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　今年のお盆は、ほとんど曇りから雨の中で終わってしまったよ
うに感じます。
　我々の仕事は、秋に向けてこれからが本番だと思っています。
　我社は、平成 9 年 2 月の云わば “ 真冬日 ” に金沢市内（増泉）か
ら安原工業団地に移転してまいりました。当時、引越しに丸 4 日
間かかりましたが、そのうち最初の 3 日間が晴れていて「ひょっと
して運がイイかも !」と思ったのを今でも思い出します。まるで神
頼み？でした。そしてこの安原の地にお世話になって 17 年が経ち
ます。
　安原での環境も、最近は海側幹線道路や白山インターチェンジ
等が次々と出来て、越して来た頃には一面のセイタカアワダチ草
の群れだったのに…と今振り返ってみると隔世の感があります。
　さて、台風 11・12 号の九州・四国での大変な雨など、最近は異
常気象が頻発しています。それに対しての気象庁の『これまでに経
験のない〜』という表現の注意・警報…まるで日本が亜熱帯気候に
なったかのようです。
　また、対中・対韓・対露等近辺の国々と日本との様々な関係や、
イラン・イラク & イスラエルなど中東での紛争地域の数々…国際
社会における日本の対応は、益々難しく複雑になっています。
　そんな中、アフリカにおけるエボラ出血熱などは今後パンデミッ
クの危機となるのではないか…地球は果たしてどこに向っている
のでしょう。
　話は大きくなりましたが、我々を取り巻く国内外の状況や環境
は、益々不安定・不確実な状況が続いていくでしょう。然れども
私たちは足元を見つめてしっかり状況を把握し、それぞれの目標
や方向を定め一喜一憂せずバランスを取りながらやっていくこと
が必要なのでしょう。本当に難しい世の中だと思います。
　今回、新たに副理事長としての大役を仰せつかりました。微力
ながら任期まで？しっかり全うする所存ですので、安原工業団地
協同組合運営に対して皆様のさらなるご協力をお願いします。
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　　　日　時：平成26年5月29日㈭　18：30～

　　　場　所：金沢市異業種研修会館

　5 月 29 日安原工業団地協同組合第 19 回通常総会が金沢市異
業種研修会館において開催されました。
　当日は、組合員 109 名（委任状出席を含む）が出席し、米澤卓
也理事長の挨拶の後、中田良治理事が議長に選任されました。
　下記 6 議案が上程され、全て原案どおり可決承認決定されま
した。

第 1 号議案　「平成 25 年度事業報告書、貸借対照表、損益計算書、
財産目録及び利益剰余金処分（案）承認の件」

第 2 号議案　「平成 26 年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）
承認の件」

第 3 号議案　「平成 26 年度経費の賦課及び徴収方法決定の件
（案）」

第 4 号議案　「平成 26 年度借入金残高の最高限度額決定の件（案）」
第 5 号議案　「役員報酬決定の件（案）」
第 6 号議案　「任期満了に伴う役員選出の件」
報　告　事　項　⑴　平成 25 年度金沢市異業種研修会館事業報告書及び貸借

対照表、損益計算書、財産目録、収支決算書報告の件
　　　　　　⑵　平成 26 年度金沢市異業種研修会館収支予算書（案）報告

の件
　今年度は役員改選があり、理事長には米澤卓也 氏（暁化学工業㈱）が再
任され、議場に報告されました。
　新役員の方々は別表の通りです。

平成26年度 第19回安原工業団地協同組合通常総会開催

　YASUHARA INDUSTRIAL PARK COOPERATIVE SOCIETY   NEWSLETTER NO. 17　

2

顧　　問 安嶋　　勇
理　事　長 米澤　卓也
副理事長 岩上　伸人（新）
副理事長 紙本　敬章
副理事長 中村　俊彦
副理事長 塚本　一樹
理　　事 相川外志子
理　　事 池田　秀樹
理　　事 大平　幸枝（新）
理　　事 金谷　尚次（新）
理　　事 北　　　卓
理　　事 北村　直樹
理　　事 越野　英司
理　　事 田中　　泰

理　　事 塚本　裕二
理　　事 中川　政一
理　　事 中田　良治
理　　事 新川　　基（新）
理　　事 野村　　了
理　　事 野村　　洋（新）
理　　事 横田　義尾
監　　事 中田　和幸（新）
監　　事 林　　義光
監　　事 堀田　鉄雄（新）
事務局長 北川　和男
事　務　員 山口美枝子
事　務　員 出越　昌子
事　務　員 東渡智恵子

理　事　大平　幸枝
　この度、理事に選任されまし
た。大役と認識しております。
　昨年より新たに見直された組
合事業は、組合員に大変優しく

好評と聞いております。これから自分がその分
野を担うと思うと身が引きしまります。女性と
して組合の一助になればと思っています。
　どうぞよろしくお願いします。

理　事　金谷　尚次
　この度、理事に就任いたしま
した。組合の運営は初めてで、
いろいろ学ぶ事が多いと思いま
す。

　当工業団地の発展に先輩方と一緒に励みます
ので、今後ともご指導、ご協力を賜りますよう
お願い申しあげます。

理　事　新川　　基
　この度、理事に選任いただき
ました。県内でも珍しいくらい
の多種多様で活発な活動を運営
している当工業団地の組合役員

の皆様には頭が下がります。微力ではございま
すが、事務局並びに先輩方のご指導を頂きなが
ら、組合発展のため自分なりに精一杯頑張りた
いと思いますので、よろしくお願いいたします。

理　事　野村　　洋
　このたび理事に選任されまし
た。これまで組合の行事には、
交流会、ソフトボール、ボウリ
ングしか参加したことがありま

せんでしたが、今後は皆様のご指導を頂き、微
力ながら活動して参りますので宜しくお願い致
します。

監　事
堀田　鉄雄

監　事
中田　和幸

新理事よりひとこと

組合役職員名一覧
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　平成 26 年 6 月 9 日㈪、香林坊 2 丁目のエクセルホテル東急
で開催された石川県中小企業団体中央会の通常総会にさきが

けて、平成 26 年度組合功労
者の会長表彰が執り行われ
ました。
　この賞は、組合の運営や
育成への功績が顕著な役員
経歴 10 年以上の組合員が該
当するものであり、当組合
からは岩上伸人副理事長（㈱
中央メディアプロ）と越野
英司理事（越野冷凍食品㈱）
のお二人が中央会の今年度

の審査で被表
彰者と決定さ
れ、県下の 60
名とともに中
央会山出会長
より受賞され
ました。
　この栄えあ
る受賞につい
ては、6 月 25 日㈬当組合の平成 26 年度第 3 回理事会後の懇
談会の席上で披露され、新旧役員から功労者お二人に対し、
今後益々のご健勝とご隆昌をご祈念するとともに、さらなる
組合活動へのご尽力をお願いし、祝賀を行いました。

　第 7 回となる組合員交流会が、平成 26 年 7 月 25 日㈮ 18 時
30 分より中屋町のヴィラグランディス・ウェディングリゾー
ト金沢において、81 名の参加で開催されました。
　紙本敬章副理事長が司会を担当し、米澤卓也理事長の挨拶
の後、岩上伸人副理事長の乾杯の発声により懇親会に入りま
した。
　つかの間の歓談後、各テーブルの代表者が目隠しをして、
コップの指定ラインまでジュースを飲むゲームで会場全体が
リラックスし、その後カラオケとなりました。
　カラオケでは、円熟の「兄弟船」からスタートして、プロは
だしのデュエットあり、にぎやかな組合女性部の「もしも明日

が晴れならば」には振り付
けもあり、若手社員の方々
も熱唱して大変盛り上がり
ました。
　料理も次々出た終盤に、

出席者全員参加型の「安原
工業団地検定クイズ」が組
合事務局の考えた簡単な
問題や難問を、山口事務
員の思わせぶりな問いか
けで進められ、大平幸枝
さん（大平美術紙器）が勝ち抜き 1 位となりました。このゲー
ムでは上位 5 位までの方に景品が手渡されました。
　いよいよ最後に恒例の「大抽選会」。池田秀樹理事のユニー
クな仕切りで、当選者が次の当選者を男女交互に選ぶ方式で
一喜一憂、次々と景品が当たりました。堀田鉄雄監事が抽選
箱から男女 1 名ずつに「りくつなぁ賞」を贈り、ラストは米澤
理事長が「理事長賞」の当選者を選びました。
　中締めは、野村洋理事の一本締めでお開きとなりました。
来年も組合員が和気あいあいと楽しめる場にして、一層の交
流を図りたいと思います。

第7回 組合員交流会は大盛会

　平成 26 年 3 月 7 日㈮御経塚グランドボウルにおいて、毎年
恒例の安原工業団地協同組合主催のボウリング大会が総勢 93
名の参加で開催されました。
　参加費たったの 1,000 円で 2 ゲームと靴代、賞品ももちろ
んですが、うれしいのはお弁当までついていることです。6
時ごろ会社を引き上げ、はらぺこでボウリング場へ急ぎます。
おいしそうな 3 種類から好きなお弁当を選び、みんなと一緒
に食べるとすごくおいしく、楽しい雰囲気になりました。
　ゲームは今年もレッドピンを倒すとジュースをもらえるな
どして、あちこちで歓声があがり盛り上がっていました。
　プレー終了後、中村俊彦副理事長のご挨拶のあと表彰式が

行なわれ、飛び賞やりくつ
なぁ賞などたくさんの賞の
発表に会場は大きな拍手に
包まれました。
　成績は下記の通りです。

（敬称略）
2 ゲーム合計
　優　勝　助国鉄工㈱　　　　　　　　箕﨑　松男　391P
　準優勝　カナカン㈱フローズン商品　小島裕美弘　388P
　第 3 位　㈲エヌテック　　　　　　　野村　　洋　388P

石川県中小企業団体中央会会長表彰を受賞

平成25年度   安原工業団地協同組合ボウリング大会開催



《総会報告及び事業計画》
　安原工業団地協同組合女性部「桜梅桃梨の会」第 12 回通
常総会が平成 26 年 5 月 30 日㈮グランドホテル白山にて
出席者 17 名の参加で開催されました。
　議案審議は
• 平成 25 年度事業報告書及び収支決算承認の件
• 任期満了に伴う役員選出の件
• 平成 26 年度事業計画書（案）及び収支予算書（案）承認の件
の 3 つの事項で全て原案通り承認されました。
　今年度事業内容は次の通りです。
• 講習会、研修会に関する事業
　会員のために資する各種講習会、研修会を行う。
• 親睦並びに情報交換に関する事業
　会員相互の親睦並びに情報交換を図る。
• 組合の事業に対する協力に関する事業
　各種組合事業に協力する。
• ボランティア活動推進に対する事業
　古切手収集及びプルタブ収集を通じて福祉団体へのボラ
ンティア活動を行う。
• 目的達成のために必要な事業
　会の運営を円滑にするため理事会を開催する。
• 飾花に関する事業
　年 3 回（6 月、11 月、3 月）花苗の配布により、バス通り
などに飾花する。
《飾花推進運動》
　6 月 21 日㈯飾花推進でベコニアをはじめ夏の花々の植
え替えをしました。今年は特に暑い日が続き水やりなどご
苦労をおかけいたしますが、ご協力お願い申し上げます。
《研修会報告》
　7 月 5 日㈯老舗の菓子店「森八」に
て研修会を開催しました。参加者
15 名が A、B 班に分かれて落雁手作
り体験をし、世界初となる木型の美
術館を見学したり、昼食は割烹「貴船」の弁当を頂き、優雅
な気分に浸りました。食事後は自由解散でしたが、みなさ
ん満足のいく研修会だったのではないかと思います。
《平成26年度　女性部役員》
　部　長　大平　幸枝　　　副部長　笠井恵美子
　副部長　新川　　基　　　会　計　東山　敦子
　理　事　丸山加代子　　　理　事　相川外志子
　監　事　池野　菊枝　　　監　事　本保　松枝　

　青年部の平成 26 年度第 14 回通常総会は、6 月 14 日㈯
18 時 30 分より「にし料理茶屋」にて現部員数 28 名中 26 名

（委任状出席を含む）の出席で開催いたしました。
　開会宣言のあと、北村部長の挨拶から始まり 5 つの議案
を審議し、承認されました。
第 1 号議案　平成 25 年度事業報告
第 2 号議案　平成 25 年度決算報告及び監査報告
第 3 号議案　平成 26 年度役員選任（案）
第 4 号議案　平成 26 年度事業計画（案）
第 5 号議案　平成 26 年度予算（案）
平成 26 年度事業の内容は下記の通りです。
1．各種会議
　・ 総　会（6 月 14 日㈯開催済み）
　・ 幹事会（必要に応じ部長または副部長が招集）
2．組合の事業に対する協力に関する事業
　・ ソフトボール大会の運営（9 月 7 日㈰）
　・ 組合、町会合同ゴルフコンペ大会の運営
　　（9 月 23 日（火・祝））
　・ 若者の交流会（バーベキューパーティー）の企画、運営
　　（10 月）
3．研修会に関する事業
　・ 石川県中小企業青年中央会　研修会（6 月）
　・ 視察研修旅行（11 月）
　・ 交流研修会（3 月）
4．親睦並びに情報交換に関する事業
　・ 部員拡大懇親ビアパーティー（8 月 28 日㈭）
　・ 青年部忘年会（12 月）
　・ 青年部新年会（2 月）
平成26年度安原工業団地青年部役員
　部　長　　北村　直樹　㈱エス・イー・キタムラ
　副部長　　東山　裕一　㈱ヒガシヤマ
　副部長　　米澤　秀樹　㈱米澤建築
　会　計　　三島　克也　北陸ダイセキ㈱
　幹　事　　福田　祐一　ステンレス㈱
　幹　事　　本保　順士　㈲本保熔接
　幹　事　　池田　良彦　㈱ IT ウエルド
　幹　事　　市原　成一　ミナミ金属㈱
　幹　事　　米澤　隆亮　㈱米澤製作所
　幹　事　　道下　雅夫　サンセイ工業㈱
　幹　事　　生駒　健次　㈱イコマ・メカニカル（新任）
　監　事　　宮村　　尚　アスパック㈱
　監　事　　塚本　一樹　㈱ツカモト（新任）
　青年部の活動はさまざまな業種の会社の部員の交流・意
見交換はもちろんですが、安原工業団地の活性化、地域の
方々との交流も目的としています。今年度も「若者の交流
会」として「バーベキューパーティー」を企画、運営します。
安原工業団地の皆さんにも事業に参加してくれることを意
識しながら青年部の活動をしていきます。今後ともご協力
をお願いいたします。

青 年 部 活動報告 女 性 部 活動報告

あとがき
　今年は4年に1度の、サッカーワールドカップが行われました。
　残念ながら日本は、決勝トーナメントには進むことはできま
せんでしたが、結果はともかく、日本人サポーターが会場のゴ
ミ拾いをする姿は、世界中に驚きと感動を与えました。
　彼らの行動は、ブラジル州政府にも表彰され、試合の勝敗よ
りも得るものが大きかったのではないでしょうか。 （Y.T）

発行責任者　米澤　卓也
編 集 委 員　岩上　伸人、北村　直樹、新川　　基
　　　　　　田中　　泰、塚本　裕二、野村　　洋
　　　　　　北川　和男、山口美枝子
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