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平成21年度 平成21年度 通常総会を開催通常総会を開催
～強い組合・企業づくりを推進～～強い組合・企業づくりを推進～

　本会の平成 21年度通常総会を 5月 21日（木）、

秋田市のホテルメトロポリタン秋田において会員

224 名（委任状出席 130 名を含む。）の出席の下

で開催した。

　議案の審議に先立ち米澤会長は、「世界的な不況

により、中小企業をとりまく経済環境は一段と厳

しさを増している。このため、経営ノウハウや技

術の向上など、経営改善の支援に積極的に取り組

むとともに、元気の出る事業の実施等、本会事業

をさらに充実させていきたい。」と挨拶した。

挨拶する米澤会長

　引き続き、議案の審議に入り、平成 20 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 21 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・可決された。

　総会終了後に行われた表彰式では、6組合及び

49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た。（次頁以降に

掲載）

　続いて行われた懇親会には、関係機関から多数

の来賓のご臨席を賜り、来賓を代表して秋田県知

事佐竹敬久氏、秋田市副市長大山幹弥氏の両氏よ

りご祝辞を頂戴した後、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

た。懇親会では、終始和やかな雰囲気の中で、会

場のあちらこちらで歓談の輪が見られ、盛会裡に

終了した。

祝辞

秋田県知事
佐竹　敬久氏

祝辞

秋田市副市長
大山　幹弥氏

基本方針
　会員組合への訪問活動を最重点活動として

捉え事業活動を進めていくほか、「中央会の

活動ビジョン」の策定を行い、本会の各種支

援事業を通じ、強い組合・企業づくりの実践

を行う。

　また、本会が実施している「地域力連携拠

点事業」を核として、地域資源活用事業及び

農商工等連携事業活用による新たな事業実施

に対し、引き続き積極的な支援を行っていく。

活動目標
1　新規組合の設立及び創業の推進

2　会員組合の活力向上支援

3　地域産業組合等への支援

4　 新事業活動促進による組合員企業の体質

強化

5　 コーディネート機能強化による企業連携

の推進

6　 組合及び組合員企業の IT を活用した経営

改革への支援
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組合功労者（2名）　　　　   （順不同・敬称略）

氏　名 組合名 役職名

工藤　憲三 秋田県ハイヤー協同組合 理事長

長崎　雄二 企業組合秋田北部清掃興業 理事長

優良組合（1組合）　　　　   （順不同・敬称略）

組合名 所在地 理事長名

秋田県石油商業協同組合 秋田市 國安　教善

秋田県知事表彰

優良組合（5組合）　　　　   （順不同・敬称略）

組合名 所在地 理事長名

秋田市建具工業協同組合 秋田市 今野　敏範

男鹿温泉郷協同組合 男鹿市 大渕　英悦

秋田県電機商業組合 秋田市 住谷　正宏

東北ネオン電気事業協同組合 秋田市 澤口　康孝

比内町ジョイスタンプ協同組合 大館市 明石　　満

秋田県中小企業団体中央会会長表彰

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 39名、組合専従優秀職員 7名、中央会事務局専

従者 1名）を受章されました。（敬称略）

栄えある受章を心からお慶び申し上げます栄えある受章を心からお慶び申し上げます
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組合功労者（39名）　　　   （順不同・敬称略）

氏　名 組合名 役職名

兼子　富市
秋田県素材生産事業協同組合
連合会

会 長

小原　良英 秋田県仙北建設事業協同組合 理 事 長

村木　通良 鹿角アスコン協同組合 理 事 長

千葉　友悦
秋田県自転車軽自動車商業
協同組合

理 事 長

菊地　成一 秋田県集成材工業協同組合 前理事長

佐藤　　卓 秋田県印刷工業組合 前理事長

伊藤　三男 秋田県生コンクリート協同組合 前理事長

今野日出雄 秋田県外材協同組合 前理事長

花田源二郎 北鹿素材生産事業協同組合 副理事長

升谷　昇平 秋田市大町商店街振興組合 副理事長

鈴木　次男 秋田県花卉小売商業協同組合 副理事長

藤原　昭三 秋田県板金工業組合 副理事長

山谷　竹美 二ツ井町商業協同組合 副理事長

川井　隆治 秋田県電気工事工業組合 副理事長

藤原忠一郎 秋田県中古自動車販売商工組合 副理事長

加藤　　満 秋田県中古自動車販売商工組合 副理事長

小塚　邦雄 秋田県印刷工業組合 副理事長

渡辺恭之助 秋田県畳商工組合 副理事長

佐原　孝夫 秋田たばこ販売協同組合 副理事長

金　　義悦 秋田市畳業協同組合 副理事長

長崎　養治 秋田県大断面木構造協同組合 専務理事

井　善憲
協同組合秋田県中小企業
労務協会

理 事

佐々木松寿 本荘製餡協同組合 理 事

笹渕　文夫 秋田県自動車整備商工組合 理 事

伊藤冨二郎 秋田県主食集荷商業協同組合 理 事

伊藤　英二 秋田県主食集荷商業協同組合 理 事

三沢　　栄 秋田県骨材工業組合 理 事

橋　峰雄 秋田県菓子工業組合 理 事

小塚　雅行 北鹿電気工事業協同組合 理 事

渡辺　芳勝 秋田県印刷工業組合 理 事

大高　岩根 秋田県農業機械商業協同組合 理 事

関谷　勇二 秋田たばこ販売協同組合 理 事

遠藤　芳徳 秋田県火災共済協同組合 理 事

秦　　　誠 大館管工事業協同組合 理 事

前田　耕作 秋田県型枠工事業協同組合 理 事

渡邉　一男
協同組合秋田県中小企業
労務協会

監 事

大沼　 一 秋田県自動車整備商工組合 監 事

橋久良司 鹿角衛生協業組合 監 事

川原　義憲 湯沢市大町商店街振興組合 前 監 事

組合専従優秀職員（7名）　  （順不同・敬称略）

氏　名 組合名

萩原　洋子 秋田県主食集荷商業協同組合

小林れい子 秋田県主食集荷商業協同組合

天野　清昭 秋田県自動車整備商工組合

佐々木賢治 秋田県環境整備事業協同組合

奥田理恵子 秋田県電気工事工業組合

佐々木和幸 大曲自動車整備協業組合

二田　　佑 秋田県火災共済協同組合

中央会事務局専従者（1名）  （順不同・敬称略）

氏　名 役職名

目時　　均 連携組織支援部　商業振興課　主任
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　去る4月28日に春の褒賞、29日に春の叙勲の受章者が発表されました。本会関係の受章者は次のとおり

です。受章されました皆さまの今後益々のご隆昌とご健康を御祈念申し上げます。

叙　勲

　米澤　實氏（食品製造業振興功労）　
全国製麺協同組合連合会　元会長

秋田県製麺協同組合　元理事長

ヤマヨ株式会社　代表取締役会長

本会会長

（秋田市）

　九嶋　郁夫氏（伝統工芸業務功労）　
大館曲ワッパ協同組合

元専務理事

九嶋曲物工芸　代表

（大館市）

　佐藤　義郎氏（伝統工芸業務功労）　
秋田県漆器工業協同組合　組合員

佐藤義郎漆器店　代表

（湯沢市）

 ◎旭日小綬章

 ◎瑞宝単光章

褒　章

　浅利　悦造氏（業務精励）　
鹿角市谷地田町商店街振興組合

元理事長

あさり書店　代表

（鹿角市）

　吉谷　謙二氏（業務精励）　
秋田たばこ販売協同組合　元理事

吉谷商店　店主

（秋田市）

　國安　教善氏（産業振興功績）　
秋田県石油商業組合　理事長

秋田県石油商業協同組合　理事長

株式会社男鹿興業社

代表取締役社長

（男鹿市）

 ◎黄綬褒章

 ◎藍綬褒章

　第61回中小企業団体全国大会が、11月19日（木）に千葉市（幕張メッセ「イベントホール」）で開催されます。本

会では、下記内容にてツアー参加者を募集しております。会員の皆さまの多数のご参加をお待ちしております。

■旅行期間　平成21年11月19日（木）～11月20日（金）

■募集人員　40名様

■旅行代金　お一人様69,000円（大会参加料4,000円含む。）

　　　　　　※宿泊はツイン（2名様1室）です。シングルの場合は、5,000円増しとなります。

■申込締切　平成21年8月31日（月）

■お問い合わせ・お申し込み　本会調査広報課（  018-863-8701）　谷口・本間

月日（曜日）

11月19日
（木）

11月20日
（金）

日次

1

2

旅　　　　　程　　　　　表

秋田空港

（横浜ベイブリッジより夜景） 横浜市内ホテル 夕食（横浜中華街「招福門」）

羽田空港 （アクアライン） 習志野IC   幕張メッセ
（第61回中小企業団体全国大会）

飛行機 バ　ス 宿泊

横浜
ホテル

ニューグランド
タワー

9:45

横浜ホテル

八景島シーパラダイス（3大水族館見学） 羽田空港 秋田空港

鎌倉（建長寺、鶴岡八幡宮、鎌倉大仏） （由比ガ浜海岸、稲村ガ崎海岸）

江ノ島海岸（昼食）

8:30

14:00 16:00 17:00 18:00 19:10

9:30 12:00

12:15 13:00

JAL

JAL

10:55 11:30

（車中にて弁当の昼食）

12:45 16:30

18:00
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