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永年勤続優良従業員表彰式、サマーフェスタは中止
７月29日に予定されていた、第53回永年勤続優良従業員表彰式及び第19回サマーフェスタは、新型コロナ感
染者が急拡大したため中止といたしました。開催準備が整っていましたので非常に残念です。

第53回永年勤続優良従業員表彰者（敬称略）
勤続54年(1名）

今年度は142人が受賞
おめでとうございます。

松山 隆夫/(有)松山工機商会
勤続40年（5名）
北田

正/(株)三新

藤原 和年/(株)東新商会

渡部 寛泰/(株)トナミ

片山 邦利/松下工機(株)

土谷

勝/(株)ヤマモリ

安堵城 克彦/足立総業(株)

平原 貴幸/足立総業(株)

荻野 雅彦/足立総業(株)

橋本 憲人/柏木工機(株)

芝崎 博幸/蒲田工業(株)

村上 善法/蒲田工業(株)

住友

誠/(株)Cominix

滝沢 秀吉/水戸工業(株)

栗林 玲子/山勝工業(株)

菱沼 武史/山田マシンツール(株)

守谷

茂/山田マシンツール(株)

宮﨑

浅野 重行/(株)ヤマモリ

熊谷 秀司/(株)ヤマモリ

馬場

博/(株)ヤマモリ

茂木 正己/(株)ヤマモリ

白石 直光/柏木工機(株)

南岡 清子/(株)三新

徳武 真奈美/(株)三新

森田 睦子/(株)三新

金子 彰吾/(株)日東商会

大川原 敏博/(株)ホリウチ

春口

田中 進治/水戸工業(株)

北原 正樹/山田マシンツール(株)

小澤 弘司/(株)ヤマモリ

沓掛 俊之/(株)ヤマモリ

田島 恵子/石井工機(株)

菅谷 陽介/蒲田工業(株)

蒲田 恭子/蒲田工業(株)

百済 直範/蒲田工業(株)

安森 雅樹/(株)Cominix

熊田 博文/(株)Cominix

沼田 一郎/(株)東新商会

鎌田 宏之/水戸工業(株)

小山 文香/水戸工業(株)

河口 展之/(株)南出キカイ

中野 みゆき/山勝工業(株)

山田 勝仁/山勝工業(株)

野口 竜二/山田マシンツール(株)

三塚 智子/(株)ヤマモリ

勤続35年（16名）

幹/山田マシンツール(株)

勤続30年（11名）

学/(株)ホリウチ

勤続25年（14名）

勤続20年（20名）
山岡 義和/宇野(株)

秋田 伸一/宇野(株)

藤井 真土香/蒲田工業(株)

井出 暢一/蒲田工業(株)

中山 裕由/蒲田工業(株)

石川

谷中 照和/蒲田工業(株)

小池 孝明/(株)三新

渡辺 隆/鈴木精工(株)

豊田 優花/鈴木精工(株)

榎本

根岸

竹下

上田 雄彦/水戸工業(株)

渡邉 一平/水戸工業(株)

松田 広行/水戸工業(株)

岡

野澤 恵子/山田マシンツール(株)

小島 一志/(株)ヤマモリ

輝/(株)ホリウチ

村上 圭佐/水戸工業(株)

浩/蒲田工業(株)

力也/水戸工業(株)

進/(株)トナミ

修/(株)ホリウチ

勤続15年（28名）
林

洋子/石井工機(株)

東井

將/柏木工機(株)

望月 紀和/柏木工機(株)

木田 貴之/蒲田工業(株)

山﨑 和彰/(株)協育

宮内

裕/(株)協育

我妻 光弘/(株)三新

石川 紘平/(株)三新

杉田 葉子/(株)ナチ関東

伏田 由美/(株)ナチ関東

宇津木 路世/原工具(株)

鈴木 一哉/(株)ホリウチ

三月 伸一郎/(株)ホリウチ

三浦 雅広/(株)ホリウチ

野崎 達也/(株)ホリウチ

大垣 智子/水戸工業(株)

冥賀 大輔/水戸工業(株)

伊東 英成/水戸工業(株)

中岡 良路/水戸工業(株)

吉川 忠海/水戸工業(株)

大賀 陽子/水戸工業(株)

木室 政晃/水戸工業(株)

壽江島 亮太/水戸工業(株)

池田 弘樹/水戸工業(株)

加藤

平松 輝行/山田マシンツール(株)

日内地 照人/(株)ヤマモリ

川原田 雄輔/(株)ヤマモリ

勲/山勝工業(株)

（次ページあり）

勤続10年（47名）
山川 高仙/(株)オーマット

宮本 敦嗣/(株)オーマット

江面 拓也/(株)オーマット

宇津野 隆一/(株)オーマット

福田 智哉/(株)オーマット

阿部 里美/(株)オーマット

髙橋 直人/柏木工機(株)

亀山 隆夫/柏木工機(株)

塩﨑 正道/蒲田工業(株)

吉田

稔/蒲田工業(株)

安間 苗穂/蒲田工業(株)

村松 千香/蒲田工業(株)

澤井

周

敏敏/蒲田工業(株)

佐野 将太/蒲田工業(株)

橋本 佳介/(株)協育
由井 真之介/(株)三新

仁/蒲田工業(株)

村田 遼介/(株)協育

綿岡 圭介/(株)斎安

東

義人/(株)斎安

吉岡 浩一/鈴木精工(株)

川上 真五/(株)東新商会

渡邉 初美/(株)東新商会

廣岡

隆/(株)ナチ関東

佐藤 好一/(株)ホリウチ

前田 里美/(株)ホリウチ

荘司 龍昇/(株)ホリヤ

綿貫

礼/松下工機(株)

荒井 俊匡/水戸工業(株)

高田 崇礼/水戸工業(株)

逆井 祐一/水戸工業(株)

車

有美/水戸工業(株)

梶

千加子/水戸工業(株)

佐々木 陽平/水戸工業(株)

洪

孫

準亨/水戸工業(株)

許

愛花/水戸工業(株)

黒田 美保子/水戸工業(株)

野田頭 千裕/水戸工業(株)

持田 静香/水戸工業(株)

内田 隆次/水戸工業(株)

髙栁 美咲/(株)南出キカイ

髙田 和典/(株)南出キカイ

髙橋 良宏/山勝工業(株)

土井 将浩/山勝工業(株)

大塚 正吾/山田マシンツール(株)

德永 健太/(株)ヤマモリ

淵鎬/水戸工業(株)

7/19 「無料で出来るDXセミナー」開催
7月19日（火）18時30分より組合会議室でデジタル化推進アカデミー学長の岩田
敏彰氏を講師にお招きし、『無料で出来るDXから始めよう』をテーマにgoogleアプ
リの便利機能を勉強しました。
googleアプリを使うことで、①無料で②今すぐ③業務や生活に役立つことが体験で
きるのでデジタル推進化のきっかけになることを教えていただきました。
岩田氏が主宰するアカデミーでは、デジタル化によって何が変わるのか。デジタル化
のためには考え方をどのように持つか。世の中の現在の状況はどうなっているのか。
といった、俯瞰的にデジタル化を考えるトップダウン的なアプローチと、何を使えばよいのか。どのような事例が
あるのか。体験はできるのか。その効果としてはどのようなことが期待できるのか。といった実施者の立場からの
ボトムアップ的なアプローチを交えて情報を提供していきます。
情報提供として500円で電子書籍を出版しています。ご興味があればお求めください。
「製造業の業務改善したいなら、小さなことから始めなさい！」https://qr.paps.jp/41qm8

全機工連はブロードリーフと共催で「電帳法、インボイス制度」についてオンデマンド配信を行っています。
セミナーの参加申込は全機工連ホームページ

http://www.zenkikouren.jp/ の下記バナーをクリック

していただきご参加ください。

開催期間 2022年7月15日（金）から
2022年8月10日（水）
参加費

無料

開催方式 オンデマンド配信
（お好きな時間に視聴できます。）

東機工 事務局夏季休暇

８月11日（木）から8月16日（火）まで夏季休暇とさせていただきます。

事務局の新型コロナ感染防止対策
事務局では新型コロナ感染防止対策としてテレワークを行っております。
原則として、月曜日・火曜日は一條がテレワーク、木曜日・金曜日は澁澤がテレワークです。
（水曜日は2名とも出勤しております）ご不便をおかけしますがご理解の程よろしくお願いいたします。

