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　47年前の 1969 年金沢大学（工学部土木工学科）を卒業し、金沢市内
の浅野川に架かる鋼製アーチ橋・天神橋（1955 年建造、学生時代に卯
辰山に歩いて登るのによく利用）を造った橋梁メーカー「高田機工㈱（本
社：大阪）」に、就職した。
　社内研修を終え、その夏から東京支店に配属された。まさに、高度成
長期いざなぎ景気の真只中、この時期、新入社員を遊ばせてくれるわけ
もなく、早速、福島県郡山市内の阿武隈川に計画されている歩道橋の設
計を任された。先輩の設計例を参考にしながら、電卓のキーをたたき、
設計計算をして、手書きで設計図面を書き、製造工場に送る。まずは、
製作部門（工場）のチェックを受ける。ほとんど素人である新入社員によ
る不完全な図面であるので、設計ミスは多く、工場からの問い合わせ電
話には、恐る恐る出る毎日であった。鋼桁などが出来上がると、つぎは
工場内での仮組立で、現場架設時の不都合がないかの確認が続く。仮
組立後は、解体して、工事現場への運搬である。ここまで進めば余程の
ミスがない限り、設計者に対する問い合わせはない。そして、小さい橋
であれば、半年もすれば、架設も終わり、竣工式である。竣工すれば、
途中いろいろ手直しした分を修正した計算書や竣工図を作成して、業務
完了である。
　その後、関東・東北地方のいくつかの橋の設計をしたが、残りの時
間は、先輩が担当していた首都高速道路（当時は 3号渋谷線が設計・建
設中）の高架橋の設計と製図を、叱られつつ手伝った。
　やがて、いざなぎ景気も終わり、種々の事情もあり退職して、大学
での研究生活を送ることとなり、そのまま 40年ほど「橋の構造」を専門
とした。大学にいると、橋を直接設計することはないので、私の「橋づ
くり」の修業経験は、前述の短い期間のみであるため、橋梁技術者とし
ての魂（こころ）は、高田機工㈱橋梁設計部・製作部・工事部の厳しい
先輩によってたたき込まれたものである。
　それ以来、自らが設計した橋を訪ねることは全くなかったが、30数
年後に仙台で土木学会全国大会があり、歳のせいであろうが、何を思っ
たか、かつて設計した郡山の歩道橋を見て帰ることになった。阿武隈
川の河川敷から、橋を眺めると、結構、塗装ははげ、錆が目立った。「こ
の錆々は、何故なんだ？点検はしているのか？この橋のメンテナンスは
していないのか？」と疑問と怒りが交錯し、涙が頬を流れた。この涙は
何を意味したのだろうか。この橋は、塗装し直され、現在も健在である。
　「橋づくり」は、一品一品、それぞれ設計し、いろいろな段階で手直
しして、架設し完成する。大量に作る製品とは、思い入れが異なるも
のである。自分がかかわった「橋づくり」は、愛着を込められる点で、「も
のづくり」の原点であったのかもしれない。
　冒頭に述べた、約 60年前に建造された「天神橋」（金沢市管轄）が、こ
の秋、めでたく国登録有形文化財（建造物）に指定されることになって
いる。申請時に少しお手伝いしたこともあり、技術者として何か因縁
を感じているところである。
　この 4月から、安原工業団地の中にある、金沢市異業種研修会館の
館長兼総合アドバイザーをしていますが、役目は「ものづくり産学連携
の橋渡し役」です。阿武隈川で流した「涙」の意味を忘れずにものづくり
の支援をしていきたいと思っています。
　組合員の皆様も、すばらしい「ものづくり」に励んで下さい。
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わたしの「橋づくり」修業

金沢市異業種研修会館
館長　梶　川　康　男　



　平成 28年度第 21回通常総会は、平成 28年 5月30日㈪に
金沢市異業種研修会館で、委任状提出を含む組合員 133 名が
出席し開催されました。
　初めに、米澤卓也理事長が開会あいさつを行い、冒頭で前年
度の組合創立 20 周年記念事業が、当初予算の特別積立金取
崩し額を抑えながらも組合員の皆様のご協力により、充実した内
容にて終了できたことのお礼がありました。
　総会議長には越野英司氏が選出され、議案審議はスムーズな
進行のもとに下記の上程された6議案が、原案どおり可決承認さ
れました。
　当年度の予算説明では、車両の燃費向上及び昨年末からの
原油安の影響で、財政基盤を支えてきた共同購買事業の収入減
がさらに増す懸念が事務局よりありました。

記
　上程された6議案と報告のあった2案件。
第 1号議案　平成 27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 28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 28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 28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 27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 28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とおりです。

理　事　山岸　信孝
　この度、理事に選任いただきました。
組合の活動には初めて触れることとなり
ました。何分不慣れなことばかりではあ
りますが、皆様方のご指導を賜りながら
学んでいかなければと思っております。
　宜しくお願い致します。

理　事　三島　克也 
　この度、理事に選任されまして重責を
担わせていただくこととなりました。
　組合・青年部とのパイプ役となり、青
年部にしか出来ない特色を出し、組合の
発展に微力ではありますが頑張りたいと
思いますので、よろしくお願い致します。

理　事　宮村　　尚
　この度、理事に選任されました宮村でご
ざいます。現在、現役の青年部に所属して
おります。組合青年部のことは理解してお
りますが、組合事業に関しては知らないと
ころが多数あるかと思います。精一杯頑張
りますので宜しくお願いします。

監　事
塚本　一樹

監　事
北村　直樹

新理事よりひとこと

顧　　問	 安嶋　　勇
理　事　長	 米澤　卓也
副理事長	 岩上　伸人
副理事長	 大平　幸枝（新）
副理事長	 紙本　敬章
副理事長	 中村　俊彦
理　　事	 相川外志子
理　　事	 池田　秀樹
理　　事	 金谷　尚次
理　　事	 北　　　卓
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	 新川　　基
理　　事	 野村　　了
理　　事	 野村　　洋
理　　事	 三島　克也（新）
理　　事	 宮村　　尚（新）
理　　事	 山岸　信孝（新）
理　　事	 横田　義尾
監　　事	 北村　直樹（新）
監　　事	 塚本　一樹（新）
監　　事	 堀田　鉄雄
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	 前田　京子

組 合 役 職 員 名 一 覧

平成28年度 第21回安原工業団地協同組合通常総会開催

ご 案 内
ことしの組合健康診断（大切な身体です、毎年健康チェックをしましょう。）
　実施日時：９月６日㈫、７日㈬　午前 9時〜 12時・午後 1時 30分〜 3時 30分
　場　　所：金沢市異業種研修会館
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　平成 28 年 7月 29日㈮
午後 6 時 30 分から、テ
ルメ金沢で第 9回組合員
交流会が 85 名の参加で
開催されました。新川	基
理事が司会者デビューし、

メリハリのある軽快な進行を務めてくれました。
　今回は初めてテルメ金沢での開催となり、また、例年とは
趣向を変えオープニングにアトラクションを入れ、㈶浅野太
鼓文化研究所所属の青少年グループ「サスケ」による、迫力
あるきびきびとした演奏・演技で始まりました。

　米澤卓也理事長の挨拶の後、岩上伸人副理事長の乾杯の
ご発声により懇親会に入りました。
　恒例のカラオケ大会で楽しく過ごした後、おみやげ抽選会
では池田秀樹理事の進行で大いに盛り上がりました。理事長
賞は道田義信さん（㈱ムラタ・エフ・イー）でした。カラオケ、
抽選会で景品があたった
皆様おめでとうございま
した。
　最後は、中村俊彦副理
事長の中締めでお開きと
なりました。

　本年の緑中学校 2
年生のわく・ワーク
体験は夏季に実施さ
れ、当工業団地では
７企業が受け入れま
した。7月28日㈭に、
田中昭文堂印刷㈱で
体験学習に取組んでいる生徒 2 人を取材しました。昨日
はお弁当箱に「石川さん」のシールを貼る仕事を行い、こ
の日はパソコンで名刺製作に挑戦していました。家のパ
ソコンを操作することも時々あるということで、上手に
マウスを使って女の子らしい図案を取り入れていました。
印刷の仕事の感想を問うと、「難しそうな面もあるが、自
分の思うものが作れるので楽しい部分も感じられる。将
来するかどうかは、今はわからないです。」と、素直な返
事がありました。帰りには、自分用に作った名刺が頂ける
そうで二人とも目がキラキラしていました。
　他の受入企業は次のとおりです。
　㈱コシノ／ミナミ金属㈱／株式会社ヒガシヤマ／
　暁化学工業株式会社／ハイテクス工業株式会社／
　株式会社日海ダスキン石川工場

　平成 28 年 3 月 4 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 85 名の参加で開催されました。
　毎年、老若男女問わず大勢の参加者で盛り上がるボウ
リング大会です。会社の同僚で占められたレーン、違う
企業のメンバーでプレーするレーン、どのレーンからも
この大会を楽しみにしていたような笑い声や歓声、励ま
す声が聞えます。
　昨年優勝者の小
島裕美弘氏（カナ
カン㈱）と中村俊
彦副理事長の始球
式で始まった大会
の熱気は、2 ゲー
ム目最後の一投ま
で続き、大変盛り上がりました。
　上位者成績は次のとおりです。（敬称略）

2ゲーム合計得点
優　勝　　箕崎　松男　助国鉄工㈱　　　　　398P
準優勝　　山本　泰彦　㈱エス・ユー・エス　358P
3 　位　　大平　幸春　大平美術紙器　　　　343P

　平成 28年 6月13日㈪、ホテル日航金沢で平成 28年度石川県中小企業団体中
央会表彰式が執り行われました。
　この中で、当組合職員の山口美枝子さんは、平成17年に採用されてから組合の
使命をよく理解し、業務全般の実務を適正に執行していることを評価されて、優良
専従職員県下 9名の受賞者代表として山出保会長より表彰状の授与を受けました。
　山口さんにおかれては、健康に留意され今後も組合のために尽力して下さるよう
お願いいたします。

組合員交流会（テルメ金沢で85名大盛況）

わく・ワーク体験
オンリーワンの名刺作りに挑戦

　山口事務局員が優良専従職員表彰を受賞

熱気に満ちていた
平成27年度ボウリング大会

Congratulations!
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女性部《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 14 回通常
総会が平成 28年 6月3日㈮内
灘町和乃食「はねや」にて出席
者 18名の参加で開催しました。
　議案審議は
1.	平成 27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 28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。

《飾花推進運動》
　6月11日㈯飾花推進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。今年も昨年に引き続き暑い日が
続きそうなので、水やりなどご負担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 28 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 28 年度第 16 回通常総会は、6月11日㈯
18時 30分よりふぐ料理「金八」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、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 27年度事業報告
第 2号議案　平成 27年度決算報告及び監査報告
第 3号議案　平成 28年度役員選任（案）
第 4号議案　平成 28年度事業計画（案）
第 5号議案　平成 28年度予算（案）
平成 28年度事業の内容は下記の通りです。
1．各種会議
　・総　会（6月11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4日）
　・組合、町会合同ゴルフコンペ大会の運営（9月19日）
　・若者の交流会（婚活パーティー）の企画、運営（11月5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（5月31日㈫実施

済み）
　・交流研修会（3月予定）
　・視察研修旅行（11月予定）
4．親睦並びに情報交換に関する事業
　・15周年懇親祝賀会（8月20日㈯開催済み）
　・青年部新年会（2月予定）
平成 28 年度安原工業団地青年部役員
顧　問（新任）　北村　直樹　㈱エス・イー・キタムラ
部　長（新任）　三島　克也　北陸ダイセキ㈱
副部長　　　　東山　裕一　㈱ヒガシヤマ
副部長　　　　米澤　秀輝　㈱米澤建築
会　計（新任）　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（新任）　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。今年度はスローガンである「交わ
り」をテーマにOBを交えての15周年祝賀会を行いました。また、
「若者の交流会」として「婚活パーティー」を3年ぶりに復活し企
画、運営します。安原工業団地の皆さんが事業に参加してくれ
るように青年部として行動していきます。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
　今年は 4年に一度のオリンピックがリオで開催されました。
　地球の裏側で開催されたということで寝不足で体調を崩され
た方もいらっしゃるのではないでしょうか？ 2020 年には半世紀
ぶりに夏季オリンピックが東京で開催されるということで今か
ら楽しみの方も多いと思われます。まだまだ暑い日が続いてお
りますが、これを機会に新たなスポーツを始めて体調管理を行っ
てはいかがでしょうか？

発行責任者　米澤	卓也
編 集 委 員　岩上	伸人、田中	　泰、野村	　洋、三島	克也
　　　　　　宮村	　尚、新川	　基、横田	義尾、北川	和男
　　　　　　山口美枝子
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