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去る５月２９日、橋本市長・東川市議会議長・国会議員の先生方をはじめ、多数の来賓を迎えて通常総代会が開催され、平成

２０年度の事業報告や２１年度事業計画(案)等が原案通り承認決定されました。

また、任期満了に伴う役員改選が行われ、丸子副会長が新会長に選任されました。

≪就任のごあいさつ≫
あわら市商工会　会長　丸子　要

この度、先の通常総代会におい

て、杉田前会長の後を継ぎ会長に

選任されました丸子要です。

あわら市商工会として発足して１期３年が終了し、２期目

に入るこの年にこのような重職を担うことは、身に余る光栄

と存じ、重責に身が引き締まる思いをしております。

さて、ご承知のとおり、百年に一度と言われる経済不況の

中で、我々中小企業にとっても今までに経験したことのない

景気低迷に直面し、先行きが見えませんが、この時こそ平時

には出来ないことが出来るチャンスでもあります。

このような中にあって、私は１人の経営者として皆さんと

同じ目線に立ち次の時代に向けて、会員の皆様に役に立てる

よう、商工会の事業も思い切った改革を進めたいと考えてお

ります。

加えて、商工会の基幹事業であります金融対策や経営革新

支援・情報化支援等の各種支援事業をはじめ、地域の発展に

資する事業の更なる強化を図り、地域商工業者の繁栄と発展

に寄与していきたいと考えております。

会員皆様からの期待に応えるためにも役職員が一丸となっ

て商工会事業を全ういたす所存でありますので、今後とも格

段のご支援ご鞭撻を賜りますよう心からお願い申しあげます。

平成２１年度あわら市商工会通常総代会
《新会長に丸子氏を選任！》

通常総代会

就任挨拶を行う丸子新会長就任挨拶を行う丸子新会長就任挨拶を行う丸子新会長

役　職 支　部 氏　名 事業所名 支　部 氏　名 事業所名
会　長 第１支部 丸　子　　　要 丸子運輸(株)

副会長

理　事

第８支部 久　野　好　輝 久野印刷㈱
第６支部 関　　　秀　親 (有)ｴﾘｵｽ機械設計事務所

第１支部
室　田　秀　洋
長谷川　幸　治

(有)室田設備工業
(有)ホクプラ

小　南　一　志 小南石材加工所

第２支部
朝　倉　忠　司
飯　塚　幸　夫

朝倉鉄工
飯塚塗装店

桶　本　　　達 桶本商店

第３支部
水　野　　　肇
加　藤　精　一

(株)共栄電子
(有)万来軒

吉　田　一　男 吉田ブロック

第４支部
坪　田　達　夫
山　岸　良　信

坪田ふとん店
(株)山岸

伊　藤　憲　治 (株)金津技研

第５支部
武　永　憲　泰
圓　道　忠　雄

(株)エーデン
エンドウ建材店

第６支部
赤　尾　政　治
西　島　和　之

(有)エムエー電機
西島木材(株)

岡　本　伊佐雄 松代屋

第７支部
高　橋　啓　一
田　中　　　勝

(有)高橋尚文堂
なんばや菓舗

伊　藤　嘉　康 伊藤自転車商会

第８支部

第９支部

河　野　喜　範
吉　村　裕　光

若月旅館
ヨシムラ洋菓子店

山　 邦　男 ｸﾞﾘｰﾝｼｮｯﾌﾟやまざき
藤　嶋　芳　雄 (有)藤嶋食品
奥　中　浩師郎 (有)奉仕堂
姉　 紘　一 (株)芦原冷間鍛造

第10支部
山　 祥　一 (有)山崎モータース
坂　井　芳　明 あらいえ

青年部部長
女性部部長

笹　原　博　之 (株)ささはら
大久保　輝　子 (株)米和

第２支部
第７支部

山　口　峰　雄 日本システム制御
島　浦　健　二 (有)島浦電機商会

第２支部 杉　田　武　雄 (株)杉田組

役　職

理　　事

理　　事

監　　事

最高顧問
第１支部 佐　藤　　　肇 (有)インテリアサトウ
第２支部 松　島　　　稔 松島食料品店
第３支部 桜　井　隆　治 (有)サクライオート
第４支部 中　嶋　敬　造 ギフト和久
第５支部 土　田　政　信 (株)土田
第６支部 後　藤　義　宏 後藤建設(株)
第７支部 砂　田　昌　司 (株)キューピー薬局
第８支部 松　田　晃　一 (有)松田水産
第９支部 安　竹　英　治 坂井観光(有）
第10支部 下　家　光　一 リカーショップまるたつ

振興委員

あわら市商工会役員名列
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9月13日

(日)

9月14日

(月)

期　日 行　　　　　　程

商工会会員研修 とき：９月13日(日)〜14日(月)商工会会員研修

あわら市商工会 倉敷美観地区散策(白壁土蔵・柳並木) 宮島（泊）

（支所）6:00出発 13:15〜14:15 17:20頃

（本所）6:15出発

ホテル 世界遺産／厳島神社 広島平和記念公園 あわら市商工会

8:00発 8:15〜9:15 世界遺産／原爆ドーム （本所）20:30頃着

10:30〜11:30 （支所）20:45頃着

定　員 120名（申込み順）
対象者 商工会の会員及びその家族・従業員
参加費 商工会員１名は、20,000円（２人目からは30,000円に

なります）
(総費用30,000円の所、商工会より１人目のみ10,000円
助成します。加えて、今年８月末時点の貯蓄共済加入口

数(稼動10口以上)により、1名の方に10〜19口は1,000
円、20〜29口は2,000円、30〜39口は3,000円、40〜
49口は4,000円、50口以上は5,000円を助成します。）

行程については、多少変更になる場合もありますので、予めご了承
ください。

（支所）6:00出発 13:15〜14:15 17:20頃

世界遺産／厳島神社 広島平和記念公園
8:00発 8:15〜9:15
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あわら市商工会青年部部長

笹　原　博　之

この度、あわら市商工会青年部の部長をさせていただ

くこととなりました笹原博之です。

私達商工会青年部は持ち前の活動力と創造力を活かし、

地域振興の先駆者として、又、商工会の後継者として地

域活性化の推進力となり、活力ある事業等を実施してい

きたいと思います。

今年度は、地域貢献、あわら活性化、研修交流、広報

の４つの委員会で事業を展開いたします。特に地域貢献

委員会で取り組む少子化対策＆お見合い事業は、地元の

次の世代の担い手育成として非常に重要であるという認

識のもと、重点的に取り組んでいきたいと思います。

現在約70名の部員を抱える青年部は異業種の企業の集

合体の利点を生かし、幅広い情報と知識を集約し、常に

Action（行動）を起こし、前進していきたいと思います。

あわら市商工会青年部が新しいまちづくりを提案させ

て頂きますので、今後多方面において青年部会員と関わ

りあうことも出てくると思いますが、温かい気持ちで協

力や支援して頂きたいと思います。よろしくお願いいた

します。
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あわら市商工会女性部部長

大久保　輝　子

商工会女性部に入っていてのメリットは？とよく聞かれます。

先日も近畿ブロックの総会で他の部長さんも、入部の、勧誘に

行くとそれを言われ、どう答えて良いか悩んでいるといってお

られました。誓いの言葉に、地域発展のよき協力者、推進者、

組織活性化の原動力、そして福祉の増進、豊かな町作りの担い

手と掲げられていますが、それらを具体的に実行していく事は、

とても大変なことです。しかしバブルがはじけ、そしてこの金

融危機で景気が後退している今こそ皆が仲間意識を持ち、いろ

んな事に挑戦していかなくてはならないのではないでしょう

か？そこで異業種の部員同士のコミュニケーションこそメリッ

トに繋がるのではと思います。（情報量の多い言葉のキャッチ

ボールは、新しいアイディアや提案を生む、すなわち会話はク

リエイティブを生み出す）と仁愛大学の杉島一郎先生が書いて

おられましたが、私自身もいろんな方と出会いお話させていた

だく事で、多くの事を学ばせていただいています。部員の皆様、

どうぞ貪欲にいろんな会に、時間を作って参加し仲間を作って

下さい。そして自分でメリットを見付けて下さい。商工会女性

部を上手く利用して下さい。未加入の女性パワー是非仲間にな

りましょう。２年間頑張りましょう。

女性部の目玉行事　 １．エコキャップ推進運動　２．マイ箸

運動　３．町内清掃と花一杯運動　　３．研修会や懇親会の実

施等等　　又講演や体験など興味のある事はどんどん提案して

下さい。女性部としてバックアップしていきます。




