田中電 子新時代の到来！

携帯電 話 販売 代 理店ビジネ スを、 イ ンフラ事業 の 一端 と捉え、 「
店舗ネ ット ワー ク ・対
人 コミ ュニケー シ ョン」 の理想的な 形を追求 ・実現 ・提案 ・普 及し て いく事 が、 通信業
界全体を より良くし、 より豊 かで健全な社会を実現す る為 に必要なわが社 の責務 でありま
す。
それを実現す る為 には、 三方良し の精神 で、偏 る事なく全 て のステー クホ ルダ ーから 「日
本 一の携帯電 話 販売 代 理店 は 田中電子だね。」 と認知され、 わが社 の取組 みそ のも のが価
値 とし て認識され る必要 があります。
お客様 はもち ろん、 通信キ ャリ ア様を はじ めとした 取引先様、 社員、 地域社会 そ
…れぞれ
から 「一番」 となり、 「
卓越した企業」 と認知され る時、 日本 の通信イ ンフラは世界を リ
ードす る存在 にな って いる事 でし ょう。 そ の過程 で、 社員 一人ひとり に、 社会 に貢献す る
「心」 が育まれ て いるはず です。

ＩＴ化、 ロボ ット化が進ん で いる昨今 です が 「
対 人 コミ ュニケー シ ョン」 の必要性 は不
変 であ ると考 えて います。
むし ろ、 ＩＴ化、 ロボ ット化が進めば 進む ほど、 そ の価値 は改 めて見直され て いく事 でし
ょう。

電気 ・ガ ス ・水道、 そし て 「
通信」。携帯電 話 は、も はや生活 に欠かす事 の出来な いイ
ンフラとなりました。 わが社 はそ の中 で、時 代 に伴 い激しく変化し て いく 通信イ ンフラに
欠かす事 のできな い 「
店舗ネ ット ワー ク ・対 人 コミ ュニケー シ ョン」 と いうイ ンフラ の 一
部を 担 って いると認識し ております。

そ の後、事業 は漁業船舶 用 の通信装置 から携帯電 話 販売 へと移行し、 お客様も変わりま
した が、 私たち のお客様 に対す る思 いは変わ って いま せん。 お客様 に対し てひと つひと つ
信用を積 み重 ね る ことで、 ゆるぎな い信頼を得られ るよう に努 めて います。

わが社 は昭和 六十 一年 に漁業船舶 用 の通信装置を開発 ・製造 ・販売す る ことを 目的 に設
立され、 当初 から お客様 であ る漁業関係者 の意見を 取り 入れ て、 お客様 の要望を具現化し
て世に送り 出し てま いりました。

～ 社業を とおし て心を育 てる～

二〇 一七年 六月 一日の取締役会 で田中秀 司常務が 田中電 子株式
会社 の代表 取締役社長に就任する ことが決まりました。
今後 の会社 のさらなる発展を 目指し、新社長のもと全社員 一丸と
なって頑張りましょう ！

新・
代表 取締 役社長決定！
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新社長就任に伴いまして役員が左記のようになります。

監査役

会社代表印の授与式 です。

平成二十九年六月一日付

新役員 の皆さんです

現状維持に甘んず る ことなく
新しい田中電 子を ！

講師の村山真理さんから

入部希望者は、６月１５日（木）までに
本社 津戸部長まで連絡してください。

部長の津戸です。
若い頃から身体が硬く、肩凝り腰痛で悩まされている毎日で
す。
ヨガは未経験ですが、村山さん指導の元、楽しくやっていこう
と思います。
第1回目は6月下旬〜7月を予定しています。
場所は、実籾コミュニティセンターまたは東習志野コミュニティ
の予定です。
参加希望は本社 津戸まで電話かハングアウトで連絡下さい。
ハングアウト 津戸で検索すれば出るはずです。
希望の方にはハングアウトグループに参加してもらい、開催
日を都度連絡するので、都合の良い日に参加して下さい。
この機会に是非参加して下さい♪

ひ と足先 に夏！

住所 習志野市実籾4-17-18
時間 10時開始で約1時間〜1時間30分程度

三寒 四温の変わりやすい天気 の春 の中、絶 好 の好 天気だった 五月十 一日に田
中電 子初 の試みの「
潮 干狩り」
が行われました。
前 日は、天気が悪く、このままだと潮 干狩り中止か ！と思いきや、翌 日は真 夏
を 思わせる陽気 でした。

初回は６月２７日（火）です。
場所は、実籾むつみ町会集会所です。

元auヘルパーで田中電子様にはお世話になっ
てました。
今はヨガの講師をしてます♪
yoga歴9年
運動が苦手、体が硬くてもyogaはできますよ♪
興味がある方は是非一度参加してみて下さい。
参加に必要な物
服装は、動きやすい格好ならなんでもで大丈夫
です！！
ヨガマット、お水、タオル、ウェアー上下
くらいです☺
マットは、ホームセンターやドンキーなどで500
円〜1,000円位で売ってます。
薄いのでも良ければ100円ショップで400円です
皆さん！朗報です！
久々に新しい部活ができました。
「ヨガ部」です。健康のためにお薦めです。

田中電 子初 の試みでした ので参加希
望者は、二十 八名とご家族 のお子様
三名 でした。
中型観光バスを 一台借りていました の
で、本社から現地へと向かいました。
潮 干狩りの海岸をど こにするか迷っ
たあげく今 回は、木更津金 田みたて
海岸にしました。
アクアラインの近くでそれほど広くは
ないけど 平日だった のでのんび りと潮
干狩りができました。
みんな童心にかえって楽しんでいただ
けたよう です。
収穫もそこそこあったよう ですが ㎏
を超えると追 加料金がある ので、みな
さんそこそこ獲 っていたよう です。
潮 干狩りも 一段落して、朝 早かった
こともあり、当然おなかがすいてきま
す。この海岸はバーベキューが出来る
場所が併設され ている のです。手ぶら
でバーベキューという のを申し込んで
いました ので、器具もレンタル、食材
も 用意してくれるというも ってこいの
サービ スでした。天気もよいので最高
のバーべキュー でした。
本社に帰ってきた のは午後 三時ぐら
いです。約半 日でしたがとても楽しい
時 間を 過ごせた のではないでしょうか
来年も 要望があれば 是非、実施した
いと思います、参加されたみなさん、
お疲れ様 でした
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