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　昨年は熊本地震や阿蘇山噴火、迷走台風の出現や大雨による洪水
被害が発生し、本年も福岡県、大分県の大洪水による悲惨な被害な
ど心痛める自然災害が多発しています。地球温暖化の影響が拍車を
かけていることは否めませんね。
　そのような被災地で、たくさんのボランティアの方々の活動が被
災者の力になっているのを見て、暖かい人の心は健在で頼もしく感
ずるところでございます。各地の復興には時間がかかると思います
が、一日も早く普通の生活ができることを願っています。

　さて、私達女性部の活動ですが、これまで通り「継続は力なり」と
小さなことからコツコツと行い、頑張っていこうと思っております。
　活動事業の一環として、幹線道路のプランターに年 3 回花の植替
えをしてきたところですが、10 年もたつと木箱も古くなり、本年 4
月 15 日、多くの皆さんの力をお借りして、木箱の回収、解体そし
て新たなプランターの設置と一大事業でしたが、無事終えることが
でき、本当に助かりました。感謝申し上げます。
　女性部では、様々な研修会を企画していますがこれからも充実に
努めたいと思っています。過去、能登沖地震のときは、被災地の人
を勇気づけたいと輪島まで出かけたり、昨年は、北陸新幹線開通 2
年目の観光客の多いなか、金沢散歩学と題して昔からの風景、建物
の残る尾張町界隈の街並みを歩き、風情を楽しみました。折々の食
事会も楽しみの一つであります。
　このように、皆さんから意見や要望を頂きながら興味を持ってい
ただける女性部に、そしてひとりでも多く参加していただける女性
部にできたらいいなと思っています。新規会員を常時募集していま
すので、活動に興味のある方は是非ご入会下さるようお願いいたし
ます。

　結びになりますが、常日ごろ女性部の活動にご理解とご支援を下
さっている組合企業の皆様および組合役員の皆様、本当にありがと
うございます。
　今後ともよろしくお願いいたします。
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日時：平成 29 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 22 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 142 名（委任状出席を含む）が出席し、米澤卓也理事長
が開会挨拶を行い、近年の組合予算は、駐車場管理並びに共同購買手数
料収入減で大変厳しくなってきている、その一助となることを期して本年 7 月
より郵便切手等の販売事業を開始する、と宣されました。

　議長に、池田秀樹理事を選出し、下記 5 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 28 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 29 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 29 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 29 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）」
報　告　事　項　⑴「平成 28 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 29 年度金沢市異業種研修会館収支予算書（案）報告の件」

　当組合は、平成 29 年 6 月 20 日㈫に日本郵便㈱新金沢郵便局長から「郵便切手等販売委託業務」の承認通知をいただき、
7 月 5 日㈬から共同購買事業として販売を開始しております。
　販売する券種は、切手、はがきの他に印紙もあり、販売日当日から多くの購入者があり、さっそく品不足も生じ 7 月だけで
3 回追加購入に走りました。
　82 円切手は普通切手で準備しましたが、シール式や記念切手も必要との指摘があり追加で用意しました。高額の印紙や多
数必要な場合は予め注文下されば調達しますので、組合員の皆様、ご活用よろしくお願い申し上げます。
　業務時間は郵便局同様で、午前 9 時から午後 5 時までです。

　平成 29 年 6 月 12 日㈪金沢東急ホテルで開催された石
川県中小企業団体中央会平成 29 年度表彰式で、組合功労
者会長表彰を塚本一樹 氏（㈱ツカモト）と北村直樹 氏（㈱
エス ･ イー ･ キタムラ）の両監事が受賞しました。おめで
とうございます。
　両氏は、平成 18 年度から役員として組合運営に尽力さ
れ、特に地域住民と融合できる工業団地をめざし、地元
野菜の収穫祭やソフトボール大会運営等青年部のパワー
を活用するなど組合発展に手腕を発揮した功績が評価さ
れたものです。今後とも組合の発展の為に貢献して下さ
るようお願い申し上げます。

　平成29年4月1日から前館長 梶川康男氏の後任として、
金沢大学名誉教授・客員教授 太田富久氏 ( 薬学博士 ) が
第 5 代館長に着任しました。
　ご出身は長野市、東北大学大学院で博士号を修得され、
平成９年から金沢大学で教鞭をとってこられました。現
在は金沢市湯涌地区にお住まいです。
　職務として金沢市総合アドバイザーを担当しています
ので、お気軽にお越し下さい。

平成29年度中央会
“組合功労者”表彰を2名が受賞

太田富久氏が異業種研修会館
新館長として着任

郵便切手・印紙を販売していますヨ。

平成２９年度第２２回安原工業団地協同組合通常総会開催
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　第 10 回組合員
交流会が、平成 29
年 7 月 28 日㈮ 18
時 30 分より「ヴィ
ラ・グランディス
新館」にて、74 名
の参加で開催され
ました。
　総合司会は、昨

年に引き続き新川 基理事です。その明るくさわやかな声
で幕開けとなり、まず米澤卓也理事長の挨拶、そして中村
俊彦副理事長の乾杯のご発声と続き、懇親会がスタートし
ました。
　今回が節目の 10 回目ということで、役員以外でただ一人
皆出席を続けてこられた女性部宮下定子さんに、米澤理事

長より記念品の贈呈がありました。
　しばらく歓談の後、野村 了理事と青年部長の三島克也理
事の進行で “ 全員参加型じゃんけんゲーム ” が行われ、会
場全体が大きな歓声や悲鳴（？）に包まれながら大いに盛り上
がりました。ゲームの結果による 1 ～ 3 位のテーブルにそれ
ぞれ景品が渡されました。
　その後、恒例のカラオケ大会、そしてお待ちかねウイット
にとんだ池田秀樹理事の司会による “ 大抽選会 ” と続き、照
れと笑いの中、さらに盛り上がり
ました。特別賞の中のトップ賞で
ある “ 理事長賞 ” はミナミ金属㈱
市原成一氏が獲得しました。　
　最後に、野村 了理事の中締め
にて無事終了、お開きとなりま
した。

第10回組合員交流会

　平成 29 年 3 月 3 日㈮御経
塚グランドボウルにおいて、
恒例の組合交流ボウリング大
会がこれまで最多の参加者
101 名で（前年は 96 名、前々
年は 85 名）、開催されました。
　米澤卓也理事長の開会あいさつの後、昨年度優勝の箕﨑
松男氏（助国鉄工㈱）と米澤理事長で、2 人ともストライク
だと多くの特典がついてくるドリームチャレンジ始球式を行
い、その後各レーンで 2 ゲームのバトルが開始されました。
　表彰式では、上位入賞者や飛び賞、当日賞、りくつなぁ賞
に追加してボウリング場からの賞品もあり、大いに盛り上が
りました。
　上位成績は次のとおりです。　（敬称略）2 ゲーム合計得点
　　優　勝　　城戸口明子　竹原運輸㈱　　　　　388P
　　準優勝　　福田　雄一　石川トヨタ自動車㈱　375P
　　₃　位　　中島　　肇　㈱エス・ユー・エス　　367P

　平成 29 年 8 月 1 日㈫～ 2 日㈬に金沢市異業種研修会館
で、組合が石川県予防医学協会とタイアップして実施し
た本年度の組合定期健康診断に、450 名強の受診があり
ました。
　本年検査機関を変更したのは、アンケートで胃のレン
トゲン透視を希望する意見があったことと、見積り合せ
で同様のメニューで受診料をいくらかでも安くできるか
らでした。特に全国健康保険協会（協会けんぽ）加入者に
は好評でした。
　受診者は例年より若干多いのですが、両日とも保健師
のテキパキとした采配により、比較的短時間で健診を完
了できたように思えました。
　皆さんが健康体であって、異常通知がないことを願っ
ております。ただし、通知があった場合には、早急に医
師のチェックを受けるのがこの制度の要旨ですから適正
な対応をお願いします。

ひな祭りの日に
組合ボウリング大会 働く人は健康であることが大切

　恒例のわく・ワー
ク (work) 中学生職場
体験が、7 月25日㈫～
27 日㈭の日程で行わ
れ、当工業団地では
7 社が緑中学校 2 年
生 22 名の受け入れに
協力しました。

　暁化学工業㈱では、バス用の配線カバーを 3 名が連携
して手際よく作っていました。仕事をすることの感想を聞

くと、「同じ作業をし続けるのは疲れる。大きな工場だけど
周りの人は任されたのが単純な仕事でも責任を持って仕
上げていて、すごいなあと思う。」と返答がありました。
　この体験で得られたことを将来役立てて、ものづくり
を担う一員になってくれれば良いなと思いました。

本年の協力企業
　㈱コシノ　　ミナミ金属㈱　　㈱ヒガシヤマ
　ハイテクス工業㈱　　田中昭文堂印刷㈱
　㈱日海　　暁化学工業㈱

わく・ワーク(work)体験
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《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 15 回通
常総会が平成 29 年 6 月2 日㈮美川町　割烹「幸庵」にて出席
者 17 名の参加で開催されました。
　議案審議は
 1 . 平成 28 年度事業報告書及び収支決算承認の件
 2 . 任期満了に伴う役員選出の件
 3 . 平成 29 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。
 1 . 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。
 2 . 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。
 3 . 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。
 4 . 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。
 5 . 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。
 6 . 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。
 全てのプランター・土の総入れ替えをする。
《飾花推進運動》
　今年度は、飾花に関する事業として
全てのプランター・土の総入れ替えをす
ると事業内容にあったのですが、4 月
15 日㈯に会員 11 名、お手伝い 4 名計
15 名でプランターの入れ替えをしました。
　一大作業でしたが、みなさんの協力のおかげで早く終了する
ことができました。
　ご協力頂いた皆様、本当にありがとうございました。
　また、6 月10 日㈯には、新しいプランターと土でサルビアや
マリーゴールドをはじめ夏の花々の植え替えをしました。旧プラン
ター処理を手伝ってくださった方々、お花を植えて頂いた皆様
たいへんお疲れ様でした。そして、ありがとうございました。道
沿いのプランターは今年もみなさんの眼の癒しになればと思い
ます。引き続き暑い日が続きます。水やりなどご苦労をおかけい
たしますが、何卒ご協力お願い申し上げます。
《平成29年度　女性部役員》
　部　長　　池野　菊枝
　副部長　　東山　敦子　　副部長　　新川　　基
　会　計　　笠井恵美子
　理　事　　丸山加代子　　理　事　　相川外志子
　監　事　　山下　武子　　監　事　　本保　松枝

＊ 女性部設立以来、副部長・部長として支えていただいて
いた大平幸枝さんが、退任致しました。10 年以上にわた
りご尽力いただき感謝いたします。お疲れ様でした。

　 新部長は㈲アイエスコーポレーションの池野菊枝さんです。
また、皆さんのご協力をいただき盛り上げていきたいと思
いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　青年部の平成 29 年度　第 17
回通常総会は、6 月10 日㈯ 18 時
30 分よりかなざわ石亭にて現部員
数 28 名中 21 名（委任状 7）の出席
で開催いたしました。
　開会宣言のあと、三島部長の挨
拶から始まり6 件の議案を審議し、
承認されました。
第 1 号議案　平成 28 年度事業報告
第 2 号議案　平成 28 年度決算報告及び監査報告
第 3 号議案　平成 29 年度役員選任（案）
第 4 号議案　平成 29 年度事業計画（案）
第 5 号議案　平成 29 年度予算（案）
第 6 号議案　新入部員の紹介（㈲小森治具・小森）

　退会部員の紹介（㈱ヒガシヤマ・東山）
　　　　　　　　（㈲白山商会・幡野）

平成 29 年度事業の内容は下記の通りです。

1．各種会議
　・総　会　（6 月10 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
　・若者の交流会の企画、運営　（8 月26 日）
　・ソフトボール大会の運営　（9 月3 日）
　・組合、町会合同ゴルフコンペ大会の運営　（10 月9 日）

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5 日㈪実施済み）
　・視察研修旅行　（10 月予定）
　・交流研修会　（11 月予定）

4．親睦並びに情報交換に関する事業
　・3 団地青年部対抗親睦ゴルフコンペ　（9 月23 日）
　・青年部新年会　（翌年 2 月予定）
　　　　　　
平成29年度安原工業団地青年部役員

顧　問　　北村　直樹　㈱エス・イー・キタムラ
部　長　　三島　克也　北陸ダイセキ㈱
副部長　　米沢　秀輝　㈱米沢建築
会　計　　横田　義尾　㈱金石製作所
幹　事　　生駒　健次　㈱イコマ・メカニカル
幹　事　　池田　良彦　ハイテクス工業㈱
幹　事　　市原　成一　ミナミ金属㈱
幹　事　　紙本　寛之　㈱紙本鉄工
幹　事　　本保　順士　㈲本保熔接　
幹　事　　道下　雅夫　サンセイ工業㈱
幹　事　　米澤　隆亮　㈱米澤製作所
監　事　　塚本　一樹　㈱ツカモト
監　事　　宮村　　尚　アスパック㈱

　
　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。今年度は組合事業者の一般社員
さん達を巻き込んでの大交流会を企画しました。また、今期の
スローガンである「安原創生」をテーマに積極的に新しい事業、
思い出が残る事業を企画したいと思っております。安原工業団
地の皆さんが参加してくれるように青年部の活動にご理解を頂
き、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３月に北陸新幹線、敦賀～新大阪延伸ルートが決まりま
した。金沢以南にもさらなる新幹線効果を期待したいところです。
　それにしても、このところの空前絶後の記録的豪雨や猛暑の
異常気象、某国の理不尽な脅威はなんとかできないものなのか？
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（N・K）
発行責任者　米澤 卓也
編 集 委 員　岩上 伸人、金谷尚次、田中 　泰、野村 　洋
　　　　　　三島 克也、新川 　基、北川 和男、山口美枝子
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