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おたよりについて

熱きエンジニアの秘めたる想いを聴かせてください
久富さん 独占インタビュー！

お客さんのため、

自分の技術の進化のために

エンジニアの想いを
聴かせてほしい
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徹 底 解 剖 プラス
I oT システム事 業

TD グループを支えるエンジニアたちの秘めた想いを聴かせてほしい。
ご自身のお仕事のこと、趣味のこと、将来のこと、
IoTシステム事業の久富さんに聞きました。

Q.

久富

さん

東洋電装に入社したきっかけは？

東洋電装に入社したのは設計をやってみたかったからです。前職では大手電機
メーカーのグループ会 社 でフィールドエンジニアをやっていました。公共系の
設備の更新作業や新規設備導入の作業です。フィールドエンジニアは設計との
つながりが強くて、近くで設計の仕事を見るうちに「自分で設計ができれば」
と思うようになりました。それが転職の理由です。
東洋電装以外にも何社か候補があったんですが、東洋電装が一番社風が自分に
合いそうだと感じました。縛られるのが苦手なタイプなので、自分で考えて自分
の意志で動けるのはいいなと思って東洋電装を選びました。

Q.

仕事内容を簡単に教えてください

PLC やタッチパネルのソフトウェア設計をやっています。ソフトができたら
現地に行って、実際に動くか確認します。兼任で、社内 S E としての仕事も
やっています。社員のみなさんからしたら、社内 S Eとしてのイメージの方が
強いかもしれません。今は I oT 事業の案件が 7、社内 S E が 3 くらいの割合
です。ちゃんと案件もやってるんですよ？（笑）
今やっている案件はちょっと特殊な物です。標高 6000m の
場所にある施設にソフトを納めるんです。来年の夏ごろの
予定ですが、偏頭痛持ちなので低気圧に血管が耐えられる
ように、接骨院で整備中です！
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Q.

やりがいを感じるのはどんなとき？

久富さんのプライベート

自分の作ったものが現場で動いて、お客さんに喜んでもらえると
嬉しいしやりがいを感じます。
特に嬉しかったのは自動車工場の案件ですね。お客さんと一緒に、
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「このロボを動かすにはこうしたら？」とか「こういう制御をした

特技はカラオケ

ら？」と色々模索して完成させました。最初は分からないことも

歌ってよく褒められるのは、ポルノグラ

多く、いろんな人に迷惑もかけましたが、最終的にラインが立ち
上がって、生産できる状態になった時は、とても達成感がありま
した。

Q.

フィティです。似てるって言われます。
あとハモるのが好きなのでデュエット
系もよく歌います。ハモりたい人、ぜ
ひ一緒に歌いましょう♪

大変だと感じるのはどんなとき？

他に同じことをできる人が周りにいないことが多いので、自分で
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調べて自分で考えて生み出していくのは大変です。東洋電装の案

趣味

件は、誰もやったことがない、やってみなきゃわからない、とい
うものが多いので、毎回新しい挑戦をしている感じです。大変だ
が、その分知識もつくし、これから色んな所で応用していけるな、
と感じています。より範囲を広げて動けるようになるのは良いこ
とだと思います。

フットサルとツーリングが好きです。
最近はラグビーをやろうかな、と模索
中です。体格を活かしてね。
今年はお出かけしにくいので、Netﬂix
でドラマを観ることも多いです。
TAO にもハマってます。
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やりたいこと
お金を貯めてヨーロッパ旅行に行きた
いです。ポーランド、スペイン、ベル
ギーとか、その辺。

4

好きなタイプ
さっぱりしてて、猫目の人がタイプ。

Q.

髪型はボブ系が好きです。芸能人でい
仕事でのポリシーは？

なるべく最適なものを選ぶようにしています。

うと山本彩、堀北真希みたいなお顔♡

前職の設計は、既設をそのままコピーする思考の人が多かったで
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す。その機器のスペックを活かせば良くなるのに昔のままで、と

おいたち

りあえず動けばいいというスタイル。それってもったいないです
よね。お客さんのためにもなるし、自分の技術の進化にもつなが
るので、なるべく新しいもの、一番最適なものを選ぶことを大事に
しています。

Q.

ブラジルで生まれて 10 歳までサンパ
ウロにいました。それから家族で日本
に。最初に住んだのが世田谷区で、小
学校は屋上にドームのプールがあるよ
うな都会の学校で、日本ってすごいと

誰にも負けないことは？

PLC については、複雑な演算なども自信を持ってやっています。

感動しました。しかしその後神奈川の
田舎に引っ越した時、日本の学校がみ
んなそうではないと知りました（笑）

あと、PLC が触れて、情報システムが理解できて、日本語以外
に英語、ポルトガル語がある程度分かる人って、多分日本に僕し
かいないです！
（笑）
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Start up TD!
新しくスタートしたイベントや取り組みについてご紹介します。

比治山大学 日本語表現研究の研究授業 に協力することになりました！！
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What to do

研究授業でどんなことをするの？

研究授業では、学生 4 〜 6 人で 1 グループとなり、協力企業
全 8 社のうち１社の会社概要冊子を製作します。
企業への取材交渉、インタビュー、記事の構成など、すべて学
生主体で進めていきます。
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Purpose

研究授業の目的は？

日本語表現の授業で学んでいる、調査分析、論理的思考、文章表現力を活用しながら、企業と自ら交渉して取材を進める
ことで、コミュニケーション力、調整力などを養い、地域社会や現代社会における諸課題を解決できる力を身につけること
を目的としています。
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Schedule

スケジュール

Message

済

09.25 fri

事前説明会

in 比治山大学

10.26 mon

企業説明会

in 比治山大学

11.10~30

企業取材期間

02.08 mon

完成披露・調査報告発表会

メンバ
東洋電装の参加

済

in 東洋電装
in 比治山大学

学生向けに会社概要の説明を行いました。
小田さん、野北さん、川﨑さんが参加しました。

ーより

今回、会社概要を作っていただく中で、東洋電装が「どんな会社か」「どのようなことをしているか」をしっかり
取材して頂き、製作した冊子を通じて東洋電装の魅力をお伝えし、たくさんの人に興味を持ってもらえたら嬉しい
です。
また、企業として、教育の場に貢献できる機会はなかなかないので、これを機にどんどん地域や社会との関わり
を持ち、貢献していけたらと思います。
今回は実践を通じての社会勉強もかねているという事なので、言葉遣いやコミュニケーションの取り方、作品に
ついても、気づいたところはどんどん学生さんへフィードバックしたいと思います。
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ぷち

TDニュース
NewFace 情報

志 村 佳 浩 さん

間 接

生年月日：

8月6日

血液型：

AB 型

趣味：

三線（沖縄の唄三線）

チャームポイント： ファンキーなジジィ
マイブーム：

広島の歴史

メッセージ：

皆さんのお役に少しでも立てるよう、今までの経験と
知識を出し惜しみすることなく、仕事をやっていきたい
と思います。

高 橋 良 平 さん

TD S C

生年月日：

11 月 18 日

血液型：

AB 型

趣味：

文章を書くこと（ 稀にイラスト）、合気道 、たまにライブ

チャームポイント： むしろ教えてほしい
マイブーム：

最近だと健康に気をつかうこと、文章を書くことは
一生飽きないマイブームです。

メッセージ：

社会人経験がなく、不安な面もありますが・・・
新しいことを覚えたりチャレンジするのは大好きなので、
頑張って色々やってみようと思います！
最初は色々とお聞きしたりとご迷惑をお掛け致します
が、何卒よろしくお願い致します！

内定式が行われました！
10/2( 金 )、2021年度新入社員内定式を行いました。東洋電装本社にて、5 名の内定者さんをお迎えしました。
社長とリーダーからの挨拶、内定証書授与、そしてひとりずつ自己紹介。
本社の社員全員に見守られ、始終緊張した表情を見せていた内定者のみなさんですが、内定式後の懇親会ではリラックスした
笑顔を見せてくれました。内定者のみなさん、残り少ない学生生活を楽しんでくださいね！来年の春からみなさんと一緒に
働けることを楽しみにしています！
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ひろしま企業健康宣言認定事業所に認定！
「ひろしま企業健康宣言認定事業所」の認定基準を充足し従業員
等の健康増進に積極的に取り組んでいる企業であることが、全国
健康保険協会広島支部により認定されました。
「ひろしま企業健康宣言」とは、全国健康保険協会（協会けんぽ）
広島支部が実施している制度で、従業員の健康づくりに取り組む
『健康経営』を推進しています。

①経営者自身が率先し、健康づくりに取り組みます
②健康づくり担当者を設置します
③当社の健康課題を把握し、改善に努めます
④労働基準法、労働安全衛生法などの法令を遵守します
⑤健康づくりに向けて次の取組を実施します
・感染症対策（予防接種の費用負担等）
・ノー残業デーや有給休暇取得促進の仕組みの導入
・分煙環境整備や禁煙プログラムの導入
・メンタルヘルス対策・ストレスチェックの実施

Good & New
東洋電装

高橋

東洋電装社員の、
Good なことや New なことをご紹介します。

さん

9 月の連休に北アルプス西穂高に登ってきま
コロナの影響で宿予約がギリになりましたが、高原の温泉宿にて
した。
英気を養い、翌日登山、天気に恵まれて快適な山行でした。
前半は適度に緩やか、後半はヘルメット被って崖登りの山です。
ゆっくりペースで無事下山し再び温泉。
リフレッシュ出来ました。

東洋電装

荻野

さん

毎週末ランニングしているお気に入りコースです。
ここは浅草のすぐ傍で、結構人が多いのですが、
天気の良い日だと気持ちがいい場所です。
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バロ電機
訪問記

ＢＢＱ大会が行われました！
みんなで

VALO DENKI HOUMON-KI

9 月号掲載

シャツ♪

の

夏休みの思い出フォトコンテスト

●戸谷さ

おそろ T

ん

入賞者のみなさんのもとに、
スペシャルなプレゼントをお届けしました。

●上土井

● 上井 さ ん

さん
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今月の
テーマ

イライラしたら思い出して！ストレスを最小限にするコツ
仕事をしているとイライラしてしまうことって誰にでもありますよね。しかし、イライラを表に出したり、
誰かに当たってしまうと、周りの信用を失いかねません。今回は、つい感じてしまうイライラを最小限に
して心穏やかにお仕事に励めるコツを紹介します。

人のイライラに一緒にイライラしない。

周囲の人と会話して明るい気持ちに！

人に愚痴を聞いてもらうのもイライラ解消法の一

イライラしていると、どうしても表情や態度が堅く

つですが、他の人のイライラに共感して一緒にイ

なってしまいます。休憩時間やお仕事の合間に周囲

ライラしてしまわないようにしましょう。人のこ

の人と積極的に会話して、明るい気持ちでイライラ

とにはあくまで冷静に。

を忘れましょう！

仕事に没頭しよう！

イライラするだけ損

人に言われたことを思い出してイライラしたり、

考えてもどうしようもないこと、自分では解決でき

他の人の言動が気になったりするのは、頭が暇を

ないことでイライラしていませんか？そのことで自

しているからかも。イライラする暇がないくらい

分が困っていないのなら「関係ないし、放っておこ

仕事に集中しましょう！黙々と！

う」と、見捨てちゃうのもアリです。

スーパーポジティブ変換

溜息じゃなく深呼吸

ストレスのことを「避けるべきネガティブなもの」

イライラしたら、溜息の代わりに深呼吸しましょう。

ではなく、
「 自分を成長させてくれるハードル」
「成

つい無意識に溜息を吐いてしまったと気づいたら、

功へのきっかけ」など、ポジティブな存在だと思っ

吐いた息を取り戻す気持ちで大きく息を吸い込みま

てみましょう。

しょう。頭がスッキリしますよ。

机の整理整頓

その場から離れる

イライラしたら、机の整理整頓や簡単な掃除など、

その場から離れて外の空気を吸ったり、トイレに

全然関係ないことに集中して気持ちを落ち着かせ

行って気持ちを落ち着かせましょう。イライラをエ

ましょう。仕事場がきれいになって一石二鳥です。

スカレートさせる前に、自分でコントロールする癖
をつけましょう。

極端な表現を避けよう

宇宙のことを考える

イライラしているときの思考は、大きく誇張され、

宇宙の広さに比べたら、こんなイライラ、本当にちっ

過度にドラマチックになりがちです。「絶対うま

ぽけなことです。

くいかない！」「いつも失敗する！」と怒るけど、
本当に「絶対」？考え方が極端になっていること
に早めに気付きましょう。

限界がくるまえに、誰かに助けを求めよう！
本当に苦しいときは、上司や産業医さん、信頼
できる人に相談しましょうね。

おたより
募集中

【応募方法】
【Eメール】
●氏名●掲載用ペンネーム●住所●電話番号●投稿内容
info-hp@t-denso.com
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。
【郵便】
※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。
〒731-0103
※二重投稿はご遠慮ください。
広島市安佐南区緑井 4 丁目22-25 広報担当
※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。 【FAX】
※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。
082-831-2588

