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2019 年も残りわずか。

TDグループ社員の「今年のビッグニュース」を楽しみながら、

今年はどんなことがあったっけ？2019 年を振り返ってみませんか？
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金重さん

湯崎知事の後ろで

TVに映った事

わたしのビッグニュース !!
2019年総括

驛場さん

井上さん

「ダイソンの掃除機を買った。」

日本の家庭用に考えられたスリムなやつです。

掃除楽しくて車の中も掃除してます。

東洋電装に入社した
黒本さん東洋電装にきて、まだ 1 年も

経っていないこと！！です。体
感 5 年です。 小早川さん

桑原(弘)さん

3 人目の孫誕生（香帆ちゃん）

【今年の初モノ】

・サンフレッチェ年間指定購入

・京セラドームで観戦

・吹田スタジアムで観戦

・サザンコンサート

・山形県

・（株）まもる～の設立

・同伴者がホールインワン

桑原(康)さん

・今年就職した息子の初給料で、

かに道楽をご馳走してもらった。

・東京オリンピックのチケットが当たった。

山根さん

とても気に入っていたマイカーで

事故して廃車になり落込みました。

iPhoneデビュー！！！

坂口さん
通院生活が始まりました。

中井さん
子供が生まれた

長女が大学生（只今、一人暮らし満喫中）

次女が高校生（只今、JK満喫中）になった。 角谷さん

長女が中学生になりました。

来年は長男が中学生！！

勉強・スポーツ頑張れ！！

ダイエットに成功した！ー３㎏
豊田さん

佐藤さん

長女が運動会の徒競走で

1位だったこと

村上さん
引っ越した。

久富さん

約20年ぶりに

ポケモンを買った

最後に買ったのは金・銀
佐々木(祐)さん

カープファン感謝デーで、

カープの選手とハイタッチしたこと。

岡田さん
生で久保建英を見た！

平川さん　　　

車のディーラーに行って

夢を膨らませてきた !
三宅(叶)さん

東洋電装に入社して、

高速事業メンバーになったこと！！

これからも精進しますヽ (^○^)ﾉ

川﨑さん

高２の息子が広島から博多まで

新幹線通学をはじめたこと！

３か月定期代37万円もかかること！！

川村さん

小学４年生の息子に

大切な友達ができた事

濱岡さん

・新年早々に入院、手術をした

・太陽光発電の￥4８/kwhの買取りが終了した。

・車の走行距離が30万㎞を超えた

倉田さん

東洋電装に入社したこと。

居住地が変わったこと。

引っ越しは何回もしていますが、東日本は初めてです。

一番変わったな～と思うことは駅に行くとき時刻表を見
る習慣がなくなったことです。 赤澤さん

姉が第 1 子を出産して、

直接見せてもらえました。

自分はその娘のおじさんに
なりました。 石田さん

佐々木(翔)さん
猫を飼ったこと。

上井さん

鯉 飼いました。

池じゃないよ。水槽だよ。

阿津地さん

長野出張、道中立ち寄った滋賀県内 PA で昼食。

かつ丼食べて「この出張は近江牛を食べて満足じゃ
～」 って言ってる人がいた。豚なのに・・・

    諏訪田(洋)さん
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三宅(麻)さん

カープファン感謝デーで

大好きな田中広輔が手を

振ってくれた～‼

武田さん
ダイエットに成功！！

西尾さん

12月27日生まれの三男が

3歩歩くようになりました。

甥が誕生したこと
越智さん

瀧本さん

子どもが人生初の麻酔体験。

効きが弱く、相当痛かったらしい・・・。

その後の不機嫌具合が凄まじかったので、

いつもより優しくしてみました。

野北さん

夫婦の趣味「ライブと

秘湯めぐり」ができたこと。

back number＆九州の温泉サイコ～♡

藤田(武)さん

長男がミニバスケットボールで

キャプテンに選任された事。
江口さん

カープの西川龍馬選手に

ハマったこと。

上さん
バイク通勤はじめました。

上土井さん

沖縄にて、

海岸の海を覗くと色鮮やかな

青い魚たちが泳いでおり、

南の海を感じました。

折出さん

義妹に子供が産まれました。

親族が増えてにぎやかに！

我が子と仲良く育ってほしいです。

戸谷さん
おいっ子くんがうまれた！！

木村さん

春、夏、秋（たぶん冬も）

岐阜県にたくさん行きました‥‥

祖川さん

・再度、制御盤事業に部署移動したこと

・ベトナムで死ぬほど遊んだこと

桑原(健)さん

制御盤事業に

加わったこと。

山崎(翔)さん

カープファンなのに

バッファローズポンタグッズが

どんどん増えていく

内藤さん

11/9 娘の勧めで

”茶道” 教室 ( 文化教室 ) に見学に行きました。

入会を勧められ現在思案中です。

もしかして途中入会すれば「ビッグニュース」になります。

山崎(裕)さん
初めてのMRI

竹重さん

家族で初めて

ファミリープールに行き、

子供たちが大喜びでした。

小田さん

東洋電装に入社し、

憧れのOLになったこと。

若宮さん

広島サッカースタジアム

建設費として5万円寄附！！

広島に引っ越したこと
鳥居さん

宇野さん
家を買ってしまった。

木原さん
新車を購入した

「ま・じ・で、禁煙中」
いつぞやの書初め「禁煙」をひっそり実行中です。 

10 月から現在 2 ヶ月ほど経過。

体調も安定軌道に乗ったっぽいので、
このままやめれそうです。 合原さん

田中さん

3 番目の次男が自動車の免許をとったこと。

3人共免許取得者だ（これで楽になる・・・やったぁ）

新車購入したこと
諏訪田(綾)さん

藤山さん

結婚しました。

松島さん

嫁の車が軽から

乗用車にグレードアップ。

その 2か月後に事故ったよ。

光嶋さん

十数年ぶりに

ディズニーシーに

行きました。

藤田(浩)さん
入社して一年たった。

大林さん

今年、釣りデビューして、

初めての現地でイカを釣りました。

20㎝位の大物でした。

次はアジ釣りの予定です！！

熊原さん

友達と2人で

高速に乗って旅行したこと。

出張で20年ぶりに長野県に行きました。
真冬でなくて良かった。 藤田(宏)さん
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 東洋電装介護医療事業が 11月 9・10日に広島グリーンアリーナ
で行われた「介護の日フェスタ in 広島」に出展いたしました。
当日は市民の方をメインに、施設・病院関係の方に多くご来場
頂きました。①無線ナースコールシステム「ココヘルパ」②睡眠見
守りセンサー「まもる～の」③介護福祉施設向けシフト管理システ
ム「ジョブズマイスター」④最新技術で介護の問題をまとめて解決
「HitomeQ」以上の4製品をメインに展示させていただきました。

中日本ハイウェイエンジニアリング名古屋のプライ
ベート展示会「イノベーションNAGOYA2019」に
て東洋電装高速道路事業の製品を展示させていただ
きました。高速道路の安心・安全を支える最新技術
や製品が集まる展示会です。東洋電装は、IPインター
ホンを搭載した、最新型の非常電話機をご紹介いた
しました。

TD衛星通信システムが、グランメッセ熊本で行わ
れた「創造的復興に寄与する先進建設・防災・減災
技術フェア」に出展いたしました。災害時の通信
手段として活躍する衛星ブロードバンドと、衛星
ブロードバンドを活用したサービスなどを紹介い
たしました。

展示会レポート

介護の日フェスタ

11月9日 (土)・10日 (日 )

in グリーンアリーナ

イノベーションNAGOYA2019

11月19日 (火)・20日 (水 )

in 名古屋市中小企業振興会館

創造的復興に寄与する
先進建設・防災・減災技術フェア

11月20日 (水 )・21日 (木)

in グランメッセ熊本

ブースの様子はこんな感じ !

ココヘルパVcam

新しいジャンパー作りました
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別
の
場
所
に
置
か
せ
な
い
！

こ
の
丸
に
飲
み
物
を
置
い
て
ね

内海和浩社長

基礎工事進行中！

東洋電装で５S活動をもっともっと浸透させよう!!そのためにはどうしたら？
他の企業の方たちはどのような活動をしているのか・・・・
という訳で、10月17日、ひろしま産業振興機構様のご紹介で
5S推進企業である株式会社内海機械様へ5S委員会で見学に行ってきました。

株式会社内海機械

徹底した定位置化その1

扉をなくして「魅せる」工場へその2 原因から対策までしっかり分析

【お知らせ】5S活動の一環として12月の大掃除時に「一斉断捨離」を行います!! いらないものを整理して、きれいで無駄のない工場にしよう！

その3

5 S 委員会
活動報告

まず目に入ったのは、モノというモノの置き場所が全て決められていること！
パソコンも工具も、水筒まで ?! 全て、写真や型取りがしてあり、定位置に自ら
置きたくなるような仕掛けになっています。

工具の写
真が

貼ってあ
って、

戻す所に
迷わない

！

手作りのオープン収納はスペースの無駄もゼロ

社員への
徹底教育

で

5Sの意
識UP!!

道具や部品の収納棚には、扉がありません‼道具や部品の状態が
パッと見で分かりやすく、出し入れもしやすい工夫です。徹底的
に考えて配置されたモノたちは、きれいに整列していて惚れ惚れ
するほど。使いやすいだけではない「魅せる」工場を実現しています。

生産効率を高め、超短納期を実現するために「16大ロス」
も極限まで削減。改善のために現象から追及していく「原
因遡及分析」では根本原因から対策まで詳細に分析しま
した。また、段取りや調整でのロスゼロを目指し、手順
書の設置や社員教育を徹底。「見える化」と「共有」をキー
ワードに全方位からロス削減を行っています。

可部の新工場は現在このよ
うになっております。引き
続き基礎工事進行中！まず
はスロープを作っています。

広島県府中市鵜飼町にある工作機械の単品加工の会社
です。スキルの高い多能工集団を育て、整理整頓を
極めた「魅せる工場」を実践。生産性を大幅アップさせ
ています。
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訪問記
VALO DENKI HOUMON-KI

バロ電機

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

藤田 武志さん東洋電装

鳥居 ひかりさん東洋電装

広島に来てからずっと気になっていたカフェに行きました。
ゆったりとした雰囲気で落ち着く空間でした。

りんごのフォカッチャや紅茶もとても美味しく癒されました。

先日、次男のソフトボールの試合がありました。
いつもは、補欠だった次男も4 年生以下の試合だった為、スタメンに選ばれ
はりきっていました。前日にはソフトボール用がある緑井のバッティング
センターで猛特訓し、見事試合で3ランホームランを打つことが出来ました。
その試合は次男が打ったホームランが決勝点となり勝つことが出来ました。
　　私は、いつも準備と練習を頑張っている次男から、日々の積み重ねの

大切さを改めて教わりました。

乗り物の窓ガラス部分に付属部品をと
りつけるロボットです。
ガラスと付属部品をセットすると、正確
な位置に部品を取り付けてくれます。
今まで手作業で時間がかかっていまし
たが、この機械で解決！！
機械は亀喜工業㈱様が製作にあたり、
脳部分にあたる PLC、TPが納まる制御
盤製作及び機内配線をバロ電機で行い
ました。

今回は、バロさんが手掛けた
自動装置についてご紹介します！！今後、バロさんのお仕事も、
どんどんご紹介していきま～す‼

絵：おだちゃん
詳細は企業秘密のため、イラストで…
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襲ってくる眠気に打ち勝つ方法今月の
テーマ

この冬は、暖冬？？というくらい暖かく、ポカポカ陽気に包まれている日も続いていますね。

そんな昼下がり、なんだかどうしようもなく眠くなってきた・・・なんて経験したことはありませんか。

例えば仕事中の大事な会議の時。運転中や、暖房の効いた帰りの電車・バスの中、などなど。

寝てはいけない！！そんな時に限って眠くなってきちゃう。誰しも経験があるのではないでしょうか。

そんなみなさまに、ユニークなものから定番のモノまで、いろいろな眠気覚ましの方法をご紹介いたします。

昼食後に眠くなるのはなぜ？

副交感神経が原因かも？！食後にはこれが優位になりやすく、眠気を発生させてしまいます。
（対処法）とりあえず、素直に寝てみる。ただし、10～15分くらいがベストです。

１．コーヒーを飲んでみる
２．体を動かしてみる
３．限界まで息を止めてみる
４．ツボを押してみる（脳天のつむじ辺りにある「百会」といわれるツボ　など）
５．耳をひっぱる
６．歯磨きをする
７．手を洗う（冷たいお水）
８．レモンをかじる
９．メントールを鼻の下に塗ってみる
10　人と会話してみる

そもそも日中、急に眠気が訪れるのはなぜでしょうか

みんなが試している、いろいろな方法

Q

A

一日中眠いんだけど、どうして？

みなさんはどれが気になりましたか？
ぜひ、眠気に襲われたときは、試してみてくださいね！！

それはサーカディアンリズムのせいかも？！24時間の体内リズムが崩れている場合があります。
（対処法）朝起きてすぐに日光を浴びましょう。眠気の原因「メラトニン」の分泌を抑えリズムを

整えることができます。

その他に、「目の疲れ」や「二酸化炭素濃度が高い」ことが原因で眠気につながる場合もあります。
そんな時は、目を少し休ませてみたり、部屋を換気してみたり、一度その場から離れて、気分転換
してみてはいかがでしょうか。

Q

A
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大賞大賞 ２位２位 ２位２位 社長賞社長賞

テーマ「好きな食べ物」結果発表！ 沢山のご応募ありがとうございました。
おえかきコンテストの結果発表です！

【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




