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塩田謙三氏を新会長に選出
〜平成22年度通常総会を開催〜

秋田県中小企業団体中央会　http：//www.chuokai-akita.or.jp/ ❶
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本会の平成 22 年度通常総会を 6 月 11 日㈮、

秋田市の秋田キャッスルホテルにおいて、会員

242 名（委任状出席 148 名を含む。）の出席の下

で開催しました。

議案の審議に先立ち米澤会長は、「会員組合及

び組合員企業の発展は、時代の変化・ニーズに即

した事業の創造と実践にある。経営改善に向けた

事業に積極的に取り組むとともに、地産地消や商

店街の活性化などに向けた元気の出る事業を進め

ていきたい。また、私ごとではありますが、中央

会の会長職を引き受けて 3 期 6 年を経過し、新

しい方にバトンタッチをする良い時期ではないか

と考え、退任することとしました。」と挨拶しま

した。

引き続き、議案の審議に入り、平成 21 年度事

業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及

び剰余金処分案、平成 22 年度事業計画（案）及

び収支予算（案）など全ての議案が満場一致をもっ

て原案どおり承認・可決されました。

また、任期満了による役員改選では、米澤会長

の後任に塩田謙三氏（秋田県南トラック事業協同

組合理事長）が選出されたほか、理事 30 名、監

事 3 名が選出されました。（4 ページに掲載）

総会終了後には表彰式が行われ、6 組合及び

39 名の個人に秋田県知事表彰並びに秋田県中小

企業団体中央会会長表彰が授与されました。（2、

3 ページに掲載）

続いて行われた懇親会では、塩田新会長が就任

の挨拶を行ったほか、来賓を代表して秋田県知事

佐竹敬久氏、秋田市副市長中川康行氏の両氏から

ご祝辞を頂戴しました。その後は、株式会社商工

組合中央金庫秋田支店長甲斐昌雄氏の乾杯のご発

声で開宴し、衆議院議員高松和夫氏、参議院議員

鈴木陽悦氏の両氏から挨拶を頂くなど、懇親会は

終始和やかな雰囲気の中、会場のあちらこちらで

歓談の和が見られ、盛会裡に終了しました。

退任挨拶
米澤前会長

祝　辞
秋田県知事
佐竹敬久氏

祝　辞
秋田市副市長
中川康行氏

就任挨拶をする塩田新会長
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表彰を受けられた皆さま

  通常総会において、次の方々が、秋田県知事表彰（優良組合 1 組合、組合功労者 2 名）並びに中央会会
長表彰（優良組合 5 組合、組合功労者 32 名、組合専従優秀職員 5 名）を受章されました。（敬称略）

優良組合（1組合）	 （敬称略）

組合名 所在地 理事長名

大館機械工業協同組合 大館市 戸田　直人

秋田県知事表彰

組合功労者（2名）	 （順不同・敬称略）

氏　名 組合名 役職名

伊藤　辰郎 秋田県酒造協同組合 前理事長

川村　　忠 協同組合秋田市民市場 理　事

優良組合（5組合）	 （順不同・敬称略）

組合名 所在地 理事長名

秋田建設中央協同組合 秋田市 杉本　　馨

秋田中央遊技業協同組合 秋田市 新井　弘泰

協同組合
東由利ショッピングプラザ 由利本荘市 小松　正二

協同組合ウール・アート 大仙市 高寺　　一

能代白神リサイクル協同組合 能代市 渡部　昭雄

秋田県中小企業団体中央会会長表彰

栄えある受章を心からお慶び申し上げます
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組合専従優秀職員（5名）	（順不同・敬称略）

氏　名 組合名

福岡　房美 秋田県主食集荷商業協同組合

間杉　吉雄 秋田県主食集荷商業協同組合

堀川　　淳 秋田県自動車整備商工組合

高橋　　正 秋田県自動車整備商工組合

安保　正義 鹿角アスコン協同組合

組合功労者（32名）	 （順不同・敬称略）

氏　名 組合名 役職名

平澤　孝夫 秋田市駅前広小路商店街振
興組合 理 事 長

武藤　真人 秋田県パン協同組合 理 事 長

伊藤　一久 由利本荘市菅工事協同組合 前理事長

三森　知直 秋田県印刷工業組合 副理事長

三浦　　尚 秋田県骨材工業組合 副理事長

佐藤　道男 秋田県畳商工組合 副理事長

三上　博志 秋田県鳶土木事業協同組合 副理事長

西村　政幸 北鹿電気工事業協同組合 専務理事

山口　重博 秋田県主食集荷商業協同組合 専務理事

阿部　昭雄 中央素材生産事業協同組合 専務理事

髙橋　房孝 秋田県基礎工事業協同組合 理 事

佐藤　　孝 本荘製餡協同組合 理 事

小川　武夫 協同組合秋田県中小企業労
務協会 理 事

中安　　晃 秋田県自動車整備商工組合 理 事

菊地　久男 二ツ井町商業協同組合 理 事

長澤　安真 秋田県クボタ販売協同組合 理 事

村上祐三郎 秋田県骨材工業組合 理 事

八重樫　學 鹿角アスコン協同組合 理 事

髙橋　博志 秋田県自動車解体処理協同
組合 理 事

柴田　　健 秋田県商工振興協同組合 理 事

佐々木甚一 秋田県電気工事工業組合 理 事

大友　久男 秋田県板金工業組合 理 事

伊藤　俊悦 秋田たばこ販売協同組合 理 事

梅村　春男 中央素材生産事業協同組合 理 事

疋田　久信 秋田市畳業協同組合 理 事

川尻　昭夫 秋田県鐵構工業協同組合 理 事

湊　　　均 協同組合秋田県中小企業労
務協会 前 理 事

岡田　正広 秋田県菓子工業組合 監 事

斎藤　好且 本荘製餡協同組合 監 事

長谷川吉美 秋田県花卉小売商業協同組合 監 事

石田　直由 秋田県自転車軽自動車商業
協同組合 前 監 事

加藤　　耕 秋田たばこ販売協同組合 前 監 事



平成22年度　新役員名簿
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（敬称略、ゴシックは新任）

役職名 氏　名 所属組合名

会  長 塩田　謙三 秋田県南トラック事業協同組合

副 会 長 原田　啓蔵 秋田たばこ販売協同組合

〃 栁田　　聰 秋田県主食集荷商業協同組合

〃 桑原　　功 協同組合秋田卸センター

〃 菊地　成一 秋田県木材産業協同組合連合会

専務理事 髙橋　光男 （  専  従  ）

常任理事 後藤　　一 秋田県菓子工業組合

〃 工藤　憲三 秋田県ハイヤー協同組合

〃 仙花　久彌 秋田県自動車車体整備協同組合

〃 加藤　憲成 秋建協同組合

〃 大門　一平 秋田県印刷工業組合

理  事 國安　教善 秋田県石油商業協同組合

〃 白石　光弘 秋田県農業機械商業協同組合

〃 最上　育平 秋田県中古自動車販売商工組合

〃 伊藤　哲之 秋田県自動車整備商工組合

〃 平澤　孝夫 秋田県商店街振興組合連合会

〃 長崎　雄二 企業組合秋田北部清掃興業

〃 伊藤　三男 秋田県生コンクリート工業組合

〃 村岡　淑郎 秋田県火災共済協同組合

〃 横井　伸一 大館市大町商店街振興組合

〃 阿部　宏見 秋田県漆器工業協同組合

〃 矢吹　達夫 秋田県豆腐油揚商工組合

〃 浅利　　滋 秋田県味噌醤油工業協同組合

〃 高橋　正男 秋田菅工事業協同組合

〃 藤澤　正義 秋田県鐵構工業協同組合

〃 伊藤　和宏 秋田市工業団地協同組合

〃 小玉真一郎 秋田県酒造協同組合

〃 大嶋　秀夫 秋田県葬祭業協同組合

〃 武藤　真人 秋田県パン協同組合

〃 佐藤　武義 協同組合秋田県旅行業協会

〃 進藤　政弘 秋田県中小企業青年中央会

監  事 嶋田　　弘 秋田県電気工事工業組合

〃 佐賀　善美 コーディネート秋田協同組合

〃 辻　　篤志 あきた共通商品券協同組合

会長就任のご挨拶

 秋田県中小企業団体中央会

 会長　塩
しお

　田
だ

　謙
けん

　三
ぞう

 

　この度 6 月 11 日に開催された平成 22 年度通

常総会におきまして、皆様のご推挙をいただき、

中央会会長を拝命しました秋田県南トラック事業

協同組合理事長の塩田謙三でございます。

  中央会は、377 の組合とその傘下の組合企業約

2 万 5 千社を抱える大きな組織であり、その重責

に身が引き締まる思いですが、懸命の努力を傾注

する所存ですので、よろしくご指導ご鞭撻をお願

い申し上げます。

　県内景況は一部持ち直しの感もありますが、中

小企業の多くには疲弊感が漂っており、地域間格

差の拡大や少子高齢化の進展など、過去に経験則

のない難しい課題が多く、個別中小企業には対応

が難しい状況となっています。しかし、私のモッ

トーは「トライ・チャレンジ」ですので、なんで

もやってみることを基本的な姿勢にして、閉塞感

の打破につなげたいと思います。

　また、中央会は全県を一つでネットワークして

いるという強みがあり、多角的な情報発信により

組合や中小企業を元気にして行きたいと願ってい

ます。例えば農商工連携や異業種交流など有機的

なネットワークを構築していくことは、大きな可

能性の一つだと思います。そのために組織内部で

も、若手理事の登用や情報の共有化、職員にはこ

まめに出歩いて情報収集に務めること、連携を

コーディネートするための多能工化を求めるつも

りです。

　私は、米澤前会長が、強く提唱し策定しました

「中央会活動ビジョン」の精神を踏まえ、4 人の

副会長はじめ理事の皆様とスクラムをがっしりと

組んで、環境変化への対応やニーズを素早く捉

え、迅速な対応と、密な情報交換により「強い組

合・強い企業づくり」に真摯に取り組んで参りま

す。

　会員組合と傘下の組合員企業のご発展を祈念い

たしますとともに、今後も中央会へのご支援ご鞭

撻を賜りますようお願い申し上げまして、就任の

挨拶とさせて頂きます。
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求人票の早期提出と高校生の採用枠拡大を！
〜県、秋田労働局が経済団体に新規学卒者の採用枠拡大を要請〜

　6 月 16 日㈬、佐竹敬久秋田県知事をはじめ、

神田義宝秋田労働局長などの行政機関関係者や就

職希望の高校生代表等が秋田県商工会館を訪れ、

本会など経済 5 団体の代表者等へ求人票の早期提

出と採用枠拡大の要請を行いました。

　佐竹知事は、「県内の景気はまだ厳しい状況だ

が、県では、切れ目のない経済政策や地元企業の

産業振興に取り組んでいる。引き続き地元雇用の

拡大にご努力を頂きたい。若年者の県内定着は地

元の消費力の向上に繋が

るなど、活力ある地域社

会の形成のためにも重要

な課題である。優秀な人

材が県外に流出してしま

うのを防ぐためにも、採

用枠の拡大と求人票の早

期提出をお願いしたい。」と述べ、経済団体の積

極的な対応を要請しました。

　これに対し本会髙橋専務理事は、「雇用するた

めには県内企業が元気にならなければならない。

引き続き中小企業振興施策を進めて頂くととも

に、地産地消の推進など、秋田を守る政策を行っ

て頂きたい。私たち中小企業も雇用面では一生懸

命頑張りたい。」と述べました。

　佐竹敬久知事、神田義宝秋田労働局長より本会

が受け取った要請書は本

誌別紙のとおりです。　

　なお、来春の高校卒業

予定者向けの求人票の受

付は、6 月 20 日から始

まっています。

佐竹敬久知事（左）と
神田義宝秋田労働局長

本会　髙橋専務理事
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業 界 の 声

パン製造… 小麦粉の値下がり効果が出てきて、収益状況が好転している。

麺類製造… 売上が天候に左右されるため、5月も苦戦した。

清酒製造… …4月分の清酒出荷量は2,177㎘で、前年同月比108.2%で推移した。タイプ別では、吟醸酒が前年
同月比で118.1%、純米酒が103.2%、本醸造酒が103.3%、レギュラー酒が108.7%という状
況になっている。

味噌・醤油… 4月分の出荷量は、前年同月比で味噌が89.3%、醤油は105.7%で推移した。

木材・木製品… …外材・集成材が値上がり傾向にあり、国産無垢材に動きが出てきた。[一般製材 ]
… …南洋材を中心に先月より入港料が増加した。首都圏を中心に住宅着工戸数が伸び始めており、構造用

合板、集成材等の需要が出ていて在庫が不足している。[外材 ]

漆器… …5月の連休の集客は前年比50%であったが、売上は101%であり、一人当たりの購入単価が上がっ
ている。

米麦卸売… …精米販売状況は、一般家庭で生産者直販米や縁故米を消費し尽くし、店頭販売米が購入されるように
なってきた。

自動車販売… …5月の新車販売台数は、登録自動車が2,143台（前年同月比130.4%）､軽自動車が1,861台（同
127.5%）で、合計4,004台（同129.0%）であった。登録自動車は11カ月連続して前年同月を
上回った。

石　油… …ガソリン1ℓ当たり139円で前月比8円引き上げ、軽油1ℓ当たり115円で前月比7円の引き上げ、
配達灯油は18ℓ1,477円で前月比102円の引き上げとなった。仕切り価格の小売価格への転嫁が
少し進み、小売価格が全国平均に近づいた。

電機販売… …テレビ、DVDの供給不足が月末に掛けて回復してきた。エコポイント終了時の駆け込み需要を考え
ると、まだまだ好況が続くと思われる。

商店街… …家電販売等上向いてきた業種もあるが、全体的にみるとまだ回復感はない。[秋田市 ]
… 組合病院移転の影響は相当なもので平日わずかにあった賑わいもなくなった。[鹿角市 ]
… …悪化している中でも、工夫した営業策を展開している個店は消費者を掴んでおり、個店間の格差が開

いてゆくと思われる。[大館市 ]

型枠大工工事… …前年同月に比べて仕事量を確保できており、売上は増加しているが、その内容はほとんどが公共施設
であり、民間の景気の底上げは感じられないため、先細りの感が否めない。

景況レポート
（5月分・情報連絡員80名）

製造業はＤＩ値が５ヵ月連続で上昇

【概況】5月分の県内景況は、前年同月と比較して、景況が「好
転」したとする向きが 7.5%( 前月調査 14.1%)､「悪化」が
42.5%（同43.6%）で、業界全体のDI 値は –35.0となり、前
月調査と比較し5.5ポイント下回った ｡…
　内訳として、製造業全体のDI値は–31.2で前月調査（–36.7）
に比べ5.5 ポイント上回った。また、非製造業全体のDI 値は
–37.5で前月調査（–25.0）に比べ12.5ポイント下回った。
　製造業は、収益や雇用を中心にDI値が上昇した。非製造業は、
家電販売・自動車販売は引き続き好調であるが、ほとんどの業種
で売上のDI 値が低下しており、全体的には景気の回復感が弱い
ままである。
… （回答数 :80名　回答率 :100%）

※DI値とは、Diffusion…Index（ディフュージョン・インデックス）の略で、増加（好転）したとする企業割合から、減少（悪化）したとする企業割合を差し引いた値です。
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※本コーナーは、全国中央会が取り纏めた「先進組合事例」をもとに編集しています。

◆背景と目的　　　
　 　冠婚葬祭を中心としたサービスを提供する当組合

では、平成 16 年頃から組合事業拡大に伴い、組合が
保有する情報の管理運用が営業戦略上大きなウエイ
トと責任を持つようになり、組合が保有する顧客情
報に対して戦略的な運用及びその保護を目的とした
セキュリティ対策の一元的な運用ポリシーが明確化
されていないことが問題となってきた。

　 　平成 17 年度に情報漏洩対策の体系的な整備と情報
の統合による戦略的な活用方法の確立を目指し、基
幹システムを「統合型基幹情報ネットワークシステ
ム」に移行して情報の一元化を行い、そのデータを
運用する際の入出力環境のログを管理する体制を構
築することにより、効果的な情報環境を整備するこ
ととした。
◆事業・活動の内容
　 　これらの実現のため、組合内で役員を中心として

委員会を組織し、中小企業活路開拓調査実現化事業
における組合等情報ネットワークシステム等開発事
業を活用して、情報漏洩対策の体系的な整備と情報
の統合による戦略的な活用方法の確立を目指し、基
幹システムを下記のシステムに移行して情報の一元
化を行った。

【組合の概要】
　所在地：岡山市南区福富中1丁目 1ー 7…………………………
　電　話：086-242-3535
　設　立：平成7年 4月　　　組合員：6名…
　ＵＲＬ：http://www.asuka.or.jp/

ＩＴを活用した
事 業 推 進

ＩＴ活用による個人・企業情報の管理強化、戦略的活用
〜飛鳥グループ協同組合（岡山県）〜

◆背景と目的　　　
　 　10数年前から博多織のドレス、バッグ、小物など

の開発に着手し、その後の改良により数多くの格調
高い製品が生まれているものの、まだその価値が広
く認識されるに至っていない。

　 　日本文化は、芸術や食の分野でヨーロッパ人の間
に関心が高まっている。そこで福岡の伝統工芸品も
ヨーロッパ人の間に大きな関心を呼び起こすことが
予想され、パリにおけるファッションショー開催に
結びついた。
◆事業・活動の内容　　　
　 　平成20年10月、西日本新聞社と日本デザイナーク

ラブの企画により、久留米絣とジョイントしてパリ
でファッションショーを開催した。博多織工業組合
の参加組合員は、西村織物(株)、筑前織物(株)、岡崎
暘氏である。

　 　出品は帯、着物などに加えてドレスや小物類と
なった。特に博多織ドレスは10数年前から開発に
取り組み完成度は高い。天然シルクの光沢あるドレ
スの美しさはフランスのバイヤーにもインパクトを
与えて、ショーの終了後織元に引き合いも生じてい
る。

◆成果　　　
　 　販路開拓を主要な目的としていたが、出展した織

元へは、フランス企業からの引き合いが数件入っ
ており、現在も商談続行中である。フランスでの
ファッションショーは国
内でも大きく取り上げら
れ、博多織織元の新しい
取り組みについて、知名
度が向上し国内での販売
にも良い影響を与えてい
る。一過性の取り組みに
終わらせず、ヨーロッパ
のバイヤーに対して営業
活動を継続することで、
成果に結びつける必要が
ある。

【組合の概要】
　所在地：福岡市博多区博多駅南1丁目14-12……………
　電　話：092-472-0761
　設　立：昭和34年5月　　　組合員：41名
　ＵＲＬ：http://www.hakataori.or.jp/

事 業 の
国 際 的 展 開

博多織織元がヨーロッパでの販路拡大事業に挑戦
〜博多織工業組合（福岡県）〜

　①�統合型基幹業務アプリケーションの導入による顧
客データベースの統一化

　②�ログ収集を主としたデバイス ･ アプリの導入によ
る業務フローの標準化

　 　データを運用する際の入出力環境のログを管理す
る体制を構築することにより、効果的な情報環境を
整備することができた。
◆成果　　　
　 　情報環境の整備により、情報漏洩対策の体系的な

整備の実現とともに、情報統合により組合並びに組
合員各社の事業におけ
る戦略的な活用方法が
確立され、組合員企業
の販路拡大に繋がり、
売 上 高 は 20% ア ッ
プ、会員は約 1 万人の
増加となった。 組合ホームページ

博多織の伝統を生かした
ウェディングドレス
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「首都圏応援プロデュース事業」の
実施組合等を募集中！
　本会では、秋田県産の米粉用米による米粉を利

活用した新商品に対し、首都圏で売れる商品の開

発から販売促進までを一貫して支援する「首都圏

応援プロデュース事業」を実施します。本事業は、

首都圏で売れる商品を開発するとともに、県内食

料品関連業界の活性化を図ることを目的としてお

り、次の内容により、本事業に取り組まれる組合

等を募集しています。

⑴ 事業名「首都圏応援プロデュース事業」
⑵ 応募主体
　 ・ 県内に活動拠点を有する食料品関連業者
　 ・ 食料品関連業者を構成員とする事業協同

組合
⑶ 支援内容
　 ○補 助 率 10／10
　 ○限 度 額 １事業所あたり上限600千円
　 ○採択件数 ２事業所
⑷ 支援対象経費

サンプル品製作費、マーケティング調査参
加費、販売促進参加費
その他、本会が直接支援する範囲について
は、公募要領（※）をご覧ください。

⑸ 事業実施期間
事業計画の採択決定日から平成 23 年３月
15 日まで

⑹ 公募期間
平成22年６月28日㈪〜７月30日㈮必着

⑺ 採択方法
公的機関、商工団体、民間等からなる審査
会において、応募者によるプレゼンテー
ション（サンプル品の試食を含む。）を行い、
内容を審査して採択を決定します。

※公募要領等につきましては、本会ホームページ
（http://www.chuokai-akita.or.jp/）に掲載してお
ります。
○申し込み・お問い合わせ先
 本会工業振興課（TEL018-863-8701）

「経営計画作成塾」の受講者を募集！
　本会では、会員組合・組合員企業の皆様を対象

に、組合 ･ 企業の経営に必要な基本事項をマス

ターし、経営基盤の確立、経営改善計画書の作成

や経営管理手法等を習得することを目的に、「経

営計画作成塾」を次のスケジュールで開催します。

　是非、この機会に、ご参加ください。

回数 開催日 テーマ及び実施内容（予定）

第1回
7/22
㈭

「ビジネスリーダーに必要な力」
＊…情報化社会を生き抜くための能
力とは

第２回
8/18
㈬

「事業計画の目的・役割と社外評価」
＊自社の強み・弱みの理解

第３回
9/2
㈭

「経営計画作成手法について①」
＊…経営資源の適正配分及び部門別
経営計画策定のポイント

第４回
9/22
㈬

「経営計画作成手法について②」
＊キャッシュフロー計算書等

第５回
10/14
㈭

「経営計画作成手法について③」
＊資金繰り表・借入返済計画書等…

第６回
11/11
㈭

「経営計画作成手法について④」
＊金融機関との交渉方法

○講　師　企業経営アドバイザー

 小関　昌男（こせき まさお）氏

講師略歴等

 金融機関へ勤務後、県内製造業の経営指導に

携わり、企業の体質改善や事業再生を成功さ

せるなど、多くの指導実績があります。

○場　所　第１回、第６回は、秋田市内のホテル

　　　　　第２回〜第５回は、本会会議室

○時　間　いずれの回も、午後３時〜午後５時
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　６月 16 日㈬、秋田市のホテルメトロポリタン

秋田において、財団法人秋田経済研究所の 2010

年度中小企業振興表彰式が行われ、協同組合横手

やきそば暖簾会（伊藤一男理事長、40 組合員）

が新起事業激励賞を受賞しました。

　同組合は、地域活性化のためのイベントでの実

演販売や情報発信など多彩な活動を行っており、

平成 21 年９月に開催されたＢ級ご当地グルメの

祭典「Ｂ−１グランプリ in 横手」ではゴールド

グランプリを獲得し、横手やきそばの知名度を全

国レベルに高めました。

　「横手やきそば」という地域資源に着目し、交

流人口の拡大と地域観光の振興に貢献してきた活

動とその成果が高く評価され、今後の街おこしに

かける熱意と情報発信力を期待されての授賞とな

りました。

中小企業振興表彰を授賞
� 〜協同組合横手やきそば暖簾会〜

地域資源活用事業申請に向け
ブラッシュアップを実施！
　６月７日㈪、本会の会議室において、本会が中

小企業応援センター事業の一環として支援を行っ

ている地域資源活用事業申請予定企業に対し、

（独）中小企業基盤整備機構が申請書類のブラッ

シュアップを実施しました。

　申請を予定しているのは、㈱浅利佐助商店と菊

地合板木工㈱の２社で、㈱浅利佐助商店は、「新

製法高濃度スープ等の開発とそれを活用した新製

品の開発及び販売事業」を、菊地合板木工㈱は、

「海外ターゲット市場のニーズに対応した障子ス

クリーンと関連商品の開発・販売事業」を計画し

ています。

　当日は、中小企業基盤整備機構の担当者からの

質問に各企業が事業の詳細を説明しながら答える

など、活発な話し合いが行われ、中小企業基盤整

備機構からは認定に向け、事業計画書作成につい

てのアドバイスが行なわれました。

　本会では、本打合せ会の結果を踏まえ引き続き

支援を行っていくことにしております。

授賞の挨拶をする伊藤理事長

㈱浅利佐助商店打合せ会の様子

菊地合板木工㈱の障子スクリーン

　６月 18 日㈮から 20 日㈰まで、秋田市の秋田

県立武道館において、全国建具組合連合会（上中

節彦会長）と秋田県建具組合連合会（小松俊悦会

長）の主催により、第 55 回全国建具組合連合会

秋田大会が開催されました。

　本大会は、建具技術の継承や技能の向上、消費

者に優れた建具製品を知ってもらうことなどを目

的としており、本県では 34 年ぶりの開催となり

ました。

　全国の建具業者が出席した業者大会では、各賞

の表彰が行われ、本県からは㈲今野木工所（秋田

市建具工業㈿理事長企業）が秋田県知事賞を受賞

第55回全国建具組合連合会秋田大会が
開催されました！

○受講料　　　お一人　8,000 円（全６回分）

○申込締切日　平成 22 年７月 12 日㈪

○申し込み・お問い合わせ先

　本会商業振興課（TEL018-863-8701）

※ 開催チラシ・受講申込書は、本会ホームページ

（https://www.chuokai-akita.or.jp/）からダウ

ンロードできます。
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－仕事の内容を教えて下さい。
　組合事務局の職員は３人で、私

は輸送斡旋などの配送業務と事務管理業務を行って

います。ときには営業活動にも出掛けます。

　配送業務の仕事がありましたら、是非、一言声を

掛けてください。走って参ります。よろしくお願い

します。

－今熱中していることは何ですか?　
　楽しみにしていることは、事務局協議会等を通じ

て知り合った異業種の組合の女性職員の仲間との交

流会（会の名前もあるんですよ！）です。２カ月に

一度位みんなで集まって、食事やおしゃべりで賑や

かに過ごします。私は歌も大好きで、みんなで行く

カラオケも楽しみの一つです。

－座右の銘は何ですか?　
 　「原点に帰る」ということを大切にしています。

配送業務はお客様との電話での応対が殆どなので、

特に他県の荷主様の場合は一番、言葉に十分気をつ

けています。電話では相手の方の姿も表情も分かり

ませんから、その方がどんな気持ちなのかを知るこ

とが出来ません。ですから、電話口で笑うことさえ

気遣う場合もあります。できるだけお客様の気持ち

に近づけるように配慮しています。そのためには、

常に原点に帰って、言葉の使い方に気をつけるよう

にしています。

－好きな映画はありますか。　
　映画ではありませんが、今好きなのは韓国ドラマ

の「アイリス」です。毎週楽しみに見ています！

秋田県トラック運送事業協同組合												
事務局長　青　山　京　子さん

◆クールビズ実施のお知らせ◆ 

　本会では、６月 14 日〜９月 30 日までを「ク

ールビズ」期間として、ノーネクタイ、ノー上

着等の軽装で業務を行わせていただいておりま

すので、ご理解とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。……………………………………………………………………………………………

　また、本会をご訪問いただく際や、本会主催

の会議等にご出席の際には、是非「クールビス」

でお越しくださいますようお願い申し上げます。

平成22年度通常総会・第１回研修会を開催
〜あきた食品振興プラザ〜

　６月 23 日㈬、秋田市のホテルメトロポリタン
秋田において、あきた食品振興プラザ（後藤一会長、
149会員）の平成 22 年度通常総会及び第１回研
修会が開催されました。
　総会では、平成 21 年度の事業報告及び収支決
算が承認されたほか、平成 22 年度事業計画、収
支予算案が原案どおり満場一致で可決 ･ 承認され
ました。
　また、役員改選が行われ、会長に秋田県菓子工
業組合の後藤一理事長が再任されました。
　総会終了後に開催された第１回研修会では、株
式会社ひびき代表取締役日疋好春氏を講師として

「農商工連携」をテーマに講演が行われ、農商工連
携による販路の開拓や地域貢献活動等に関する企
業の取組事例の紹介、農商工連携に取り組む際の
アドバイスや提言がありました。

するなど、22 業者が入賞しました。また、全国

建具展示会では、全国の建具業者が製作した建具

132 点が展示され、会期中、約１万人の来場者に、

伝統工芸技術の繊細な魅力と匠の技の素晴らしさ

を伝えた大会となりました。
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本会ホームページをご覧下さい ! 
　「中小企業あきた」を本会のホームページに掲
載しています。
　ホームページでは、バックナンバーもご覧い
ただけます。
　組合員への情報提供等にご活用下さい !	
URL http://www.chuokai-akita.or.jp/kaihou/

中央会メール情報サービス（無料）のご案内！
　本会では、各種補助金の募集やイベント・セミ
ナー情報等を組合や組合員企業へ電子メールにて
お届けする「中小企業メール情報サービス」を提
供しております。皆様の経営の一助として是非ご
活用下さい。
　申し込み・お問い合わせは、本会調査広報課（☎
018-863-8701）までご連絡下さい。なお、購読
の申込については、下記 URL から直接申し込み
できます。
http://www.chuokai-akita.or.jp/mails/mail.html

「中小企業あきた」の
暑中見舞広告の募集

本会機関誌「中小企業あきた」８月号に
掲載する暑中見舞広告の募集を行ってお
ります。
　是非とも掲載くださるよう、お願い申
し上げます。

○１コマ
29mm（タテ）×84mm（ヨコ） 6,000円
○２コマ
60mm（タテ）×84mm（ヨコ） 9,000円
○３コマ
91mm（タテ）×84mm（ヨコ） 12,000円
○４コマ
60mm（タテ）×170mm（ヨコ） 15,000円
○６コマ
91mm（タテ）×170mm（ヨコ） 20,000円

◆申込締切日　　７月12日㈪

◆申し込み・お問い合わせ先
　本会調査広報課（☎018−863−8701）
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