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平成２５年５月２７日当組合会館におきまして第２７回通常総会を開催いたしました。通常総会には、ご来
賓として千葉県議会

武田議員、流山市産業振興部

原専務理事、全国工場団地協同組合連合会

岡田部長、同

栗田次長、千葉県中小企業団体中央会

藤

山下専務理事、渡辺顧問弁護士を始め１２名の方にご臨席をいた

だき開催されました。
議案は、髙橋理事長が議長に選出され、第１号議案から第７号議案について慎重審議され、全て可決承認さ
れました。
そして本年度は、任期満了に伴う改選があり新役員
は、（敬称略）
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と決定しましたことをご報告します。
総会終了後、会場を割烹せきやに移動し懇親会を開催し、本総会で退任される、
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のお二人に髙橋理事長より花束が贈呈され、出席者より盛大な拍手が贈られました。
乾杯を株式会社商工組合中央金庫松
戸支店

阪口支店長にご発声いただ

き、本総会で副理事長に就任した熊本
副理事長の中〆まで和やかに開催され
ました。
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経営革新に取組み発展基盤を強化

平成２５年５月２７日

第２７回通常総会におきまして役員改選となり、新たに選任された理事及び監事を

ご紹介します。
副理事長 熊本 忠夫
この度、副理事長を拝
命いたしました。
組合設立後２７年、工
業団地完成から２２年。
既に半数の組合員が代
表を交替しました。 新

理

事
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このたび、 理事に選
任されました。 皆様よ
りも組合員としての歴
も浅く、若輩者ではあり
ますが、微力ながら組合
の発展に貢献できるよ

しい経営者が時代に即応した新しい考え方を取り
入れることが必要不可欠であることは勿論です
が、 全てのベテラン経営者の豊富な経験と知識を
生かすことも重要です。
新旧がうまく融合した組合運営に微力ながら貢
献したいと思っております。

う頑張ますので、 ご指導のほど宜しくお願い申
し上げます。

監

事 大塚 秀高
第２７回通常総会に
おいて監事に選任され
ました。
ゼロからスタートの
為、皆様にはご迷惑をお
掛けする事と思います
が、組合運営に微力なが

理 事 山本 義勝
このたび、流山工業団
地の理事に就任しまし
た株式会社鶴田食品千
葉の山本義勝です。
理事と言う大役を仰
せつかるには、まだまだ
至らない部分があるこ
とは自分自身でも感じている所ではありますが、
理事と言う大役に負けないように、他の理事の方
や組合員さんと連携をとりながら自分らしく職務
をおこなっていきます。
皆様、ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い致し
ます。
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らも寄与したいと考えておりますのでなにとぞ、
旧に倍してのご指導を賜りますようお願い申し
上げます。
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このたび、監事に就任
致しました澤地です。
全 体会に出る 様にな

６月１日（土）に青年部第１８回通常総会を開催しました。
今回は、青年部の懇親を兼ね外部での開催とし、福島県いわき市いわき湯本にある「新つた」にて開催をし
ました。
福島で開催した理由は、震災から３年経過した東北地方（いわき湯本）の状況を確認すること、東北地方の
復興に少しでも協力できるのではないかと思い、いわき湯本に開催の場所を決定しました。いわき湯本の町は、
震災の復興が進んでいたせいか震災の影響を見受けることはありませんでした。宿泊には全く影響がありませ
んが、ホテルには震災の影響が現在も残っており、建物の一部改修を行っていました。
通常総会については、遠藤部長が議長となり、第１号
議案 収支報告、第２号議案 事業計画及び予算、第
３号議案 会則の一部変更、第４号議案 任期満了に
伴う役員改選につきまして審議を行い、全議案につい
て原案通り承認されました。
任期満了に伴う役員改選では、体制に変更はなく、
遠藤部長、菊地副部長、熊本監事の下青年部事業を進
めて参りますので、ご指導、ご協力をお願い申し上げ
ます。

青年部講習会開催
平成２５年２月６日、組合会館会議室に於いて、社会保険労務士の浅山先生をお招きして、労働関係法令改
正に関する講習会を実施しました。高齢者雇用安定法、改正労働契約法、雇用に関する助成金などを主なテー
マとして、日常業務に忙殺され社会保険労務士に丸投げ状態の私にとっては、目から鱗のお話しでした。高齢
者雇用安定法については文字通り、国が高齢者の雇用を促す目的の法令ですが、確かに今の６０歳位の方々を
見ると引退して悠々自適な生活を・・・というよりは、まだまだ仕事も酒も＊＊＊もという方が多いように感
じます。以前、私の会社には７０歳を超えても現役で働いていただいた方がおりました。体力はさすがにとい
うところもありましたが、若い従業員には仕事に対する姿勢が、良いお手本になり勤労意欲の向上につながっ
ていたように思います。改正労働契約法についても、
専門家に深い話しを聞く機会が無かったので参考にな
りました。
従業員にとっては働きたいと思える職場で働き続け
たいと希望するのは当然の事でしょう。経営者にとっ
ては働いてほしいと思える従業員に働き続けてほしい
と希望することも当然のことです。ただ、権利ばかり
を主張してしまっては会社の秩序が保たれません。経
営者は「社員のために何とか頑張ろう！」従業員は「会
社のためにも頑張ろう！」とお互い思える関係にする
ことが我々にとっての使命だとあらためて思いまし
た。
(株)初石鈑金 熊本 匡史

第 １ 回 団

地

平成２５年５月１９日（日）流山工業団地駐車場におきまして、第１回団地祭りを開催しました。
団地祭り開催に至るには、団地祭り実行準備委員会を設置し、昨年１１月から５月までの半年にわたり開催
方法、内容について検討し、団地祭りなので、参加対象を従業員及びその家族に限定して開催することになり
ました。
多くの方に参加してもらうためのイベントとして
１等

高級グルメギフト

２等

遊園地ペアチケット

３等

卓上空気清浄器

４等

スカイツリー展望台ペアチケット

５等

350 缶ビール１箱

等が当たる抽選くじを企画しました。
その他には、模擬店として、焼きそば、フランクフルト、カレー、焼き鳥、味噌田楽、豚汁、ポップコーン、
綿菓子、ソフトドリンク、アルコールドリンクを用意し、アルコールドリンク以外は全て無料としました。

祭 り 開 催

！

当初は、開催しても人が集まらないのではないか等の不安もありましたが、開催直前に参加人数を把握する
意味も含め、入場券を配布したところ、３５２枚の発券に至り、急きょ食材を増やすことになりました。
抽選くじも当初発券は１００枚程度と見込みをしていましたが、大幅に上回る２４２枚になり、こちらの賞
品の準備も増やしました。
模擬店に協力していただく方には、午前８時に集まっていただき、テントの設置、模擬店の準備等会場設営
に協力をいただき、余裕をもって開催の午前 11 時を迎えることができました。
髙橋理事長より団地まつり開催の挨拶をしていただき、祭りがスタートすると、週間天気予報、前日の天気
予報では雨のマークが消えませんでしたが、当日は、予報が外れる晴天となったので、徐々に人が集まり３５
０人程度は来場していただきました。
そのため、各模擬店では行列ができるほどで、用意した食材も当初の予定より早くなくなり、各模擬店の食
べ物が終わってしまい、くじ抽選会を３０分早く実施しました。
くじ抽選は、末等から行い、当選者を発表すると歓喜の声が上がり、上位５等は特に盛り上がり、１等の発
表が終わると外れた人からはため息がもれ、当選者は満面の笑顔でした。
抽選会も終了し、団地祭りも無事終了することができました。

組合ゴルフコンペ
恒例の第７回組合ゴルフコンペが、４月１３日に千代田ＣＣで、１２
名の参加で開催されました。ずっとハンデに恵まれながらも、刺客の登
場やふがいないスコアで２位、３位に甘んじていましたが、やっと実力
を？発揮し優勝することができました。その後の懇親会でも組合員の
方々と青年部とで楽しくお酒を酌み交わし、楽しい１日を過ごすことが
できました。
次回は２連覇を目
指して、また日々
精進したいと思い
ます。 ありがとうございました。
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安全衛生講習会
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暑気払い

１０月

一般健康診断

１１月

インフルエンザ予防接種

１２月

忘年会

工業団地ニュースを年２回、６月と１月に変更して発刊することになりました。
その間、最新のニュースにつきましては 流山工業団地協同組合ホームページにその都度掲載すること
になりましたので ぜひご覧いただきますようお願い申し上げます。
ＵＲＬ
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編集後記
早くも平成２５年が半分も過ぎ五月の季節
外れの気温向上が有り、気象予報では、六月以
降、 例年以上の梅雨季来襲と予想されており
ます。 ですが、そんなうっとうしい季節を超
えましたら、いよいよ夏を迎えビールの美味し
い季節となってきます。
最近、友人と話したビールの話で聞かれた事
で 「なぜ？夏ならまだしも、わざわざ、日本
人は寒い冬でも冷たいビールを飲むのか？」そ
んな質問を受けました。確かに私も夏はもちろ
ん、真冬でも、たいして暖房も効いていない部

屋で、ブルブル震えながら美味しくビールを飲んでい
ます。ある文献に依りますと、そもそも日本のビール
醸造方法はヨーロッパより導入し、日本酒造メーカー
が、日本人に売れると思われた日本人が好む日本人向
けの「爽快型」であり「冷たくなければ美味しくない」
と、のど越しが良く泡立ちが良い型の開発が進んだ、
記されております。難しい話はさておき今年も美味し
いお酒を飲み交わしたいと思います。
東本順一郎

