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嵐のような 一年を乗り越えて新たな船出の時です。
まさしく新 天地を目指す 大航海時代の始まりです ・
・
・

P.S
私事ですが…昨
年末に爆誕した、
我が愛娘。田中
志穂ちゃんです。
何も根拠はありませ
んが、娘を見てい
て、「多分こいつは
天才だな。」と感じ
ています。
本紙にて初公開。

皆様とこうして、日 々仕事ができる事が最高に楽しい！！
本年も 宜しくお願い致します 。

本年は、第 二興業期の土台を創る
重要な 一年です。皆様と共に、一歩ずつ「
良い会社」を創りましょう。

我 々は、「日本 一」の販売代理店となります
我 々が、「
百年企業」となる土台を創ります

皆様、二〇 一九年、平成 三十 一年（
最後の平成だ！）
素晴しい一年の幕 開けです。
昨年は、間違いなく 「
激動の年」でしたね。
皆様に支えられて、一年間走る事ができました。本 当にありがとうございます。
昨年 一年間で、私も、田中電子グループメンバーも、とてもとても強くなっ
た事を確
信しています。「
冬 必ず春となる」冬の辛さ、苦しさにばかり 目が行きがちですが冬の
厳しさにより、根が深くなっ
たり、糖度が増したりと、春の芽吹きに必要な事なので
す。冬だけではなく、春夏 秋冬すべての季節や天候は、「
その季節に対応し、変化す
る種」に実りを与えます。
そして、季節や天候は「
種」側がコントロールする事はできないのです。
どうしても 人間は、目先の「
快、不快」に気を 取られがちです。
人間は冬は寒くて春を待ち、春になっ
たら花 粉が辛い、夏は暑くて秋を待ち、秋に
なっ
たら 日暮れの早さに悲しみます。
しかし自然界は、冬は根を深くし糖度を高め、春に花を咲かし、夏に日を浴び背
丈を伸ばし、秋に実りをつける …
それぞれの環境 下で、「
できる事、やるべき事」を行い成長しています。
我 々が、社業を通して身につける、最も 価値のあるモノは春夏 秋冬 （
市場動向や変
化）
による恵みに感謝し、春夏 秋冬 （
市場動向や変化）
の厳しさを成長エネルギーに
変換する、しなやかで力強い「心」であると考えます。
五年程前から宣言をしてきましたが、もうきっ
と冗談には聞こえないと思います。
現実味を感じて頂けると思います。
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二〇 一九年が始まりました。今年は、昨年にも増して多くの変化が
想定され「
変化に対する想像力と柔軟な対応 力」をさらに強化していく
ことがますます重要な 一年となります。
ダーウィンは、進化論で「
これまで恐竜のように最も強いものが生き残っ
てきたわけでもなければ、最も賢いものが生き残っ
たわけでもない、環
境に合わせて変化を遂げることのできたものだけが生き残っ
てきたので
ある」と唱えています。この生物学の進化論の考え方を組織に援 用 （
えん
よう）
したものが「
組織進化論」と呼ばれるものです。
この「
組織進化論」に田中電子を当てはめると、私たちの業界は環境の
変化が特に激しく、またリーマンショックや大地震、豪 雨のような予期し
得ないことが、突然起こり得る現在のような状 況のもとで、企業が永続
的に成長し、存続していくためには組織は絶えず主体的に進化していか
なければならないということです。
経営 品質 的に言い換えると、構成する要素間に適合性があれば、その
組織の有 効性は発揮されます。要素間の適合性とは、理念から戦略が
導かれ、そのために顧客 ・
市場のことをきちんと理解し、その戦略に基づ
き人材開発が行われ、情 報の収集 ・
分析 ・
共有がきちんと行われ、戦略
の有 効性をいつでも把 握できるよう仕組みが機能していることと捉えま
す。
私は、どんな環境変化も受け 入れ、新しい時 代に挑戦する勇気が主
体的ということであり、それこそが 田中電子の成長、発展の原動力であ
ると確 信しています。

昨年末、社長に長 女が誕生しました。新しい命はさらに希 望を与えて
くれるはずです。
今年は 田中電子株式会社の『
第 二章 出発 （
たびだち ）
』
の年であります。

我 々は、「日本 一」
、「 100
年企業」を目指し、骨 太で成長するならば、
創造環境が整い拡大する事間違いないのであります。
皆さん、変化に対応する様に共に挑戦して行きましょう ！

昨年は、千葉県経営 品質で最高 位の「
千葉県 知事賞」を受賞いたしまし
た。本年より、次のステージである「日本経営 品質賞」に挑戦していこうと
思います。
最良で最高の組織を作り、日本 国内の企業のテッペン目指しましょう ！

経営 品質 推進課より

二〇 一八年 に入
社 した みんなが
壇 上 にあが り、
ひとりず つ自 己
紹介 です。個性
あふれ る スピー
チ で場を盛 り上
げ ていただきま
した。 なか でも
代表 し て勝 田台
の阿部 くんがま
る で江 戸時代 の
ような原稿 で読
み上げ ていまし
た。
しかし、紙 の長
さ に伴 わな いス
ピーチ でした。
これがまた、 う
けましたね

みなさん、キレキレのダンス！まさに完コピ、完成度抜群でした！

俺のバク転よりすげぇ〜

オ ラキオ

↑昨年からの連続出演、MR.マホロバ

↑勤続１０年の功労賞、受賞者の三名です。向かって
右から柴田さん、豊原さん、アインシュタインの稲田
さん×（ちがうか！）、麻生さんです。三人合わせて
３０年、２０年勤続でまた三人で登壇してください、
おめでとうございます。

昨年十 二月 四日、 田中 電子恒例 の社 員大会兼忘年会が行 われました。
色 々あ った 一年 間 でした。会 長、林常務 不在 の会 ではありましたが、
お 二人 の功績 を讃え感謝 しながら、新たな旅立ち に向 け てみんな で盛
り上が りました。
まず は、今年 の四月 に入
社 予定 の皆 さ んが登場 し
ました。今年 も若 々し い
面 々が、新 し い仲 間 にな
ります。 よろしくお願 い
します。

浦さん、涌井さん、菊地さん、阿部さん、菊地さん、今井さん、川元さん六人
による、今年話題の「USA」を披露しました。

↑勤続２０年の功労賞は、知らない人がいな
い木下真紀さん、石橋直美さんのお二人が表
彰されました。二人合わせて４０年！素晴ら
しい！！

