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Kabe Office
Pre-open Event!
可部事業所がついに完成しました！

可部事業所完成披露式 2021.12.17

ようやく新工場が完成しました！
正式名称は「可部事業所」です。
東洋電装の制御盤事業が丸々この
新事業所に移り、12月より約 30
名の社員が可部事業所で働いてい
ます。そして、12月 17日には、
プレオープンイベントとして来賓
の方々をお招きし、完成披露式を
行いました。

お客様に社内をご案
内。

綺麗なオフィスや新
しい

設備、システムをみ
なさ

んに紹介しました。

乾杯の音頭はバロ電機の田中社長。全員に乾杯のドリンクがいきわたるまでの間は田中社長のやさしいトークショー。

立派な酒樽の
鏡開きを行いました！
幸運を祈りながら、

酒樽のふたを叩き割ります。

CHEERS!

YOISHO-!

WELCOME

OFFICE TOUR!
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司会進行は

総務チーム
の

小田さんで
す。

GOOD JOB

締めの挨拶は、
制御盤事業リーダーの越智さん。式の運営に関わった社員たちへのねぎらいの言葉に涙腺を刺激された社員も多かったみたい。

THANK YOU
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東洋電装のロゴマークが
リニューアルしました。

1

2

「まもるーの」から「ZipCare」に
社名を変更しました。

NEW THINGS
新しくなったことがあるよ

今の、そしてこれからの東洋電装に合った
ロゴマークにリニューアルしました。

堅実な技術者集団
太いゴシック体をベースにした右パーツ
（D）の力強さのあるシルエットが、TD の
技術力、信頼、堅実さを表現しています。

未来を創るイノベーティブな姿勢
左パーツ（T）の流線形のシルエットと
グラデーションが、積極的でイノベーティブ
な TD の姿勢を表現しています。

コーポレートカラーである黄色に赤をプラス
したカラーは、いきいきと働く TD 社員の
生命力と、「最後まであきらめない」情熱
を表現しています。

企業イメージを一新し、より良いサービス
を展開するために、2021 年 12 月 22 日
( 水 ) より『株式会社まもるーの』から
『株式会社 ZipCare（ジップケア）』へ社名
変更しました。

社名変更に伴い、ホームページもリニュー
アルしました！
引き続き、新着情報や介護現場で役立つコ
ラムなどを発信していきます。
ぜひご覧ください！

ホームページも新しくなり
ました！

社章も新しくなりました！
みなさん着けてくださいね

新ロゴを使った新名刺も
登場！順番に配布中です。
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08 プログラミング

先月プログラミング言語についてご紹介しましたが、私としたことが肝心の「プログラミング」についてご紹介し忘れて
おりました ( 汗 )! タイトルにもある通りゼロからの IoT ということで前回と順番は逆になってしまいましたが、ずばり
プログラミングとはについて今月はご紹介していきます。

プログラミングとは
プログラミングとはコンピューターに行ってほしい「作業の指令を作成する」こと。私たち人間の言葉をコンピューター
は理解できないので、コンピューターにはコンピューター専用の言語を用いらなければいけません。そのコンピューター
専用の言語が先月ご紹介した「プログラミング言語」です。また、このプログラミング言語を使って作成された指令を
プログラムといいます。

プログラムとは
プログラムとはコンピューターに実行して欲しい「一連の作業を順番に言葉にした」もの。
例えばお菓子のレシピのように決められた順番に沿って処理されて行きます。プログラムの和訳は「番組表」や「計画」、
「予定」というように私たちが普段使っている言葉と同じなんです。

いや～、難しい言葉の連続ですね…。
言ってしまえばプログラミングは指令書で、プログラムは進行表です。

Instagram、Twitter、LINE などの SNS をはじめ、Google Map やApple Music など私たちがいつも使っている
アプリなどはプログラミングで作成されていて、私たちの毎日にとっても身近なものです。

プログラミングでできること

実は 2020 年から小学校でプログラミングが必修化していたんです。
現在エンジニア不足がささやかれていますが、今の小学生が社会人になる約 10 年後にはエンジニアが続々と
生まれているかもしれませんね。

ちょいメモ　2020年、小学校でプログラミング教育が必修化！

DX工場完成まで
まだ間に合う！

ゼロ からのIoT 太
田
さ
ん

と一緒に学ぼう！

アプリケーションの開発

スマホ・PC・家庭用ゲームなど、様々なゲームはプログラミングによって作られています。ちなみに同じスマホゲーム
でも Android 向けか iOS 向けかによって用いられるプログラミング言語は異なるんです。

ゲーム開発

最近よく聞く AI の分野でもプログラミングは活躍中です。例えば自動走行の車が注目されていますが、周囲の状況を
リアルタイムでデータ変換し、加速やブレーキといった動作はすべてこのプログラミングで成り立っています。

AI分野
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TDニュース

ぷち

フエニックス・コンタクト社の「ソリューション パートナープログラム」の
オフィシャルパートナーになりました。

秋冬インターンシップ１day 仕事体験を開催しました！！

バロ電機工業が「事業再構築補助金」に採択されました。

東洋電装は、ドイツのインダストリー４.0 を産業オートメーション分野でリードするフエニックス・コンタクト社「ソ
リューション パートナープログラム」のオフィシャルパートナーとして、サービス提供を開始しました。本プログラムは、
フエニックス・コンタクト社の幅広い産業用通信機器、テクノロジー、インダストリアルスタンダードを、より安全で
円滑にご利用いただけるよう、包括的なサービスを提供していく為のプログラムです。

2023 年卒業の学生向けインターンシップを開催しました。
事業内容や仕事内容はもちろん、東洋電装で新入社員研修にも採用されている『プロジェクトマネジメント』を座学やワーク
を通じて、社風や職場を体験して頂きました。
＜オンライン開催＞11/26　＜対面開催＞12/15、12/23

「事業再構築補助金」とは、ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業
構築を支援するもので、今回バロ電機が “ロボットシステム事業に取組み新規分野での顧客獲得” で採択されました。

●フエニックス・コンタクト社の東洋電装参画告知ページ

●フエニックス・コンタクト社ソリューションパートナープログラム
　参画者掲載ページ
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TD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

このプログラムは、近年注目が集まる「働きがい」をキーワードに、広島県の働き方改革先進企業の経営者が、共に学び・
考え、情報をシェアし、高め合うことで、自社の経営戦略・組織づくりに繋げる参加型のプログラムで、第１回と２回の
プログラムに参加いたしました。
引き続き、広島県の働き方改革先進企業として、取り組んでいきたいと思います。

第１回　「従業員にとっての働きがいとは何か」　2021 年 10 月 14 日 オンライン開催
第２回　「働きがい向上のために取り組んでいること／これから何ができるか」　2021 年 11 月 9 日 会場開催

「令和 3 年度 働き方改革先進企業経営者 ミーティング HIROISHIMA」に
参加しました。

東洋電装で年末の大掃除が行われました！

越智さん東洋電装

2021 年は魚を捌くことにはまりました。
最初の頃は、骨に身が残ったり、身が潰れたりと
見た目にも残念な状態になったりしていましたが、
YouTubeの魚を捌く動画を視聴しながら、日々
精進中。
最近は捌けていないですが、うろこ取りやいろいろ
な包丁の購入をしましたので、季節のいろいろな
魚に出会ってみたいです。
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【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

ペット自慢コンテスト
社員のみなさんの投票で、ペット自慢コンテストの大賞が決まりました！
みなさんご協力ありがとうございました。

結果

発表
！

ルル / 坂本さんち

仲良し姉妹のお昼寝タイム

ハク / 桑健さんち

おしっこダメよ

甥っ子（2 歳男

児）を警戒する

フロちゃん

クーバー / 吉本さんち

みんなにはクーちゃんと呼ばれ、

12 歳になるおばあちゃんです。

いつも母の職場へ一緒に出勤し

て、お客さんに可愛がられます。

アタシも働いてるの！と言わん

ばかりの一枚です。

ここちゃん / 上村さんち

おやついっぱいもら

えてラッキー☆

洗濯機の中が最近のお気に入り

場所です♪

しっぽ / 中村さんち
ライオンキングのやつ

手枕でお昼寝中…しあわせの時間

プチ 5 歳 / 上枝さんち

紗千君

/ 豊田さんち

フロントドア

/ 戸谷さんち

クルミちゃん / 上土井さんち
シャーロック２歳

ジョン 7 か月 / 角谷さんち

それより餌くれ！！

犬 : ロノ 猫 : チビ 亀 : 義康

モルモット : ノア / 久富さんち

ミント / 杉山さんち

竈門にゃん治郎 

～コロナ禍につきマスクを添えて～

白…シーボル 黒…ジャクソン

赤…バリントン / 川﨑さんち

先日、エルドレッドとロサリオは

引退しましたので、新入団金魚を

迎えました。マツダスタジアム水

槽で元気に活躍して欲しいです。

手前…クンネ

奥…ハナ / 上井さんち

お風呂を覗きにやってきたパイセン

とその様子を覗くおチビ。奥のコ見

えますか？？

IKKO/ 三宅さ
んち

大賞もらって
から 5 年後…
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