
【事業紹介】
水晶デバイス・半導体デバイス・ＭＥＭＳ評価用ソケットの開発・
販売、デバイス用の測定用装置類の販売

　水晶デバイス用の評価用ソケットは、オープントップ型を採用す
ることにより、自動化対応に適した構造で接触安定性を保つソケッ
トの開発に成功し、アジア地区では50％以上のシェアを確保して
います。
　水晶デバイス分野においては、水晶デバイス用ソケットからソ
ケット搭載ボード、温特試験装置まで、トータルソルーションを提
供出来る企業を目指しています。また、今後成長が見込めるジャイ
ロ・加速度・圧力・光等のMEMS用ソケットの開発・製造を強化し
ています。

【一番苦労していることは？】
　今は人生で一番働いているが、大変とは思っていない。苦労を
苦労と思うと大変なので、苦労を含めて仕事を楽しまないとやって
いられない。

【これからの夢または目標は？】
　各スタッフが同じ方向に向きつつ、大胆な発想と自由な行動で
会社が成長できればと思う。足踏みの売上を２倍増させて、１０億
円の壁を早く乗り越えたい。越えた先には、新たな展望が開けるの
ではないかと思う。

株式会社エム・アイ・エス　テクノロジー株式会社
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【代表プロフィール】
代表取締役　翠川　一郎（みどりかわ　いちろう）
１９４９年長野県上田市に生まれ、小学校から東京・池袋で育つ。
埼玉県朝霞市在住。
大学で電子工学科を専攻。学生結婚による就職の厳しさに直面。印刷
会社の職工を経て、外資系半導体メーカーの営業マンに転じる。
趣味は、読書・和紙漉き。出張が多かったため、各地の出張先で、魚・
野菜市場や骨董品店を回ったり、シューズ持参で早朝ランニングを
することで、出張を楽しみなものにしてきました。今は、もっぱら週に
１回のスポーツクラブ通いで汗を流しています。

【起業しようと思ったきっかけは？】
　米国半導体テストソケットメーカーの日本支社でマーケティング
や営業の業務を行ってきましたが、短期的な損益により経営者が目
まぐるしく交代することで、経営方針が転 と々変化することに耐えら
れず、独立を決意しました。
　２０００年に、品質管理の責任者を
努める田口取締役ら元同僚とともに
ＳＩＣで会社を設立し活動を開始し、
現在、12名のスタッフで事業を行っ
ています。
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SIC-2 
エレベーター点検

＊ エレベーター点検　SIC-1   9:30～10:30 の間はご利用になれません。  お問い合わせは　生井（内線1116）まで

　　　　第６回

＊SIC-１
エレベーター点検

ガラス清掃

【今月の経営スケジュール（３月期決算の会社参考）】
　　　経理：5月源泉税・地方税納付、給与計算・試算表作成 ,
　　　

石川の日光街道　道中記石川の日光街道　道中記石川の日光街道　道中記石川の日光街道　道中記石川の日光街道　道中記
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SIC-１
エアフィルター清掃

　　　　　　　　　　　　　　　
ー 2２年４月１８日（日）晴れ 雀宮宿 〜 徳次郎宿ー

　7時 44分雀宮駅到着。雀宮宿は日光街道が開かれたときに新設
された宿場で、雀宮神社は小さな社ではあるが９９７年創建と言わ
れる。まもなく４号線に１００㎞の道路標識が現れる。「やっと来た
なあ！」と思いながら進んで行くと、街道沿いの旧家には大谷石を
使用した塀や土蔵が多く見られ産地が近いことを知らされる。４号
線とは８時５４分に西原の交差点で分かれ、ここからは１１９号線を
歩くことになる。JR日光線を越えると不動尊があり、宇都宮宿に入る。
日光街道で一番繁盛した宿場で、栃木・鹿沼・水戸北・真岡の各
街道の始点として北関東の中心地となっている。交差点を左に入り
旧道は東武宇都宮線を潜ると、左側に尊皇攘夷論者で「寛政の３
奇人」と言われた蒲生君平勅旌碑がある。
　台陽寺・一向寺と回り、桜が満開の報恩寺には、寛永１６年（1639
年）創建時のままといわれる山門は茅葺屋根で、確認資料がないた
め公認はされていないが、その佇まいは雰囲気がある。１１９号に
一旦出た後すぐに左折し清住町通り進むと、老朽化してネットをかけ
た商家が見える。ほどなく延命寺があり、地蔵堂は享保年間創建と
いわれ、宇都宮市内で公認の木造最古の建物で、大谷石を基礎に
入母屋の二重屋根の珍しい造りである。すぐ近くには蒲生君平の墓
所のある桂林寺がある。１ .３㎞ほど進むと１１９号線と合流し、１１時
３０分境内に高地蔵尊が祀られている高尾神社にて昼食。
　宮還上戸祭町交差点を越えると、満開の桜並木と所々の杉の緑
が対照になり素晴らしく、時折花吹雪も舞い上がり、遊歩道も整
備されているので安心して歩けて大変優雅な気持ちで「街道歩き」
を満喫。まもなく江戸から２８里目の上戸祭の一里塚となり、弁
天橋で並木はいったん途切れる。５分ほどで山門が竜宮城のような
光明寺が左手に見えてくる。徳川将軍が日光参拝のときの休息所と
して使われた寺で、寺の前には立場 ( たてば )（宿場と宿場の間に休
憩のための茶屋など）があったといわれる。ここから桜の並木は再
開する。
　東北自動車道の宇都宮 IC をすぎて大谷道の道標に到着、ここか
らが徳次郎 ( とくじら ) 宿となる。本日はここまでとして、バス停山王
団地入口から関東バスに乗り宇都宮駅に向かい、名物の宇都宮餃
子を土産に１３時５１分帰路に着いた。本日の街道距離は１７．３㎞
でした。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つづく

SIC-２ 
フィルター清掃

経営塾

報恩寺

100kmの標識

さがみはら子どもアントレプレナー体験事業
開催のご案内

子どもアントレ　　■対象　小学校５・６年生　中学 1年生
■開催期間　８月１８日（水）、２０日（金）、２１日（土）、２２日（日）
■募集人員　４８名　■参加費　５千円（合宿費を含む）
ジュニアアントレ　■対象　高校生　
■開催期間　７月３１日（土）、８月1日（日）、４日（水）、6日（金）、８日（日）
■募集人員　３５名　■参加費　２千円
　　　　　　詳しくは、SIC ホームページをご覧ください。
■お問い合わせ：上野、中村
　今年も、企業の皆様へ協賛金のお願いをしています。皆様の
ご協力をお願い申し上げます。

SICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせSICからのお知らせ

経営塾　合宿　７／２～３日

SIC 緑地帯樹木の選定

申込期限
６月11日（金）17時

SIC-２ロビー工事
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4月 18日 ( 日 )
雀宮～徳次郎 17.3Km

５月 23日 ( 日 )
今市～鉢石（日光）8Km

1月 24日 ( 日 )
杉戸～古河 23Km

１２月８日 (日 )
日本橋～草加 18Km

１月 11日 ( 日 )
草加～杉戸 24.3Km

3月 14日 ( 日 )
古河～小山 16.5Km

4月 4日 ( 日 )
小山～雀宮 20.6Km

５月 2日 ( 日 )
徳次郎～今市 17Km

総集編　　石川の日光街道　道中記石川の日光街道　道中記石川の日光街道　道中記石川の日光街道　道中記石川の日光街道　道中記

紙問屋横山家

奥の細道（矢立初めの地）

松原遊歩道
百代橋

北緯３６度線上を
示すモニュメント

静御前のお墓

よこまち柳通り

安房神社

橋本

・延日数　8日間 
・歩行距離１４３km

・１日平均歩行距離　17.9km 
・宿場数　２１

鉢石

杉並木

2kmつづく芝桜



編集
後記

ヒマラヤスギに『松ぼっくり』の小さな姿が見えます。これから少しづつ大きくなって、卵があるように見えるようになります。冬には、
種子を飛ばしながら頭の部分のみ薔薇の花のような形を残して落ちてきます。それがシーダーローズ。2 年前のシーダーローズが第二セ
ンターのカウンターに綺麗な姿を保っています。500年の歴史を持つマイナスイオン効果抜群の花炭（はなずみ）に良いそうです。荻島

★ご意見・ご感想をお待ちしています。    （株）さがみはら産業創造センター（SIC)　〒252-0131 相模原市緑区西橋本 5-4-21　  
電話 :042-770-9119  FAX:042-770-9077  ホームページ：http://www.sic-sagamihara.jp　E-mail: koho@sic-sagamihara.jp

■住所：相模原市緑区橋本 2-3-3　NAKAYA第１ビル２Ｆ　■定休日：年中無休
■連絡先：042-772-1998　　■営業時間：月～土 17;00～25:00 日祝 16:00～23:00

※「SICかわらばん６月号」を持って行けば、
　もれなく１０％ off ！（６月末迄）

元祖七輪炭火焼肉ホルモンの店「いくどん」に同僚と３人で行ってきました。
橋本駅南口徒歩 1分、
ケンタッキーフライドチキンがあったビル（現在はラーメン屋さん）の２階です。
本当に七輪で焼くので店内は煙もくもく。
それがなかなか楽しい。
ホルモン、カルビ、ロース、豚トロ、タン、野菜と
年に似合わず勢いでガツガツやってきました。
スープとキャベツが食べ放題。
そして、元気な店員さんの接客が気持ちいい。
焼肉の煙から洋服を守る専用の避難箱も用意されています。
若くて食べ盛りの社員さん達と一緒にどうぞ。

山本のめし屋レポート 　　　　　　　　　元祖七輪炭火焼「 いくどん 」橋本南口店　
　

鮭おじや

食べ放題の
キャベツ

ー2２年５月２日（日）晴れ 徳次郎宿 〜 今市宿ー

　徳次郎（とくじら）の地名は日光に大きな勢力を持っていた
久次郎（くじら）一族に由来するといわれている。徳次郎の交
差点を左折すると、右手に願をかけるとアザやイボが治るとい
う痣地蔵堂がある。次に奈良時代に建立されたという神明宮の
位置がわからず、20分ほど迷ったが、近くの方に教えていただ
き小さな社であることが判った。街道沿いの水田では田植えが
行われ、庭先には鯉のぼりが泳ぎ、遠くには山々が連なり風景
画のようである。石那田八坂神社・新渡神社を過ぎ山口のバス
停の少し先から119号線と分かれ旧道を行くと日光市に入る。
ほどなく慶安元年（1648年）に立てられた杉並木寄進碑があ
る。
　松平正綱が寛永2年植樹に着手した杉並木は、日光・例弊使(
れいへいし)・会津西の三街道の全長37km約12500本からな
り、ギネスブックにも最長の３５Kの並木道として登録されて
いる。全国で唯一特別史跡及び特別天然記念物であり、オーナ
ー制度が取り入れられ保全に努めている。
　11時40分大沢宿に入り、杉並木は少し途切れるが、すぐに
大沢の古杉や八坂の枝喰い杉の巨木が現れる。街道の左脇には
２kmほど地元の方が丹精された芝桜が続いている。13時30分
には杉の割れ目に山桜の種が落ち、杉に桜が寄生し一本の木の
ような「桜杉」、幹が空洞になり大人4人が入れるほどの「並
木ホテル」がある。すぐ先を東武日光線が高架で横切るあたり
から今市宿に入り、追分地蔵尊・尊徳を祀る報徳二宮神社を巡
り14時15分下今市駅に到着、帰路に着きました。本日の街道
距離は１７kmでした。

ー2２年５月２３日(日)曇りのち雨  今市宿 〜 鉢石宿(日光)ー

　今市宿は慶応4年(1868)の戌辰戦争で宿のほとんどが焼失し
たという。早速家光が東照宮造営のために逗留した如来寺を参
拝する。滝尾神社は風車に願い事を書いて奉納するという珍し
い信仰で参道の両側で風車が回っていた。瀬川の一里塚から30
分ほどで龍頭部分が欠けた石造りの梵鐘が境内に置いてある薬
師堂があり、ちょうど「花祭り」の日で田植えを終えて落ち着
いてから開催されているという。皐月の花で飾った厨子がきれ
いで拝観できてラッキーでした。JRと東武の日光線の間に街道
はあり、杉並木の右側には清らかな小川が流れ一層雰囲気を高
めている。
　最後の宿場の鉢石（はついし）に入り、すぐにJR日光駅が右
手に見えてくる。駅舎は大正8年建築されたものでJR東日本管
内最古である。　　

　土産店が並ぶ道を登っていくと右手を少し入ったところに宿
場名の由来の鉢石がある。11時30分200ｍ先の神橋へ到着、
日光街道を踏破することができました。東照宮・輪王寺・二荒
山神社・大猷院霊廟を10年ぶりに見学し、帰路はスペーシア6
号に乗車、湯葉弁当と地酒をいただきながらごきげんなフィナ
ーレでした。本日の街道距離は８ｋでした。

　今年1月号より連載させていただきました日光街道の道中記
も、おかげさまで鉢石（日光）に到着することができました。
昨年の東海道に続く旅でしたが、毎月道中記の締め切りに追わ
れた１2月から5月の半年間をダイジェストしたいと思います。

・延日数　8日間 
・歩行距離１４３k

・１日平均歩行距離　17.9ｋ 
・宿場数　２１

　今回は毎回日帰りであったこと、史跡をゆっくり見学したこ
と、「杉戸宿」「小山宿」「杉並木」等の地酒を購入したこと
など、一日の距離があまり延ばすことができませんでした。自
分なりに東海道を急いで歩き過ぎた反省もあり計画段階でゆっ
たりしたものにしたことによるものです。
　街道全体としては、平坦で歩くには楽でしたが、旧道や古い
街並みが少なかったと思います。そうした中で本文に記載しま
したが、徳次郎宿～鉢石宿間の杉並木は文化遺産であり、当時
を偲ばせる雰囲気があります。距離は25Kほどであり一日で歩
けますのでお薦めできます。
　今回の道中も観光協会・国道事務所、そして訪れた各地の多
くの方の人情や親切に支えられたもので紙上を借りて御礼申し
上げます。

 

二荒山神橋にて


