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　こんな暑い夏は今まで経験したことがありません。組合員の皆様
はこの酷暑いかがお過ごしでしょうか。
　今年は平成最後の夏です。来年５月には新元号に変わろうとして
います。
　前半は穏やかにすぎ、今年も暑い日がつづきそうだと言っている
時、西日本に豪雨があり、九州でも災害が発生しました。
　また７月に入り記録的な猛暑が続いて、さらには台風も例年より
発生件数がすこぶる多い年になりそうです。激甚災害に指定された
とはいえ、西日本の復興の兆しはまだ見えてきておりません。被災
者のみなさまには心よりお見舞い申しあげます。

　記憶にも記録にも残りそうな年に安原工業団地の副理事長という
重責を仰せつかりました。平成 10 年にこの工業団地に移転してき
て 20 年が過ぎました。その頃から組合員として活躍されている企
業さま、新地域に増床されて工業団地から移転される方、また新規
に工業団地に移転されてこられた方等、ずいぶん組合員のメンバー
も変わってきたように思います。平成 30 年度の組合員は 185 社で
あります。
　私どもが安原工業団地にお世話になったころから比べると少し企
業数が減少しているような気がします。後継者の問題、人手不足の
問題等色々あるとは思いますが、元気な工業団地を維持していくう
えで組合員数が年々微増することが好ましいかとも思います。この
安原工業団地はセミナーの企画・工業団地各企業様の社員さんの交
流企画など、幅広い事業を展開しており、石川県のなかでも素晴ら
しい工業団地だと思います。
　景気の良さがなかなか感じられない今、安原工業団地のものづく
り企業の元気度は素晴らしく、好成績を挙げられている企業がたく
さんおられます。
　今年の企業アンケートの中で増床の為に土地を求められている企
業が相当数おられることがわかりました。工業団地の区画がもっと
広がれば新たな企業進出も見込まれ組合員数が増えることにより安
原工業団地協同組合がもっと大きくなり、さらにパワーアップでき
ると思います。
　我が安原工業団地は、災害時でも瞬時に行動できる防災マップを
準備しておりますし、安心・安全なまちづくを目指しております。
　元気な街（工業団地）づくりの為、先輩の指導を受けながら少しで
も貢献できるように頑張ってみたいと思います。
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災害に負けない
街づくり

安原工業団地協同組合
副理事長　越　野　英　司　



理　事　宮本　清志
　この度、理事に選
任されました宮本で
す。
　組合の活動内容等

分からないことも多々あると思いま
すが、先輩諸氏に指導を仰ぎながら
一生懸命努めさせていただきます。
宜しく申し上げます。

理　事　笠井恵美子
　この度、理事に選
任いただきました。
これまで女性部で活
動してきましたが、

組合事業に関しては知らないことが
多数あると思いますので、皆様のご
指導を頂きながら精一杯頑張りたい
と思います。どうぞよろしくお願い
いたします。

理　事　池野　菊枝
　この度、理事に選任
されました池野です。
　再任ではございま
すが、皆様のお力を
いただいて頑張りた
いと思います。

　女性部ともども、よろしくお願い
致します。

　 ₅ 月₂₉日安原工業団地協同組合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₁₂₀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、田中　泰理事が議長に選任されました。
　下記 ₈ 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₂₉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₃₀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₃₀年度経費の賦課及び徴収方法決定

の件」
第 ₄ 号議案  「平成₃₀年度借入金残高の最高限度額決定

の件」
第 ₅ 号議案 「役員報酬決定の件」
第 ₆ 号議案 「任期満了に伴う役員選出の件」
弟 ₇ 号議案  「平成₂₉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、財産目録決算報告の件」 
第 ₈ 号議案  「平成₃₀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。

理　事　長 米澤　卓也
副理事長 岩上　伸人
副理事長 紙本　敬章
副理事長 越野　英司（新）
副理事長 中村　俊彦
理　　事 池田　秀樹
理　　事 池野　菊枝（新）
理　　事 笠井恵美子（新）
理　　事 金谷　尚次
理　　事 北　　　卓
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 三島　克也
理　　事 宮村　　尚
理　　事 宮本　清志（新）
理　　事 山岸　信孝
理　　事 横田　義尾
監　　事 北村　直樹
監　　事 塚本　一樹
監　　事 堀田　鉄雄
事務局長 安村　義昭
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30年度 第23回安原工業団地協同組合通常総会開催

新理事よりひとこと

　今年の組合定期健康診断は、平成 30 年 8 月 8 日㈬、9 日㈭の２日間、金沢市異業種研修会館にて、石川県予防医学協
会により実施されました。労働安全意識の高まりのなか、検査項目の充実と適正な実施を図り、また、全国健康保険協
会（協会けんぽ）の補助制度が利用できることもあり、受診者は 62 社 466 名と昨年より多くの方が受診されました。
　初日の朝は開始前から受診者の行列ができましたが、胃がん健診車を２台に増やすなど、医療職員の的確な対応によ
り、スムーズな流れの中健診が進んだように思われます。
　受診の結果、万が一異常の所見があった方については、医師に必要な措置をご確認ください。
　今後とも皆さんの健康のための取組みを進めていきたいと思っています。

健康への取組み
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平成30年度 中央会組合功労者表彰を 3 名が受賞
　石川県中小企業団体中央会平成₃₀年度表彰式が平成₃₀年 ₆ 月₄ 日㈪ホテル日航金沢で開催され、紙本敬章氏（㈱
紙本鉄工）、池田秀樹氏（ハイテクス工業㈱）、北　卓氏（㈱ウインドーセンター大和）の ₃ 名の方が石川県知事表彰（組合
功労者）を受賞されました。おめでとうございます。
　御三方は、青年部活動から教育事業、共同購買事業などそれぞれの分野で、₁₅年以上の長きにわたり理事として活躍
され、組合発展のため多大な貢献をされてきました。今後とも組合のより一層の発展のため活躍されるようお願い申し上
げます。

　第 11 回組合員交流会が、平成 30 年 7 月 27 日㈮ 18 時 30
分から、「ヴィラ・グランディス  ウエディングリゾート金沢  新
館」で開催されました。例年とは異なり窓の外には青色のイル
ミネーションが輝き幻想的な中、新川　基理事が司会を務め、
米澤卓也理事長から、「今年の暑さは、命の危険を伴う夏なの
で水分を多く取り夏を乗り切りましょう」と、挨拶がありその
後、紙本敬章副理事長の乾杯で懇親会に入りました。
　年々若い人も多くなり、女性陣の華かさも加え、賑やかで
した。
　しばし歓談の後、野村　了理事と青年部長三島克也理事
の進行で全員参加の「じゃんけんゲーム」がテーブル対抗で
行われ、レイの多いチームの勝ちです。ジャンケンに負け、
レイは取られて早々に椅子に座る人、何本もレイをゲットす
る人など…。結果、I チームが優勝しました。次は、カラオ

ケタイム。華やか
女性チームの歌
声が響くなど盛
り上がりました。
そして、池田秀
樹理事の進行で
お楽しみ抽選会
があり、数多くの
景品が贈呈され、さらに盛り上がり、＜理事長賞＞は㈱ ITK
マシナリー吉田佳巳さんが豪華景品を獲得しました。
　最後、越野英司新副理事長の中締めで約２時間の交流の
場はお開きとなりました。今年は 81 名の参加があり、盛大
に終わることができました。楽しい時間をありがとう御座い
ました。お世話された役員さん事務局さんご苦労様でした。

第11回 夏の交流会

　平成 30 年 3 月 2 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
が開催されました。常連さんはもとより新規の方も多数
参加していただき、総勢 95 名の大歓声の中で活気溢れる
ゲームが展開されました。
　昨年と同様でレッドピンチャレンジでピンの真ん中に
レッドピンが登場した時に男性はストライク、女性は八
本以上だと、グループ全員にお菓子がもらえるというこ
とで皆さん気合が入り、白熱したゲーム展開もあり、大
いに盛り上がりました。
　ゲーム終了後、中村俊彦副理事長の挨拶のあと、表彰
式が行われ、飛び賞や「りくつなぁ～賞」などの特別賞を
はじめバラエティーに富んだ賞
品の発表があり、とても楽しい
大会となりました。入賞された
皆様おめでとうございました。

優　勝　　福田　雄一　石川トヨタ自動車㈱　397P
準優勝　　池田　良彦　ハイテクス工業㈱　　362P
第 3 位　　城戸口明子　竹原運輸㈱　　　　　359P

　毎年恒例の緑中学校 2 年生
のわく・ワーク体験が 7 月 24
日㈫～ 7 月 26 日㈭の 3 日間行
われ、当工業団地では、7 社
が 21 名 の生徒を受け入れま
した。
　6 名の受け入れをした㈱日海では、工場長自ら工場内を
案内してくれました。
　猛暑の中、水分補給や塩あめなど意識して取らせなが
ら、2 名ずつ 1 時間交代で色々な仕事を体験してもらいま
した。カゴの洗浄をする生徒は、「水を使う仕事なので楽
しい」という答えが返ってきました。ほかにも、カゴにビ
ニールをかぶせる仕事、古いモップにアルファベットを
書く仕事などを一所懸命していました。全体の感想は「両
親の苦労がわかった」という意見でした。
　この体験を通して自分の将来に興味をもったのではな
いでしょうか。

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

「わく・ワーク（職場体験）体験」平成29年度
交流ボウリング大会開催される !!
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　青年部の平成₃₀年度　第₁₈回通常総会は、 ₆ 月₁₅日㈮₁₈
時₃₀分より割烹寿司 志げ野にて現部員数₂₈名中₁₇名（委任状
₁₁）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₅ つの議案を
審議し、承認されました。
第 ₁ 号議案　平成₂₉年度事業報告
第 ₂ 号議案　平成₂₉年度決算報告及び監査報告
第 ₃ 号議案　平成₃₀年度役員選任（案）
第 ₄ 号議案　平成₃₀年度事業計画（案）
第 ₅ 号議案　平成₃₀年度予算（案）
第 ₆ 号議案　新入部員の紹介（㈱サンヨー機械・長田）
　　　　　　退会部員の紹介（アスパック㈱・宮村）
　　　　　　　　　　　　　（㈱ツカモト・塚本）
平成₃₀年度事業の内容は下記の通りです。
1 ．各種会議
　・総会（ ₆ 月₁₅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₂ 日）
　・組合、町会合同ゴルフコンペ大会の運営（ ₉ 月₁₇日）
　・若者の交流会の企画、運営（ ₈ 月₂₅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₁₁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or₁₀月予定）
　・青年部忘年会（₁₂月予定）
　・青年部新年会（翌年 ₂ 月予定）

平成30年度安原工業団地青年部役員
再任・部　長　　三島　克也　北陸ダイセキ㈱
再任・副部長　　米沢　秀輝　㈱米沢建築
新任・副部長　　市原　成一　ミナミ金属㈱
再任・会　計　　横田　義尾　㈱金石製作所
再任・幹　事　　生駒　健次　㈱イコマ・メカニカル
再任・幹　事　　池田　良彦　ハイテクス工業㈱
再任・幹　事　　紙本　寛之　㈱紙本鉄工
新任・幹　事　　金子　　睦　㈱北陸電器製作所
新任・幹　事　　田中　逸郎　田中昭文堂印刷㈱
再任・幹　事　　本保　順士　㈲本保熔接
再任・幹　事　　米澤　隆亮　㈱米澤製作所
新任・幹　事　　米澤　　剛　暁化学工業㈱
新任・監　事　　北村　直樹　㈱エス・イー・キタムラ
新任・監　事　　道下　雅夫　サンセイ工業㈱

　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。今年度は新任 ₃ 名の幹事とともに

「チャレンジ」をテーマに、その第一歩として、いなほ工業団地
と合同で婚活パーティーを企画しました。また、今期も横江・
旭工業団地とのゴルフコンペも開催予定です。近隣の工業団地
との横の繋がりも大切にして行き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努力するとともに、青年
部の活動をご理解を頂き、今後ともご協力（青年部入部）をお
願いいたします。

《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₁₆回通常総会が平成₃₀年 ₆ 月₈
日㈮東御影町「四季彩　Mocco」にて出席
者₁₆名の参加で開催しました。
　議案審議は
₁ ．平成₂₉年度事業報告書及び収支決算書承認の件
₂ ．任期満了に伴う役員選出の件
₃ ．平成₃₀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演会、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）に花苗の配布により、バス通り
などに飾花する。

《研修会報告》
　 ₄ 月₁₅日㈰₁₄名参加で、和倉温泉「虹と海」でランチを楽し
んできました。食後は温泉に入ったり、温泉街を散策するなどし
て会員相互の親睦を深めてきました。
　帰りは、外観デザインは北陸の伝統工芸である輪島塗や加
賀友禅をイメージし、車内は金箔などで豪華に装飾が施された、
車両全体で北陸の和と美を満喫できる列車「花嫁のれん号」に
乗って帰ってきました。
　とても人気の列車なので、乗車出来てとても貴重な経験にな
りました。
《飾花推進運動》
　 ₆ 月₉ 日㈯幹線道路のプランターにサルビアやマリーゴールド
などの夏の花々の植え替えをしました。今年も暑い日が続きま
すが、水やりなどご苦労をおかけしますが、何卒ご協力をお願
い申し上げます。
《平成30年度　女性部役員》
　部　長　　池野　菊枝
　副部長　　新川　　基　　　副部長　　東山　敦子
　会　計　　笠井恵美子
　理　事　　本保　松枝　　　理　事　　吉岡　敏子
　監　事　　浅井芙美子　　　監　事　　荒井万里子

青 年 部 活動報告 女 性 部 活動報告

あとがき
　平成 30 年９月発行「りくつなぁ～」今回お伝えしたい事。異
常気象、全国各地で豪雨被害、梅雨明けて猛暑、酷暑、熱中症、
未経験の台風、命を守る行動を。どうなっているのでしょう、日
本 ??
　2100 年の気象予測が発表されました。気温が 4℃上がるそうです。
　環境が大きく変化し、動植物、生態にも関わる事態であります。
　自然には逆らうことは出来ません。
　平成最後の夏、やり残した事はありませんか。 （N・K）
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