↑勤続10年の功労賞受賞の皆様

なんと勤続20年功労賞受
賞の志賀さんです

※今回掲載した画像は昨年のものです

私たち は、 田中 電子 の今後 の発展 に向 け て、 お 二人 に感謝 の念 を
忘 れず に来年 も仕事 に励 みまし ょう！
と いう こと で次 回、社内報 には社 員大会 のレポ ートを掲載 します、
お楽 しみに ・・・

マホ ロバさん の マジ ック のあとは、新 人紹介 新
(卒や
) 今年結婚 した
方、 お子様が生まれた方 などを紹介 し て、勤続年数 に応 じた功労賞
を発表 します。今年 は、 二十年勤続が 二名、十年勤続が 三名 です。
まさしく 田中 電子 の発展 に貢献 された皆 さ ん です、 みんな で祝福 し
まし ょう。
今年 は、 田中 電子創業者 の田中隆 司会 長と 田中 電子が携帯 電話を
取り扱うよう にな ってから活躍された林幸 司執行役 員が、相次 いで
他 界 いた しました。本来 であれば自粛 す る のが 一般的 な のでし ょう
が、後 ろ向 きな行動が嫌 いな お 二人だ った ので、前向 き にポジ ティ
ブ に行動 す る ことを望 ん でいるにちが いありません。

↑昨年入社した新人さんの紹介です、いらしゃ〜い！

平成最後 の社員大会兼忘年会開催 ！

皆さん、覚えて
いますか

今年 も、 田中 電子株式会社 の年 間を通し ての最大イ ベ ント、
一年 に 一回 の社 員全 員が集 ま るイ ベ ント、 最も飲 ん で歌 ってが
でき るイ ベ ント の社 員大会兼忘年会が、 明日、十 二月 四日に開
催 されます。
場所 は、恒例 の ユーカリが丘 のウ ィ ッシ ュト ンホ テルで行 い
ます。
来年 の五月 には、 平成 から新 し い年 号となります。今 回 の社
員大会 は、 平成 最後 の大会 となります。
平成 最後 と い ってもプ ログ ラム的 にはあまり変 わりません、
今 回は、綱引 き、縄跳び、 ミ ニゲ ームなど の店舗対抗 のゲ ーム
的 なも のはありません、料 理とお酒ととも に普段 できな い他店
舗 と の方 とゆ っくりと歓談 し てくださ い。
とは い っても何 か面白 いこともな いと場が盛 り上が りません
ので、昨年、好 評 であ った スーパー マジ シ ャンも呼 ん でいます。
そ の方 は、ご存 じ 「マホ ロバさ ん」 です。
昨年、 見 ていただ いた方 々 の強 い要望 と いうより本人 の強 い
要望 で今 回も セ ッテイ ング しました。当初 は、大 イリ ュージ ョ
ンを予定 し ていましたが諸事情 でノー マルな マジ ック にな った
と のこと です。 くれぐれも昨年 と同じネタ では困りますよと
言 ってお いた のでき っと新作 を披露し てくれ る のではな いかと

。

期待 しまし ょう

昨年のマジシャ
ン・マホロバさ
んのマジック披
露画像です。
北習志野の今井
くんが見事、大
役を務めました。
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