
10
2020

vol .65

分からないことが、楽しい
徹底解剖プラス

制御盤事業 製造チーム 宇野さんインタビュー

分
か
ら
な
い
こ
と

知らないことだらけ

でもそれが楽しいんです



エンジニアの想いを
聴かせてほしい
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Q.
東洋電装に入社して7 年が経ちました。
若い頃に今と同じような制御盤の仕事を
していて、その後、土木関係やトラックの
運転手を経て東洋電装へ。入社した時か
らずっと製造の仕事をしています。当時
は今より忙しかったですね。
今の仕事はほとんど社外です。現場に
行って、機械室のような小部屋が多いか
な？そこで一人寂しく制御盤をいじくっ
ています。新しい盤を設置する工事の時

どんな仕事をしていますか？

徹底解剖プラス

ちい
さい

こと
は

気に
しな

い！

制御盤事業 製造チーム

宇野 さん
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、
制御盤事業 製造チームの宇野さんに聞きました。
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Q. 楽しいところ、難しいところは？

趣味はレゲエ

宇野さんのプライベート
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Q. 大切にしていることは？

もあるし、過去に設置したものや、他の会社が設置した盤
をいじる時もあります。
東洋電装の仕事は、公共の大事な仕事。末端かもしれない
けど、社会を支えてる仕事をできるのは嬉しいし、誇りに
思っています。

四方八方に手を出しすぎて、分からないことがいっぱい。
それが面白いです。最近は簡単な工事の仕事もやるように
なったけど、知らないことだらけで……。でも新しいこと
を覚えたり、できるようになったりするのが楽しいです。
難しいこともたくさんありますよ。現場で盤が思ったよう
に動かないこととか。作業中はじっくり考える時間もない
し、焦って頭がこんがらがるし、そういう時は設計の人に
助けを求めます。今のところは、設計さんの冷静な判断を
待って対処しているけど、今後、助けを求めなくても自分
でできるようになりたいと思っています。図面を書く仕事
は少ししかできないけど、もっとできるようになりたいで
す。自分で考えて図面を書いたものを、自分で作れたら楽
しいと思わない？東洋電装はこれがやりたいと言えばやら
せてくれる。生きてるうちは、いろいろやりたいと思って
います。知らないより知ってる方がいいし、何でもできる
ようになりたいです。

できるだけお客さんが気持ちよく工事を終わらせるように
してあげたいと思っています。プロとしてね。
作ったはいいけど傷が入ってるとか、そういうことで遺恨
を残すようなことがないようにしたいですね。いつもそう
いう気持ちできちんとやっています。
お客さんの声を直接聞く機会はあまりないから、本当はど
う思っているか分からないけどね（笑）

音楽はレゲエが好きです。
奥さんとの出会いもレゲエがきっかけ
です。毎年夏になると色んなイベント
があるんだけど、最近行けていないの
でそろそろ行きたいと思っています。
外でビールを飲みながら聞きたいなぁ。

幸せだと感じること
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最近幸せだなと感じたのは、お休みの
日に子供とごろごろゲームしている時
ですかね。まだ構ってくれるので（笑）

茨城なまり？
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出身は茨城県水戸市。東洋電装に入社
する前までは水戸に住んでいました。
なまりがあるって言われます。イント
ネーションが変だって（笑）

自分の性格は

5

一言でいうとおおざっぱ。よく見ずよ
く考えずに進んで失敗することも昔は
よくありました。でも失敗してもくよ
くよせずに嫌なことはすぐ忘れるタイ
プです！

身長は183cm
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中学3年生の頃からこの身長です。
高身長だからってモテた経験はないけ
ど、ズボンの裾上げを一度もした事が
ないのは自慢です。こんなことを言う
と反感を買うかな……？

好きな芸能人

4

内田有紀が好きです♡
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事業報告&事業計画ざっくり
こんなかんじ

アクションプラン

トレンド自社製品リリース
IoTシステム開発事業黒字化開始

社内 ITスタートアップからランニングへの移行

マーケティング、ブランディング、受注全活動

事業の基盤づくり（人、顧客、パートナー）

既存製品を広げていく

新製品のリリースのスピード強化

既存顧客へ他製品のPR、機能追加

コロナウイルス感染防止のため、今年度の経営発表会は中止になりました。
各事業や各委員会の結果と目標の発表は、経営会議内で2事業ずつ行っています。その一部を簡単にご報告。

IoTシステム事業

お久しぶりに新工場情報をお伝えします。
現在、建築屋さんと相談しながら、外観、工場内の
レイアウト、内装を決めている真っ只中です。
今回は特別に、秘密の完成予想図をふんわりとお見
せしちゃいます！モザイクだけど、なんとなくシッ
クでかっこいい工場になる予感がしませんか？
社内では、新工場稼働にむけて、より良い環境やシス
テムを検討するプロジェクトもスタートしました。
完成を楽しみに待ちながら、社員みんなで協力して
理想の働く環境を作っていきましょう！

秘密の完成予想図

レイアウト、外観、内装決め、進行中！
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東洋電装のオンラインインターンはこんな感じ

参加した学生たちの声

2 0 2 2 年度新卒採用活動報告
今、東洋電装が力を入れている新卒採用活動で行っていることをみなさまにご報告します。若手社員も頑張ってるよ！

初めての

インターンシップとは、大学生が一定期間企業で働く「職業体験」のことを言います。企業で実際の仕事を体験する
ことで、企業と学生の相互理解を深めることができます。昨年までは、対面で行うのが主流だったインターンですが、
今年はコロナ禍により、オンラインで行う企業が増えてきているようです。
場所に縛られないので、コストや時間を気にせず参加でき、学生にとっては参加のハードルが低くなりますし、
企業側にとっても交通費や場所の用意などの心配がいりません。また、日本全国どこからでも気軽に参加できる
ため、より幅広い交流が可能になります。

東洋電装ってどんな会社？
まずは、東洋電装とはどんな会社なのかを知ってもらいます。
東洋電装の考え方、開発の進め方、また実際に活用されている製
品やサービスを紹介。開発時のエピソードや製品の特長は、実際
にその製品に関わっている若手社員が説明を行いました。働く
イメージが湧きやすいように、社員の男女比や年齢層、働き方改革
の取り組みなど、社員の働く環境についても紹介しました。

ブレストで開発のお仕事を体験
後半はお仕事体験ワークです。「出退表示システムにプラス機能
を追加するとしたら？」というテーマでブレインストーミング
を行いました。他の人の意見に刺激を受けたり、出てきたアイ
デアを組み合わせたりして、それぞれの個性を感じられるアイ
デアがたくさん生まれました。みんなで意見を出し合いながら
より良い製品やサービスを考えていく、ものづくりの楽しさを
体験していただきました。

ものづくりって、面白そう !
自分も成長できそうで大変興味が湧きました。

ブレストで、他の人の意見を聞きながら、
アイデアを生む仕組みに感銘を受けました。

失敗ありきで取り組み、もし転んでも新たな発見に変え、
次の価値ある製品に変換するエピソードが良かったです。

9月17日 9月25日オンラインインターン が行われました！
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TDニュース

ぷち

株式会社 TD衛星通信システム（TDSC）は、大手衛
星通信会社であるインテルサット社の通信衛星を利
用した衛星ブロードバンドサービス「PLANET-BB」
サービスを2020年 9月 1日より開始いたしました。
PLANET-BB は、企業や団体の非常事態下における
通信をサポートするサービスです。
特に現在のビジネスシーンでは、多拠点にわたる支
社や営業所、物流施設等、複数箇所にまたがって営
業活動をおこなうことが一般的になり、通常時だけ
でなく、災害時の通信インフラを準備しておくこと
は近年の自然災害の被害状況から、そのニーズは拡
大しています。

9月13日　介護用見守りセンサーまもる～のが、山形の
テレビ番組（県政広告番組）「やまがたサンデー5」の「介
護の現場を支えます！」という特集内で紹介されました。
高齢化による介護施設利用者の増加に伴い、現場で働く
介護職員の負担は増加しています。山形県で行っている
介護職員の負担を軽減するために様々な対策の一つとし
て、山形県天童市にある特別養護老人ホームつるかめの
縁様に導入されたまもる～のが紹介されました。

まもる～のは、プライバシーを守りながら生活リズムを
確認できる、利用者様とスタッフ両方に安心を提供する
先進システムです。
まもる～の本体とベッドのマットレス下に設置したセン
サーで、利用者様の睡眠・離床、部屋の環境を的確にと
らえ、スタッフは部屋に行かなくても利用者様の状態を
把握することができます。

「やまがたサンデー5」のHPから
動画を観ることができます。

TDSC　新サービス提供開始

まもる～のが山形のテレビ番組で紹介されました！

詳細はTDSCのHPをチェック！
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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

東洋電装 瀧本 さん

株式会社フォノグラム主催の、広島発の商品、サービス、技術が
見つかるオンライン展示会「ひろしまオンライン展示会 2020」
に出展中です。オンライン展示会では、動画で製品やサービスの
詳しい情報が得られます。気になることは、テキストチャットで
気軽に担当者に質問でき、気に入った商材があればですぐに資料
請求も可能です。東洋電装は、IoT 事業から「デジタル出退表示
システム」と「デジタル受付システム」を出展させていただいて
います。ぜひ一度チェックしててみてください。

広島発の製品やサービスが集まる
オンライン展示会はコチラ！

オンライン展示会に出展中

東洋電装 若宮 さん
オーダーメイドで発注したライオンキングの絵が

予定より早く届きました。
本編ではありえない大人になったシンバと父親の

ムファサが一緒にいるという形で依頼。
夕暮れの風景、シンバとムファサの親子の表情が

とても気に入っています。

★ピアノ再開しました★
お家時間が増えたので電子ピアノを買いました。
指が全然動かなくて苦労しておりますが、

好きな曲を好きな時に弾けるってやっぱり楽しい♪
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今
日
中
に

作
成
し
ま
す
！

【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

先延ばし癖を改善しよう今月の
テーマ

やらなければいけない事をつい先延ばしにして後悔した経験は誰にでもありますよね。締切に間に合わな
かったり、徹夜するはめになったり。今回はそのような失敗を繰り返さないためのポイントを紹介します。

1. 物事をちいさく分解・具体化しよう

たとえば提案書の作成の仕事の場合。「提案書を作らなきゃ」と考えると気が重いかもしれませんが、
「目的の明確化・ターゲットの設定・構想・アイデア出し・論理の肉付け・資料づくり・仕上げと確認」
というように、仕事をちいさく分解・具体化してみましょう。やるべきことがはっきりして、「まずは
これだけやっちゃおう！」と意欲がわいてくるはずです。

2. やるべきことを宣言しよう

「今日中に○○を完成させます」と、周りに宣言しましょう。
実行するというあなたの意思にメンバーからの静かなプレッシャーがプラス
されて、より実行力が高まります。

3. 考えるのをやめよう

「あれをやらなきゃ」「でもこれもやらなきゃ」「いや、先にあっちに手を付けた方がいい？」「でも急ぎ
なのはあれだし」「もう、すぐできるから、後で考えよう」これは、あれこれ考えて脳を疲れさせた挙
句に後回しにしてしまう最悪の例です。時間のかからないちいさな仕事であれば、あれこれ考える前に
さっさとやってしまいましょう。

4. 数分だけでもやってみよう

ほんの数分だけでも手を付けてみましょう。そうすると意外にやる気が出てきます。
これを「作業興奮の原理」といいますが、行動を起こしたことで脳が刺激を受け、ドーパミンが生成
され、結果やる気が起きるのです。この原理をおおいに利用しましょう。

5. 終わったら盛大に祝おう

困難なタスクを終わらせた時は、思い切り満足感に浸ってください。
自分へのご褒美を用意するのもおすすめです。やるべきことをすべて終えれ
ば、誇らしい気持ちになるはず。次の仕事へのやる気も湧き、夜もよく眠れ
るでしょう。

おわったー！


