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新 年 の ご 挨 拶
流山工業団地協同組合

理事長

菊地

憲悦

新年明けましておめでとうございます。組合員の皆様におか
れましては、つつがなく新年をお迎えのこととお喜び申し上げ
ます。平素は、組合事業にご協力を賜り誠にありがとうござい
ます。
昨年を振り返ってみますと、日本経済は、なだらかな右肩上
がりではありますが好景気が続いていると言われております。
世界では、北朝鮮の核、ミサイルの開発問題、米朝の緊張な
ど多くのことが起きました。
当組合は、昨年５月の総会で１６年間理事長を務めていただ
きました髙橋啓治氏が勇退され、私が理事長に就任させて頂き
７カ月が早くも経過致しました。この７カ月を振り返って見ま
すと、１１月に流山市長より熊本副理事長が産業功労の表彰を
を受賞、同月株式会社マルタカが千葉のちから「中小企業表彰」により中小企業表彰を受賞されるおめでたい
ことがございました。
組合で行なっております外国人技能実習事業につきましては、新制度により組合が許可制になり、当組合も
１２月に許可を受けることができました。
本年は、２０１９年（平成３１年）４月３０日に天皇陛下が退位される退位の儀式を国事行為とする方向で
検討する案がだされており、菅官房長官を長とした準備組織が設立され、準備に入るようです。
２月９日より韓国平昌で冬季オリンピックが開催され、メダル獲得が期待される日本人選手が多く出場する
ので、活躍に期待をします。
夏季オリンピックは、２年後の２０２０年に東京で開催されます。世界に向け日本を宣伝する機会であり、
ビジネスチャンスとして活用し、企業の繁栄につなげるため、本年より準備しようではありませんか。
それでは、皆様方のご健勝と、ご多幸をご祈念申し上げまして年頭のご挨拶とさせて頂きます。
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経営に関する最新情報の提供
後継者の育成
経営革新に取組み発展基盤を強化
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流山市長

井崎

義治

明けましておめでとうございます。
流山工業団地協同組合の皆様には、穏やかに初春をお迎えのこと
と心からお慶び申し上げます。
平素から、組合員の皆様には、市政はもとより地域経済の発展に
多大なるご貢献をいただき心からお礼申し上げます。
昨年市制施行５０周年を迎えた本市は、未来に向け新たなスター
トをしました。先人の努力によって築き上げられた、今日の流山市
のさらなる発展を目指し、皆様とともに歩んでまいりたいと考えて
おります。
さて、我が国の景気は、緩やかな回復基調が続いていると言われ
ておりますが、中小事業者の皆様にとっては、まだまだ厳しい経済
状況が続いており、流山工業団地協同組合と行政が一体となりこの
状況を乗り切る必要があると感じております。
このような中、流山市は、人口もまもなく１８万５千人を超え順調に増加しており、特に３０・４０
歳代の子育て世代の人口が増加しています。
是非ともこの流山市の状況を、ビジネスチャンスと捉え、皆様の事業の発展に結び付けて頂きますよ
う、心から期待とお願いを申し上げます。
結びに、流山工業団地協同組合のますますのご発展と組合員の皆様のますますのご健勝、そして、本
年が幸多き年になりますよう心からお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

流山商工会議所

会頭

池森

政治

新年おめでとうございます。組合員の皆様にはお健やかに新年をお迎え
の事と存じます。平素より地域経済発展の為、多大なるご理解ご協力を頂
き厚くお礼申し上げます。
本年も我が国経済は景気回復基調が持続すると思われますが、なお一層
の景気向上策として、昨年１２月に生産性革命とひとづくり革命を柱とす
る新しい経済政策パッケ－ジが閣議決定され潜在成長率の引き上げに取
り組む施策が示されました。会議所としてはこれらを地域に取り込む為、
経営改善普及事業の積極的推進、小規模事業者の経営力向上に向けた活路
開拓事業、事業承継推進、人口増加（交流・定住人口）を経営資源とした
地域資源の最大活用による需要の取り込み等を積極的に推進して参りま
すのでご支援ご協力をお願い申し上げます。
貴組合におかれましては、平成１３年より理事長に就任された髙橋啓治
氏が昨年勇退され、第４代理事長に菊地憲悦氏が就任、新執行部体制の元、エクセレントカンパニーの
集団として組織運営を進められている事に敬意を表します。積み重なった歴史の中で、技術力の宝庫と
して異業種工業団地協同組合の運営が図られる事と存じます。今後もどうか永年の経験を活かされ、尚
一層結束し、流山市経済界のリーダーたらんことを希望して止みません。
本年も貴組合が一層の飛躍を遂げる年でありますと共に組合員の皆様方にとりまして最良の年であ
ります事をご祈念申し上げ年頭のご挨拶とさせて頂きます。

流山市表彰式

「産業功労」受賞

平成２９年度流山市表彰
式が、１１月３日に市役所市
議会議場で行われ、当組合の
副理事長 熊本忠夫氏が、流
山市産業の発展に多大な貢
献をされ、その功績により産
業功労を受賞しましたこと
をご報告申し上げます。
おめでとうございました。

千葉のちから「中小企業表彰」
１１月９日、千葉県庁において、

長年にわたり地域経済の発展に
貢献した企業などをたたえる平
成２９年度“千葉のちから「中小
企業表彰」”が行われ、当組合員
企業であります、株式会社マルタ
カが地域貢献の功績により中小
企業表彰を受賞しましたことを
ご報告申し上げます。
おめでとうございました。

労働力確保のためのセミナー開催
千葉県中小企業団体中央会の連携組織活性化研究事
業により、平成２９年１２月１３日、組合会館会議室に
おきまして、労働力確保のためのセミナーを講師
社会保険労務士事務所

所長

浅山

浅山

雅人氏、石川

宗

一郎氏により開催しました。
セミナーは、労働力確保を確保するために、企業で得
られる、募集、雇用、社内制度の変更等により得られる
７つの助成金の要件、活用方法について行われ、支給ま
での期間が長い助成金や、支給に関して申請の期間があ
るなど難しい点もありますが、助成金の理解を深めるこ
とができました。

第５回 団地祭り
去る１１月１２日に流山工業団地青年部主催、第５
回団地祭りが開催されました。
当日は天気にも恵まれ、多くの参加者と近隣飲食店
の出店、ステージでのアトラクションのご協力をいた
だき、成功裏に終えることが出来ました。
この祭りは流山工業団地で働いてくださっている
従業員、またはそのご家族に日頃の感謝を伝えようと
いう趣旨で開催させていただいております。来年も開
催いたしますので皆様に楽しんでいただく祭りにさ
らに磨きをかけてまいります。
是非、まだ参加されて無い方も来年お待ちしており
ます。最後に祭り開催にあたり早朝から準備にご協力
いただきました皆様ありがとうございました。

流山工業団地
委員長

におどり会

熊本

団地祭り実行委員会

匡史

龍 Ｑ館 視察
８月３日、青年部一行で「首都圏外郭方水路 龍Ｑ館」を視察してまい
りました。
天気は曇り、この時期にしては過ごしやすい気温でした。
首都圏外郭方水路は低地に走る川が豪雨の際氾濫し洪水被害が発生
するのを防ぐための水位調節施設です。今回はそれぞれの川から地下
トンネルを通し集めた水を江戸川に流すための調圧水槽を視察しまし
た。
川からの水を落としこむため水槽は地下 22 メートルの深さにあり、
地上施設横の広場にポツンと存在する地下鉄の入り口のような所から
入ります。底まで１１６段の階段、最初は蒸し暑くジメジメしていた
空気が徐々に涼しくなり最終的には半袖では寒いくらいでした。そし
ていざ降り立った先は水槽というよりは地下神殿。それぞれの川５ヶ
所の縦穴からの水を一手に集めるための広大な空間が広がっていまし
た。地下神殿を思わせる大きな理由として規則的に並ぶ巨大な柱です。
一本５００ｔの柱が５９本、巨大な天井を支えると同時に水槽が地上
に浮き上がってしまわないよう重しも兼ねているそうです。地下施設
には周りの地面から浮力が働くことをこのとき初めて知りました。見
学を終え地上に戻ると地下とのギャップのため過ごしやすかったはずの外気がひどく蒸し暑く感じました。
普段目にする機会のない施設を見学すると同時に、改めて夏だなぁと実感することの出来た一日となりまし
た。
㈲長浦製作所 長浦 匡成

第２５回

ボウリング大会

第２５回ボウリング大会を 7 月１３日（木）に１６チーム６４名の参加で開催しました。
白熱の激戦が展開され、
㈱マルタカ

1,193 ピン

２位

サンコーテクノ㈱Ａ

1,111 ピン

３位

㈱鶴田食品千葉Ａ

1,004 ピン

団体優勝

個人優勝

小椋

331 ピン［㈱マルタカ］

正和氏

２位

長谷部

３位

嘉野

孝昭氏

327 ピン［サンコーテクノ㈱

Ａ］

316 ピン［㈱マルタカ］

幸雄氏

以上の結果となりました。

優勝チームコメント
今回、株式会社マルタカ

製袋部から精

鋭？４名が参加しました。各企業の強豪チー
ムが揃っており、優勝を狙うというよりは楽
しもうという気持ちでした。
その甲斐があってかリラックスしてプレイ
ができ４人のスコアーがまとまり優勝するこ
とができました。またマルタカでは初めての
優勝となりました。優勝チームに贈られたマ
ッサージシートを、早速、帰宅後にソファに備え付けボウリング大会の疲れを癒しました。
日頃の疲れまでもがとれ満足しています。来年も優勝目指し頑張りたいと思います。
㈱マルタカ

黒田

卓史

第１５回ゴルフコンペの開催
平成２９年１１月２５日第１５回組合ゴルフコンペをＪＧＭやさと石岡ゴルフクラブにて８名で開催
いたしました。
ローカルハンディキャップではなく、新ぺリア ハンディキャップ上限なしで行い、下記の結果とな
りました。
優勝 水戸 功 氏［㈱スイコー 社長］GR91 HD15.6 Net75.4
２位 熊本 忠夫氏［㈱初石鈑金 会長］GR99 HD22.8 Net76.2
３位 大塚 秀高氏［㈱サンオー 社長］GR96 HD19.2 Net76.8
次回第１６回は、３月又は４月の開催予定です。
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大会前までは雨が続き、１８年目に買った合羽も、ぼろぼろと内側の防水層が剥がれてしまう程劣化
しており、晴れ男の私もいささか不安、雨予測で思い切って新しい合羽を購入、準備万端で臨んだ今大
会。お陰様で雨も合羽着るほどでもなく無事プレー終了（新しい合羽着たかった～＾＾）、熊本会長、
大塚社長、上坂専務理事と楽しく一日を過ごさせて頂いた上に、なおかつ、ベスグロ、優勝と僥倖とし
か言いようがありません。同伴者皆様とキャデイーさん、ハンディに恵まれた結果と感謝申し上げます。
連覇出来るよう更に精進してまいります。
ありがとうございました。
水戸

功

事務局だより
平成２９年１０月２７日に千葉県文化会館で開催されました、平成２９年度千葉県献血感謝
のつどいにおきまして、当組合が千葉県知事表彰を受賞しましたことをご報告させていただき
ます。
この受賞は、年２回実施しております献血にご協力いただきました、従業員の皆様のご協力
よりいただけておりますことを深く感謝申し上げます。
アルミ缶及びプルトップ回収報告
平成２９年４月より１２月までの回収量は
プルトップ １０ｋｇ
アルミ缶 ２０ｋｇ ３，０２４円
になり、累計で１１，１７８円となります。目標額まで約２０，０００円ありますので、ご
協力お願い致します。
今後の予定
１月１６日
１月１９日
３月
４月

人材確保に関する講習会の開催 ［青年部主催］
㈱ファンケル関東物流センター見学
青年部海外視察研修 ［台湾］
第１６回組合ゴルフコンペ

編集後記
新年あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。
２０１８年は、どんな年になり運勢と縁起はどうかなど関心がある人は多いと思います。
私もその中の一人ですが、いつも良い事だけを信じています。
今年の「戊戌」について特徴を調べると「勢いが増す」「良いこと、悪いことがはっきり分
かれる」という事が書かれており、最後に「２０１８年は大きな事が起こることが予想される」
とありました。今年も様々な事が起こると思いますが、自分の目標を持ち、信念を持って立ち
向かうことで良い結果がでると思います。
新しい年が、皆様にとりまして良い一年になりますようにお祈り申し上げます。
遠藤

