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江津工場

現在, 5つの事業所に全部で 7台の コンピュータが設

置 され,主 として事務計算のサー ビスを行なっています。

コンピュータ,電子計算械 とい うと,何か超能力を持っ

たもので,そ こで働 いている人は,数学の神様のよ うな

人を想像 され る方が多いと思います。 しか し,各事業所

の紹介 を読めばおわか りのように,恋 もすれば,酒 もの

む普通の人達です。 コンピュータを本当に生か して使 う

ためには,コ ンピュータ室の人 とユーザー部門の人の心

と心が通 じ合 うことが絶対 に必要です。 どうぞ気楽にコ

ンピュータ室をのぞいて ください。

山陽国策パルプ
コンピュータ関連図
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多士済々で能力発揮

男子 =左から桶川・ 山田・ 山本・鈴木 。実方・平岡・

′卜野・三井・半田・組田。四方・橋本のみなさん。

女 子 =左か ら伊達 。高 山・ 大 島・ 後藤・三上 。鯉渕・

鈴木のみ な さん。
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本社計算機室は,い ろんなタイプの人の集まりです。

計算機室以前の経歴をみても,事務,製造現場,電気,

計装,研究など,い ろんな分野の人が集まっています。

現在でも,終業後大学で心理学を勉強する人,経理学校

に通 う人,大学で講義をする人,映画の製作や評論 をす

る人,話 し方教室で人間形成 を探求する人……。

これら多種多様の人間の能力が,あ る時は個人で,あ
る時はグループで仕事の上にいかされているのが,本社

計算機室の特徴だといえます。

「自由な空気の中でこそ新鮮な倉1造が生まれる」などと

もっともなことを言いながら,計算機室の人は実によく

遊びます。テニス大会,キ ャンプ,ハ イキング,ス キー,

スケー ト,ボ ウリング大会等スケジュールもびっしり立

てられています。

本社には,小型 と中型の 2台 のコンピュータがあ りま

す。小型コンピュータについては,プ ログラムの作成か

ら操作まで,すべて女性が責任を持って分担 しています。

中型は主 として男性の受持ちです。両者の緊密な協力に

よって,ユーザー部門に対 して万全のサービスが可能に

なります。

工場で二番 目に良い場所

こちらは コンピュー タ室です。

コンピュー タ室 正確に言 うなら山陽国策バルプ岩国

工場事務部経理課計算機室,岩国工場で二番 目に良い場

所…… とい うの も,工場長室の真向かいに位置 している

か らです。

小 さな ドアを開けると二つの部屋があ ります。ひ とつ

はあまりに仕事 を食べす ぎてパ ンク寸前だが,女性にか

わいが られるがゆえにカンバ ッているNEAC-1240が

おさまっている部屋 と, もうひとつは, もてて,モ テテ

困っているNEAC-2200の 居間 と,そ して最後は大 き

な窓 と白い壁に向かって並んだ机のある部屋です。

ここで働 く人は と言います と,古 き良 きハンサムボー
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イから現代のハンサムボーイまで男性 6人 と若 くて美し

い女性 7人 の計13人 です。(写 真をとくとご覧下さい。)

13人 を個人的に紹介します と,こ の部屋の室長であ り,

一番の年配者であるSさ ん, 自分ではスタイリス トと称

するMさ ん(Mさ んの口ぐせ「若いときゃ,こ れてもスマ

ー トしゃったん じゃけん」 と岩国弁まるけ1し て…… ),ス

テレオ狂で有名なTさ ん,い い男のつ もりのNさ ん,女

性 とマージャンの好きなHさ ん,部屋に入って くる女の

子ばか りに目を光 らせている少年A君,女性の くせにス

ピー ド狂のFさ ん,仕事そっちのけで商売熱′亡、なUち ゃ

ん, とても女らしく美人のEさ ん (4月 1日 にはまだ早

い),TVの CMでおなしみK子 さん (私はケイコです。)

いつ も男性の見張 り役 Yさ ん,新婚ホヤホヤなカンちゃ

ん,青 い鳥の好きな0さ ん,い すれ劣らぬ楽 しい仲間で

す。

仕事中は, もっ1ま ら仕事に,昼休みは一変 して楽 しい

憩いの場所になる部屋なのです 。

もし,お暇ができましたら, こんな私達の部屋の小さ

な ドアを開けてみませんか。

意欲的に仕事を推進する仲間
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高宮―寿 江津計算機室,唯一の男性。去年の 4月 以

来,現在のシステムをマスターするのに,メ モ リーオー

バー ぎみで したが,以下紹 介す る女性に支えられ,曲 り

な りに もや っています。今後は現場の方に も手 を伸ば し,

新 しいシステムを開発 しようと思っています。

田中栄子 入社 して今年 で 9年にな ります。電算機室

へは 5年前に配属にな り, ちょうど1240が 入った年で し

た。それか らずっと今 日までのつ きあいです。仕事は,

キーパ ンチャー とオペ レー タ。近ごろはバ ンチ業務が 多

くな り,体に少 しずつこたえる年にな りました。

花野恵子 入社半年後,電算機室へ配属にな りました。

「石の上に も 3年」のことわざどお り,今年 3年 目です。

仕事は,キーバ ンチャー とオペ レー タで,毎 日の業務に

もや っと1貫 れ,こ れか らは計算機の勉強に励みたいと思

ってお ります。 どうぞよろ しく。

竹内陽子 去年の 4月 入社で,電算機室へ配属にな り

ました。電算機室の中では,最 も若 くピチ ピチ していま

春 とは名ばか り,凍れる日の続 く北国旭川の コンピュ

ー タ室……そっとのぞいてみ ましょう。

経理課に所属 しなが らも,なぜか コンピュー タ室だけ

は,事務所 の西側にポツンとおかれています。
｀
土足厳禁、

のは り紙 を横 目でニラみ,金属の,固 い扉 をノックして ,

遠慮がちに開 くと,一日舜ドキッとす るほ どの視線 を感 じ,

引 き返 した くな ります。それ を,つ とめて無視 し,中 に

入ると,そ こは, どこに もあるような事務所の風景。突

き抜けて,コ ンピュー タ室に入ろうとす ると,そ れ まで

は大 目にみ られた土足 も,備 えつけのス リッパには き替

す。仕事はもっぱら,キ ーバンチャー とオペレータです。

入社当時はあまり疲れませんでしたが,近 ごろはパンチ

業務が多くなり,手首がズキズキ痛みます。悩み 多き年

ごろです。

えさせ られます。中に入ると, コンピュー タを使ってい

るような,使われているような人が,機械のあいだを動

き回っているが,手 を触れることが恐ろしく,あ わてて

事務室に戻 りました。

今度はパンチ室へ……ここでも土足厳禁は,言葉通 り

生 きています。 11人 の若 き乙女たちの手によって,機械

で処理 されるデー タは紙テープに打ち出され
・

チェック

さ才しまう。彼女たちには, さらにテレ通信業務が力日わり

ます。ここは,チ ョ ントだけ手を触れてみたいが,やは

り,お 話を聞 く程度にして退散 しました。
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平均年齢25歳ヤング 0パワーの職場

左 か ら,前列 =竹内・花野,後列 =高宮・田中の皆 さん
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現在,総勢20名 。平均年齢およそ25歳の,ヤ ングパワ

ー職場である。 (MoE)

写真左から

前列 =伊藤ま・
70み ・遠藤三枝子・伊藤敏子・藤原

朝美・佐々木知子・松田末子のみなさん。

中列 =山本則子・後藤育子・斉藤早苗 。奥野加代

子・川原和子・岩渕忠志 。合田久夫の皆様。

後列二菊地康雄 。永井敏明・磯部孝敏 。大難満也・

宍戸毅・亀井興一の諸君。

円内=山 口智子さん。
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始動式を終えてからまだ 3ヵ 月,社内で一番新 しい機

械計算室です。いままではもっぱら旭川工場の機械室に

お世話になってきましたが,こ れか らは先輩工場のおさ

が りだけでな く,勇払独 自のシステム もどんどん新調 し

てゆきたいと考えてお ります。

現在のわが家の家族構成 と,飯のタネは次の通 りです。

システム,プ ログラム,オペレーションを担当する男性

6名 。平均年齢32.5歳 がちょっと気になります。テー タ

バンチ及びテレ通信 を受持つ女性 5名 。こちらはうら若

き乙女ばか り。総員H名 で操業管理,製品受払,原価計

算,社内預金,固定費計算,在庫管理その他を処理。

写真向かって前列左から,テ レタイプの リーター小林 ,

読書好 きな阿部,パンチの腕 も急上昇の苗加,和文タイ

生後 3ヵ 月の機械計算室

摯 魯臨■‐A6i *n
ブ もこなす新人阿部,名バ ンチャー沢 口,後ケ1左か ら,

転属 して 8ヵ 月そろそろ戦力花田,委員会当時か らの古

顔横井,旭川工場か らの助 っ人矢野,た だ一人の独身男

性片桐,室の長老で社内で も有数のベテラン田中,サブ

リーダー福地,以上の皆 さんです。

くOU K 9200-Hの 前に勢ぞろい した室員の皆 さん達
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