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平成時代
そして新しい時代への思い
安原工業団地協同組合
副理事長

紙

本 敬

章

今年 4 月 30 日平成の時代は終わりを告げ、翌 5 月 1 日からは
新元号のもと新たな時代を迎えます。
歴史的なこの年に立ち会えることに特別な気持ちになるのは
私だけではないと思います。
平成を振り返って思うと、平成元年は、バブル期のピークか
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ら始まりました。株価は史上最高値 38,915 円を付け、絶頂期を
迎えますが、翌年株価は暴落し、その後、30,000 円以上下落し
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ました。証券会社や銀行の破綻もあり、
バブル経済は崩壊します。
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その後平成 20 年にリーマンショックによる大幅な景気後退、ま
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た、地震や豪雨など未曾有の自然災害も繰り返し起こり社会に
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大きな被害をもたらすなど、本当に予想だにしないことが、次々
と起こり、経済にも大きな影響を及ぼしてきました。
その平成の激動のなかで、日本が築き上げた大切な技術が海
外に流出したことは本当に残念です。しかし、そうしなければな
らなかった企業の生き残るための事情があったのは事実です。こ
の様々な出来事を経験し、そのたびに問題を乗り越えて今を頑
張っている企業の皆さんは日本の救世主です。
現在、米中の覇権争いから、大国が正面からぶつかり合い、
安全保障の問題が激化しています。更に、近隣諸国との関係悪
化などもあり、様々な経済リスクが山積みの状況です。
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どのような問題が降りかかってこようと、私たちは、いろいろ
な角度から社会を見つめ、会社、そして従業員とその家族を守っ
ていくために対応していかなければなりません。
オリンピック、新幹線、万国博覧会、AI、5G、ロボットなど

発行

安原工業団地協同組合
〒920-0377
金沢市打木町東1400番地
（金沢市異業種研修会館内）
TEL（076）240−1411
FAX（076）240−1903

明るいテーマも数多くあります。これまでに無い想像もできない
事業も現れると思います。そのような新しい産業に期待しながら、
新たな時代を皆様と共に頑張っていきたいと思います。
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平成31年 新年会
平成₃₁年 ₁ 月 ₈ 日㈫、安原

藤舎さんの笛

工業団地組合と町会の合同新

の音が流れるな

年会が、ホテル日航金沢にて

か、和気あいあ

₇₄名の参加で開催されました。

いと歓 談 するう

今年の幕あけは、池野女性

ち、山野之義金

部長の妹さんで藤舎流笛方藤

舎秀代さんに
「鶴」
を演奏して頂き、年初めにふさわしい素敵な
笛の音色に酔いしれました。

米澤卓也理事長と宮本清志町会長から年始の挨拶の後、吉

田康敏金沢市経済局長から市長の祝賀メッセージを交えた挨

拶に続き、下澤佳充石川県議会議員から祝辞を賜り、西川昇

安原地区町会連合会長による乾杯のご発声で宴に移りました。

沢市長が、他会

場より駆け つけ

て下さいました。改めて祝辞を頂き、皆様大変盛り上がり賑や
かな新年会となりました。

楽しい時間は早く過ぎ、米澤隆亮次期町会長の中締めでお

開きとなりました。

組合、町会にとっては良い一年になることでしょう！

老化を防ぐ食の研究〜地場野菜と溶けないアイスクリーム
当組合の文化講演会が、平成₃₀年₁₁月₂₁日㈬午後 ₆ 時₃₀

分から金沢市異業種研修会館において、組合員の他に安原

地区の各種団体の方々を加え₈₂名と多数の参加を得て開催さ

れました。講師は、当金沢市異業種研修会館館長の太田富
久先生です。先生は生薬学、天然物化学と自然に由来する医

薬品素材や食品素

材有効性分の探求と
研究開発が主な活動

だそうです。

老化防止は永遠の

テーマだと、 老 化と
は何か、老化を防ぐ
方 法とは、そして予

防対策として、先生は外的要因、内的要因から体を守る食べ

物が健康寿命を延ばすことができるとし、またバランスの良い
食事を取ることが大事だとも話されました。

また老化を防ぐ食べ物としてハトムギの機能性、ごぼうの抗

酸化成分、スイゼンジナの抗ストレス効果についてお話され、

中でもイチゴの抗肥満活性成分抽出の研究開発に成功され、

その過程から起泡後のクリームの保形性を高める効果をアイスク

リームに応用した溶けないアイスを開発されました。アイスは全
員に配られとても美味しく頂きました。

講演とは少し離れるのですが、さる ₁ 月₂₉日㈫「林修の今で

しょ! 講座」に太田富久先生がいちご博士として出演され、い

ちごが冬バテに有効とのお話をされ、楽しく拝見させて頂きま

した。

企業経営動向に関するアンケート調査報告
毎年恒例となっています企業経営動向調査を ₁ 月に実施し、

しているなか、取引条件が若干好転しており、今後については、

₁ 月の政府の月例経済報告で、
「景気は、緩やかに回復して

ち着きを取り戻しつつも、上昇のあることが窺えます。また、昇

組合員全₁₈₄社のうち₉₄社
（₅₁.₀₈％）
から回答をいただきました。
いる」
として₁₃カ月連続で判断を据え置いていますが、アンケー

ト結果も同様な状況が伺えます。

前年度調査と比較して、売上高増加、採算性好転がそれぞ

れ減少したものの、採算性、操業度、受注残は依然として高

い水準にある状況です。更に、販売価格、仕入価格共に上昇

受注残、今後の受注見通し、現時点の景況感の ₃ 項目とも落
給や人材の確保も多くの組合員にて実施されており、設備投
資についても約半数が実施若しくは計画をしています。

組合員皆様にご協力いただいたことに感謝するとともに、貴

重なご意見を今後の参考として組合活動を進めていきたいと思

います。

健康講座と省エネの研修会を開催
平成₃₀年 ₈ 月₂₁日㈫午後 ₆ 時から金沢市異業種研修会館

にて石川産業保健総合支援センター産業保健相談員小林培美

氏を講師に迎え、
「職場におけるハラスメントとメンタルヘルス」の

テーマで健康講座を開催。₁₄名参加。

平成₃₀年₁₀月₂₄日㈬午後 ₁ 時₃₀分から金沢市異業種研修

会館にていしかわエネルギーマネジメント協会から講師をお迎え

し、省エネセミナーを開催。 ₈ 名参加。
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岐阜 視察研修旅行
本年度の金沢市工業団地連絡協議会との合同視察研修旅

行は、当組合より米澤理事長以下 7 名が参加しました。

1 日目（10 月 12 日㈮）は、岐阜県各務原市に昭和 36 年に

発足した全国で最も古い、機械金属に関する業種で組織さ

れた
「岐阜県金属工業団地協同組合」
を訪問。共同受電事業・
金融事業等の説明を受けました。次の見学先である「川崎重

工（岐阜工場）
」は、日本を代表する航空機メーカーで、自衛

隊機やヘリコプターをはじめ、民間航空機を含め多数の機種

を製造・修理する工場です。その広大な敷地内を JR 線・名

平成30年度安原工業団地協同組合主催

第39回ソフトボール大会

平成 30 年 9 月 2 日㈰、安原小学校グラウンドにおいて、

安原工業団地協同組合主催安原工業団地町会協賛の第 39
回ソフトボール大会が開催されました。

当日は 7 チーム（班チーム 1）トーナメント戦で行われ、

1 チームは不戦勝という形でしたが熱戦が繰り広げられ、
決勝では若松梱包運輸倉庫㈱が班選抜チームを 10 対 2 で
下し、V5 を飾りました。

選手の方及び運営にご協力下さいました皆様、暑い中

お疲れ様でした。

鉄線が通り、専用
飛行場も備える大

規 模工場でした。
夜は名古屋市内の

ビール園にて楽し

い夕食のひととき

を過ごしました。

2 日目（10 月 13 日㈯）は、名古屋城の見学など充実した旅

行でした。

第8回安原工業団地協同組合・町会

合同ゴルフ大会

平成 30 年 9 月 17 日（月・祝）、組合・町会合同ゴルフ

大会をゴルフクラブツインフィールズにおいて開催しま
した。

秋晴れのもと、チャンピオンコースであるゴールドコー

スに、10 組 36 名と多数の方にご参加いただき、日頃の

練習の成果を発揮し、ナイスショットの応酬で、熱戦を
繰り広げました。

結果、㈱ツカモト代表取締役社長の塚本一樹さんが優

勝し、表彰式でベスグロ、飛び賞等各賞もあり、大いに
盛り上がり、懇親を深めました。

来年度もまた開催していきたいと思います。

「半端ない！」
婚活気分を味 WAO ！
金沢東急ホテルにおいて、平成 30 年 8 月 25 日㈯に「第 6

回若者の交流会」が男性 37 名、女性 24 名の参加で開催さ
れました。今までは当組合企業の社員ばかりだったのでメン

バーも若干マンネリ化してきたこともあり、今回は初めての
試みで、いなほ工業団地と合同で
「婚活パーティー」
を当青年
部が主体となり、企画・運営いたしました。

三島青年部長からのあいさつから始まり、まずはグループ

毎で全員に自己紹介してもらい、フリータイムでビュッフェ

スタイルの食事をした後、○ × ゲームでお目当ての人と相
談しながらゲームを楽しみました。最終的には前回よりも少

なかったのですが、3 組のカップルが成立し、金沢東急ホテ
ルの食事券が贈られました。

合同ということも有り、大変な事も有りましたが、大いに

盛り上がりプロ司会者による場慣れた演出により楽しい時間

が過ごせました。

今回もカップルの抽選方法は、スマートフォンを使用して

の投票となり、集計時間が短縮されその分フリートークの時
間が長く取れました。

交流会は「自由に自分を表現する場」
「会ってみたいと感じ

る要素があれば出会いのチャンス」仕事も恋も同じかもしれ

ません？

今後も交流会を通

じて仕事への活力、
恋の架け橋、当団地

組合の活性化に繋げ

たいと思います。
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青 年 部

活動報告

女 性 部

活動報告

10月12日㈮
8 月25日㈯
【第 2 回研修会】
【第 6 回若者の交流会（婚活パーティー）】
金沢異業種研修会館にて、
「ハワイア
金沢東急ホテルにて、いなほ工業団地と合同で「交流会（婚
ンキャンドル作り」
を行いました。講師は
活パーティー）」
を男性₃₇名・女性₂₄名で開催しました。
合同は初めての試みで、いくつかのハードルは有りましたが 「ハワイアンキャンドル山本」の山本妙
生駒・池田・紙本幹事のがんばりによりのり超えることができ、 子氏で、透明なジェルの中に好みの飾りを入れプニュプニュで
かわいいキャンドルを作り、楽しいひと時を過ごしました。今回
自己紹介のあとゲームなどで大変盛り上がりを見せ ₃ 組のカッ
は組合員なら誰でも参加 OK で幅広く募集したところ、₁₅名が
プルが誕生致しました。
参加され、内 ₅ 名は会員以外の方が参加して下さいました。
9 月 2 日㈰
10月18日㈭〜 19日㈮
【第39回ソフトボール大会】
【中央会全国フォーラム】
安原小学校グラウンドにおいて安原工業団地協同組合主
宮城県仙台市の江陽グランドホテルにて、全国の女性経営
催、安原工業団地町会協賛にて第₃₉回ソフトボール大会が行
者と共に「地方創生と人材交流」と題した基調講演を聴き、翌
日には青葉城や仙台朝市等を視察しました。
われ、設営、運営をさせていただきました。
当組合から ₁ 名参加しました。
9 月17日
（月・祝）
11月 1 日㈭
【第 8 回安原工業団地組合・町会合同ゴルフ大会】
【中央会女性部活動訪問事業】
ゴルフクラブ ツインフィールズにおいてゴルフ大会及び親睦
～魅せよう！元気で輝く女性力！～がテーマの中央会活動事
会が開催され、運営のお手伝いをさせていただきました。
業に ₃ 名参加しました。
石川県花商事協同組合女性部様、ウイング北陸綜合衣料
10月19日㈮、20㈯、21日㈰
商業協同組合奥様会様の事例発表と意見交換のあと、石川
【熊本・鹿児島視察旅行】
県伝統産業工芸館や中村記念美術館等を視察しました。
熊本の復興状況（熊本城他）
11月10日㈯
などを見学し、くまモンとワンピー
【花いっぱい！飾花推進活動】
スで の「熊 本 復 興プロジェクト
幹線道路のプランターに葉ボタンの植え替えをしました。
₃ rd」
の話を聞き、復興の大変さ
積雪に負けないで、春先には長く伸びて黄色い花が咲くのを楽
を実感しました。
しみにしています。
次の日には、鹿児島へ移動して知覧特攻平和会館で涙を流
12月12日㈬
し、焼酎工場で焼酎の製造工程を視察し、試飲では参加者 【会員家庭にシクラメンを】
全員酔って感情の起伏の激しい視察旅行となりました。
毎年恒例になっている、会員家庭にクリスマス気分を味わっ
（ ₈ 名参加）
ていただこうと、色鮮やかなシクラメンを配布しました。
2 月15日㈮
12月13日㈭
【第 3 回研修会】
【青年部忘年会】
ヴィラ・グランディスウエディングリゾート金沢にて、㈱花とも
平成₃₀年度忘年会を「居酒屋割烹 源左ェ門」にて₁₄名の出
の代表取締役 記州 陽子氏をお招きし、記州氏のこれまでの
席で開催いたしました。三島部長の挨拶に続き本保幹事の乾
生き方と、事業継続の展望につ
杯の音頭にて会を進め、部員間での情報交換や親睦を図りま
いて、ユーモアを交えながら講演
した。
して頂きました。思いついたらすぐ
に行動に移し、絶えず学び読け
1 月30日㈬
る、バイ
タリティー溢れる生き方に
【青年部新年会】
感動しました。₁₅名参加しました。
平成₃₀年度新年会を「すき焼き 長谷川亭」にて₁₈名の出席
で開催いたしました。
三島部長の挨拶に続き田中幹事の乾杯にて会を進め、今
年度の最後の事業を成功させるとともに、今年も部員間の交
流を深め、今後なお一層事業に参加してもらえる青年部活動
にしていこうと、堅い結束を図りました。

〒郵便切手・印紙の購入は組合で！

組合で切手、はがき、印紙の販売を行っています。
多くのご利用ありがとうございます。
ご購入の際は是非組合（異業種研修会館）を利用いただ
きますようお願いいたします。

あとがき
今、テニス・バトミントン・卓球などスポーツ界では、世界の
トップクラスで素晴らしい活躍をみせています。幼い頃からのた
ゆまぬ努力が実り開花しているのでしょう。誇らしく思いますし、
元気をもらいますね。
今年は、
「平成」が終わり新しい元号になります。自然災害や
厳しい世界情勢、身近なことでは働き方改革や労働者不足など、
さまざまな問題がありますが、気持ちを新たに、新しい風に乗っ
て頑張って乗り切っていきたいと思います。皆さんも頑張ってい
きましょう！
（E・K）
発行責任者 米澤 卓也
編 集 委 員 池野 菊枝、岩上 伸人、金谷 尚次、笠井恵美子
田中 泰、三島 克也、安村 義昭、山口美枝子
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