろん悪い
わけではありませんが、これにプラスして次につながるような言葉を伝えると
印象アップにつながります。
その次につながるような言葉として、オススメしたいのが「またお会いしま
しょうね」です。
みなさん「またお会いしましょうね」と相手に伝えられたらどう感じますか？
先に示した言葉よりも、嬉しく感じませんか？

別れ際の一言で印象アップ

人は、今日を最後に別れるようなイメージをにじませている人よりも、未来を
感じさせる人に、親近感を覚える傾向があるそうです。
「さよなら」よりも「また会いましょう」の方が嬉しく感じるのはそのためです。
気遣いのできる人でも、用件が済んだ後に交わす別れのあいさつにはつい
気を抜いてしまいがちです。相手を自分だと思って、心を込めて別れの言葉を
伝えましょう。

「またお会いしましょうね」に対して、相手が「では、いつお会いしますか？」
と返答してくることもあるかもしれません。その時は間違っても「今、忙しい
ので」とか「今月は無理」など、相手の好意を無にするような返し方は避け
ましょう。喜んで応じるのが礼儀です。

未来を感じさせる人

【応募方法】
------------------------------------------------
●氏名●掲載用ペンネーム●住所●電話番号●投稿内容
を記入して社員へ手渡し、または E メール、郵便、FAX にてお送りください。
------------------------------------------------
※掲載にあたり、文章に手を加えさせていただく場合がございます。
※二重投稿はご遠慮ください。
※掲載された方には薄謝をお送りしますので、住所・氏名・電話番号は正確にお書きください。
※ご記入いただいたあなたの個人情報は、この企画の目的以外には使用いたしません。

【Eメール】
info-hp@t-denso.com
【郵便】
〒731-0103
広島市安佐南区緑井4丁目22-25  広報担当
【FAX】
082-831-2588

おたより
募集中

また会いましょうね♪


