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長野市、戸隠、信州新町 

地区担当 

長野支店  小林 修 

長野市南部、千曲市 

地区担当 

長野支店 小出隆太 

長野市内地区担当 

長野支店  高橋英男 

飯山、中野、須坂、   
信濃町地区担当 

長野支店  原田 優 

中 田 サービスマンが 
サービスマン１２名に聞きました 

上伊那、下伊那地区担当 

南信支店  望月一宏 

上伊那、諏訪地区担当 

南信支店  森山喜重 

学生の時の思い出と言えば、 

中学・高校とやった部活動ですかね。 

陸上部で個人競技でしたから、パート練習は
半分放置状態で楽しかったのですが、その代
りに全体での総合練習は地獄でした。今は見
る影もありませんが、当時の体脂肪率は相当
低かったと思っています。 

6年間陸上競技に係わりましたので現在は、

オリンピック・世界陸上・箱根駅伝など楽しく観
戦させてもらっています。 

自分の通っていた長野工業は、比較的校
則の緩い学校ですが、毎週行われる実験
授業のレポートが大変でした。このレポー
トだけは未提出があると進学できないので
年度末まで溜め込んでしまった人の代筆
アルバイトをやっていました。 

それ以外では、国語担当の野球部の顧問
が常に竹刀を持ち歩いて振り回していまし
た・・・・・ 

学生時代は中学、高校と授業以外は部活
のサッカーしかしていなかったと思います。 

 これがあるから授業も退屈だけど我慢で
きた感じです。 

 でも高校の部活を引退してからは学園
祭の準備で色々普段接することのない他
のクラスのみんなと交流したりして楽しん
でました。須坂高校伝統の龍をみんなで
作ったのはいい思い出です。 

高校時代 硬式テニス部に入部をしたのです
が、訳あって玉拾いに期間に退部しまして、そ
の後は、友人達と お気軽に 城山公園のテ
ニスコートなのでテニスをしてました。また、4

人でテーブルを囲むこともしばしばありました。 

 解体やから、単車を買い上げ乗れるように
直して乗り回していました。 

今となっては、もっと勉強しておけばと 後悔
しています。 

 今の自分を形成したといっても過言ではな
い学生時代は正しく高校ですね。最初は野
球に打ち込もうと軟式野球班に入部しました。
甲子園ではなく神宮球場を目指していたの
ですが・・・。夏の合宿後、監督の野球観と合
わずに退部し、同時に辞めた現在の親友た
ちと麻雀同好会を作り、 

プロ雀士を目指して日々相手の当たり牌を
打ち込んでいました(笑)・・・。 

毎日楽しかったな～いい思い出です！ 

高校時代は、充実してましたねぇ。 
けっこう厳しい学校でしたので、基本的には
部活、部活、部活…陸上浸けの日々でした。
部長をやる羽目になり、強制的にサボれな
い状況に… 
国立競技場での大会はいい思い出です。 
 
ただし、こっそりバイトしたり、バンドでラジオ
出たり…あまりいい生徒じゃなかったかも!? 



松本、塩尻地区担当 

松本支店  饗場新治 
木曽、松本、塩尻地区担当 

松本支店  宮入輝晃 

 

松本、大北地区担当 

松本支店  田中信吾 

 

上田支店  中田真人 

佐久、軽井沢地区担当 

上田支店  土屋 賢 

上小地区担当 

上田支店  伊藤康浩 

春といえば卒業式、入学式があり、学生時代を思
い出します。そこで、『学生時代の思い出は？』 

学生時代の思い出ですか。 

いろいろ、バカやってましたが運動部所属して
いたのでサッカー漬けでした。 

夏休みなど、練習、遠征、試合でほぼ毎日で
した。 

 

遠征先で泊りで行った時は色々と楽しかった
です。 

おの頃の若さを・・・っと思う今日この頃です。 

今では面影はありませんが小、中、高と剣道
をやっていました。 

学生時代の思い出は剣道にうちこんでいたの
で剣道しかありません。(笑) 

その結果、高校時代に団体でインターハイに
でることができました。 

社会人になって剣道をする時間もなく今では
竹刀すらもっていないです。(笑) 

剣道をしていたころの運動量があれば健康な
んだとおもいますが。 

高校の頃、勉強もせず、部活動もせず、 

ギターばかりやってました。 

長渕剛が大好きで、毎週土曜日は長野駅前
で朝まで唄ってました。楽しかった～。 

金沢の路上でも唄った事があるんですが、そ
の時はスゴカッタです。一晩で八万八千円！ 

焼き芋屋の親父に「所場代、払ってるんだろう
な！」と、嫌味を言われるほどでした。 

最近は、ほとんどギターに触ることが無くなっ
ちゃいました。 

学生時代の思い出は、 

小、中、高と剣道を地元のスポーツ少年団
でしていたので、中、高時代は剣道部に
入って汗を流していました。 

学生時代に一緒にやっていた仲間たちが、
今も続けていて、４段５段と段位を取得し
て各大会の審判をしているのを聞くと、継
続は力だと改めて思います。 

自分も年に何回かは練習をしようと思う今
日この頃です。 

学生時代の思い出ですか・・。あまり主だった
記憶はなく・・。 

小学校はよく友達と外で遊び、中学校は友達と
よくゲームや銃撃戦で遊び呆け、 

部活活動も１年間で辞めてしまい、高校の時は、
カラオケ、ボーリングに良く通ってましたなあ。
あとは３年間続けた部活活動かな。高校卒業
の時は友達と大阪へ卒業旅行に行ったなあ・・。 

ほとんど遊んでばっかりのいい思い出です・・・。 

 学生時代の一番の思い出は、高校の卒業
式で答辞を読んだことです。 

 たくさんの人の前で読んだので、緊張して、
最初の一言目がきれいに声が裏返ってしま
いました、その時は恥ずかしいよりも、芸人さ
んがやっているコントみたいな声の裏返り方
に笑いそうになっていました。 

  

 今思い出すとすごく恥ずかしいですが、答
辞を読んだことはいい経験だったと思います。 



  望 月 サービスマンの 

おいしいランチのご紹介 

中華そば  大石家 

中華そばの大石家さんです。長野・松本・塩尻・諏訪・ 
御代田・伊那と県内に多くの店舗を出しています。 

あっさりとした醤油ベースのスープと細めの縮れ麺、 

チャーシューが柔らかな肉厚で絶品です。 

肉好きの方は写真のチャーシュー麺をおすすめします 

が、中華そばの並盛りでも十分満足します。 

 

 

http://www4.ocn.ne.jp/~fuji/menw/index.html
http://www4.ocn.ne.jp/~fuji/yakibuta/index.html


  小 林 サービスマンの 

なんでも通信 

ＸＰよ ありがとう、さようなら。 こんにちはＷｉｎ８！ 

長年愛用したＸｐですが２０１４年４月にサポート終了します。 

最新ＯＳ Win8は実際どうなのか検証しました。メリットをご覧ください！ 



   高 橋 サービスマンの 

技術情報 

WINDOWS8でスタートボタンを取り戻す方法 

スタートボタンを取り戻すアプリがありました！ 

新しいOSになりやはり使い勝手が変わると非常に戸惑いますよね・・。 

そんな時はこれらをお試しください。 

▼ Start8 for Windows® 8  
http://www.stardock.com/products/start8/  

機能的にもデザイン的にも Win 7 のス

タートメニューをほぼ再現しているのがこち
ら。海外製ソフトだが、項目はちゃんと日本
語で表示される。有料だが試用期間があ
るので気軽に試せる。 

 

$4.99 のシェアウェア（30日試用有） 

▼ IObit StartMenu8  
http://www.iobit.com/iobitstartmenu8.php  

ベータ版の頃は英語版のみであったが、
2013年1月末に日本語に対応した正式版
が公開された。 

 

細かなカスタマイズが可能で、デフォルト
設定でメトロUIをスキップするようになるの

で、ログイン後すぐにデスクトップが表示さ
れるようになる。無料なのに素晴らしい！ 

イチオシ！！ 

http://www.stardock.com/products/start8/
http://www.stardock.com/products/start8/
http://www.stardock.com/products/start8/
http://www.stardock.com/products/start8/
http://www.iobit.com/iobitstartmenu8.php
http://www.iobit.com/iobitstartmenu8.php
http://www.iobit.com/iobitstartmenu8.php
http://www.iobit.com/iobitstartmenu8.php


  田 中 サービスマンの 

製品情報 

便利な防水 ＬＥＤ ライト LWR-48 



本     社 〒381-0024 長野市南長池498-1 TEL 026（221）4101 FAX 026（221）5313 
長 野 支 店 〒381-0024 長野市南長池498-1 TEL 026（221）4300 FAX 026（221）4610 
上 田 支 店 〒386-0016 上田市国分1-1-9 TEL 0268（24）4300 FAX 0268（24）4136 
松 本 支 店 〒399-0005 松本市野溝木工1-5-1 TEL 0263（26）5900 FAX 0263（26）5904 
南 信 支 店 〒399-4511 上伊那郡南箕輪村5675-5 TEL 0265（76）2100 FAX 0265（76）2102 
東京営業所 〒113-0033 文京区本郷3-29-11ｾｲﾙ本郷3F TEL 03（5805）2791 FAX 03（5805）2793 
 
URL  http://www.itoh.co.jp/    ITOHサービスマンHP http://techservice.jimdo.com/ 

キヤノンマーケティングジャパン認定 
AAA サービス店 

 
京セラドキュメントソリューションズ認定 

サービス店 
 

エプソン販売認定 
サービス店 


