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広いセンター　豊かな物流

　第42回通常総会は、５月27日（火）流通会館２階
大会議室で開かれ、組合員59人（委任状出席含む）
が出席した。本年度から来賓は招待せず、組合員だ
けの総会とした。
　平成25年度の事業報告、収支決算、平成26年度事
業計画、収支予算案などの提出議案はすべて承認、
可決された。
　25年度の事業報告では、第１に団地内に反社会的
勢力の存在を許さないための制度に着手、第２に10
年間保証を付けた流通会館及び展示場の根治治療的
な防水塗装工事の実施などを成果として発表した。
反社会的勢力排除については、総務委員会を中心に
顧問弁護士からの指導を受けながら、多くの組合員
間での議論を重ね、かつてないほどの慎重な取り組
みを経て、「反社会的勢力ではないことに関する表明

及び確約書」を制定、反社会的勢力排除を明確にす
る定款の改正を提案、改正にこぎつけた。
　26年度の事業計画は、第１に企業活動における県
内最適地としての価値を高めるため、時代に即応し
た諸規約、諸規程等の検討、合わせて諸施設の老朽
化対策の検討、下水道移管交渉の早期妥結を挙げ、
第２に組合共同事業の充実、第３に組合員間の連携
推進等の組合組織の活性化を掲げた。今後組合は、
設立以来40年を経過して多くの組合員が入れ替わり、
また経営者の世代交代が進む状況の中で、今直面す
る最大の課題である「組合の一体性の維持」に取り
組んでいくこととした。
　また今回の通常総会をもって専務理事村松光比古
が退任し、新に専務理事として深沢博生が就任した。

反社会的勢力排除を推進
　組合の一体化維持確認第４２回

通常総会

通常総会であいさつする栗山理事長
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　玉穂南小学校３年生40人が５月27日（火）、社会
科見学のため流通会館を訪れた。
　村松前専務理事は、流通センター、また組合がど
のようなところなのかを説明。お菓子やアイス、薬
や文房具など身近なものを
例に挙げた説明に、子ども
たちは、興味津々で一生懸
命メモを取る姿が見られた。
また、最後には質問が飛び
交うなど、子どもたちの熱
心さが強く伝わる社会科見
学であった。

当組合の可能性を実感

村松前専務の説明に興味津々

　４月17日（木）、以前から関心のあった（協）ベ
イタウン尾道を栗山理事長と共に訪問、意見交換す
る機会を得た。
　
　尾道の町はご存知の通り背後に山が迫り、前は瀬
戸内海に面した平地の少ない坂の町とも言われてい
る。「尾道」という地名は、狭く長い尾のような平
地に街並みが連なっていることに由来しているとの
こと。地中海にもたとえられる瀬戸内の気候は温暖
で雨が少なく、土地の人の言葉では気風は穏やかで
のんびりしているとのことである。
　また、この地は古くから海上交通の要衝として交
易が盛んであり、商業が活発で大いに栄えた町で
あったらしい。そうした歴史を感じさせる町には寺
院等も多く見られ、高台にある千光寺からの瀬戸内
海の眺めはまさに絶景である。
　さて、われわれが訪れた「協同組合ベイタウン尾
道」は、尾道市の東、海を埋め立てた地域の一角に
あり総面積約20万㎡、組合員数88（内準組合員15）
で規模的には当組合に近い中規模の卸流通団地組合
である。組合員の業種はさまざまだが、特徴的なの
は土地柄から海産物を扱う業者が多いことである。
そのため、組合は大規模な冷凍倉庫を所有運営して
おり、そこからの事業収入が組合財政を支えている
ように見えた。
　今回訪問のきっかけとなったのは、この組合が組
合会館の建て替えを計画しており、その建設資金を
高度化資金から調達すると聞いたためである。高度
化資金は、山梨県では回収が進まない事例が多く発
生していて、以前から運用が停止されているが、こ

の組合は借入れに当たって条件とされる理事の保証
に代えて金融機関による債務保証を取り付け、当局
の了解を得たとの情報であり、今後、山梨県でも高
度化資金の取り扱いを復活できる可能性をうかがわ
せるものだった。
　また、並行して冷凍倉庫や給油所設備のリニュー
アルをも行っており、その積極的な事業運営、総資
金量10億円にも上る設備投資には目を見張るものが
ある。加えて、組合員の組合に対する賦課金などの
負担も比較的軽いもので、こうした点からも安定し
た組合運営を感じることができた。その他の共同事
業では当組合に共通する点が多く、敢えて挙げれば、
事務局に簡易郵便局を併設していることが当組合と
は異なっている。
　なお、今年度事業としている組合会館の移転新築
に際して、展示場は取り壊し後、新築はしない計画
であり、このことにも関心が持たれた。理由は、採
算性において難しいとの判断であり、当組合にとっ
ても参考となるところと言える。
　今回の訪問では、意見交換の機会を設けていただ
き、団地内を案内していただいた上に、夕食までご
馳走になるという、予想外の歓待を受け、これも同
じ卸商業団地としてのおつき合いのおかげと、改め
て感謝する次第ではあった。
　当組合は、現状ではこの組合に及ばない点はある
ものの、財務の改善は進みつつあり、数年後には金
融負債がなくなることを考慮すれば、いずれはこの
組合に比肩できるほどに脱皮するであろうし、今回
の視察を通じて、当組合にとっても目前にはさまざ
まな可能性が開けるに相違ないことを実感できた。

　　　　 流通センターの仕組学ぶ

　　　 ベイタウン尾道を視察

玉 穂 南
小 児 童

栗山理事長
村松前専務
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　　　  福島、高崎卸団地を視察

　７月22日（火）～31日（木）までの８日間、流通
会館で集団健康診断が実施され、44社から704人が
受診した。本年度からは世界的に増加傾向にあり、
近年日本においても発症率が増加している前立腺が
ん（PSA）の検査を導入した。
　また７月22日には献血を実施し、24人の方にご協
力をいただいた。お暑い中ご協力をいただき、あり
がとうございました。

受付者数 29人

献血者数 24人

200ml 4人

400ml 20人

不採血者 5人

組合会館建て替えに好ヒント得る

集団健診704人が受診

　当組合団地再整備委員会（中込武文委員長）は、
平成26年４月22日(火)～４月23日（水）福島卸商団
地協同組合、高崎卸商社街協同組合の視察を行った。
　当組合会館、会議室、展示場は築37年経過し、建物
の老朽化が進む中で、将来（10年後以降）に、建て替
え、取り壊し、改修等が必要となることが予想される。
　視察した両卸団地は、同様に築年月が経過した会
議室、展示場を所有している。そのうち、福島卸商
団地（協）は耐震工事を行い、定期的に建物の修繕
工事を行っている。
　高崎卸商社街（協）は、展示場の建て替え工事を

経て、展示スペース約2,000㎡、天井高は10mと広大
な展示場が設けられ、省エネ機器の採用や太陽光発
電システム（システム容量250KW、年間発電量28万
KWh）を導入している。
　組合員の需要、立地条件、投資効果等の違いがあ
るので、同様に考えることは難しい面もあるが、当
組合としても、将来の課題に備えるための考え方、
手法を学ぶ良い機会とすることができた。
　また、それ以外の組合事業についても情報交換が
行われ、さまざまな参考意見を聞くことができ、大
変有意義な視察となった。

献血には24人が協力

団地再整備
委 員 会

高崎卸商社街（協）を視察して意見交換に臨む 広く明るい高崎卸商社街（協）展示場

福島卸商団地（協）を視察するメンバー 福島卸商団地（協）の展示場内を視察
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　６月21日（土）、協同組合静岡流通センター流通
会館で、山梨・静岡青年部団地情報交換会が開かれ
た。協同組合静岡流通センター青年部会、協同組合
浜松卸商センター翔友会、協同組合沼津卸商社セン
ター金曜会、山梨県流通センターLoMAの会の４卸

団地から27人が参加した（交流会への参加を含む）。
　今回は、卸団地の現状や今後の事業展開、青年部
の活動状況等について発表しあい、意見を交換した。
　他の卸団地では、団地裏に広がる竹林を活用して
竹灯篭をつくりイベントを開いたり、団地内に梅園
をつくり集客を図っていたり、組合の中に※うなぎ
いも協同組合を立ち上げ、うなぎいも商品の販売を
通じて団地をPRしていたりと、興味深い、魅力的な
活動に刺激を受けた。また、青年部の高齢化に悩む
団地もあり、新規会員の勧誘方法や青年部の活動、
勉強会等について積極的に意見を交換し合うなど、
青年部らしい情報交換会となった。
　昨年度、当組合で開かれた情報交換会に続く、２
回目の情報交換会だったが、今回も親睦を深めあう、
有意義な会となった。他の卸団地の活動や現状を知
り、学び、触発されながら、当組合の活性化につな
げていきたい。

※うなぎを扱う養鰻場や料理店、うなぎ加工業者から出る「うなぎ
残渣」をもとに生成した肥料を使って育てたサツマイモのこと。

青年部活動の活性化へはずみ
LoMAの会　静岡３団地青年部と意見交換

意見を交換し合う青年部員たち

村松前専務に花束贈呈　　 おいしい料理に舌鼓　　納 涼
懇親会

新 入
社 員

和やかに交流楽しむ ウェルカムパーティーに11人参加

　平成26年度の納涼懇親会が７月25日（金）甲府富
士屋ホテルで開かれた。本年度は昨年度より多くの
来賓を招待し、多くの方々に楽しんでいただく会と
した。組合員・準組合員、来賓、事務局を含めて65
人が出席し、終始にぎやかな会となった。
　今年のテーブル名は、漢字一字で表記できる木の
名前とし、以下の９点を使用した。（楓、松、檜、杉、
栃、椈、楠、桐、欅）
　開会にあたり栗山理事長があいさつし、来賓を代
表して山梨県産業労働部部長 矢島孝雄様より、ご祝
辞をいただいた。今夏も猛暑に負けないよう、田中
久雄中央市長の乾杯の発声の後、出席の方々は大い
に飲み、和やかに談笑し、懇親を深めあった。
　また祝宴の途中には、５月の通常総会で専務理事を
退任した村松光比古さんが７月末で山梨県流通セン
ターを去るお祝いと、これまでの組合の発展にご尽力
いただいた感謝の気持ちを込めて、花束贈呈が行われた。

　第１回新入社員ウェルカムパーティーが６月20日
（金）、レストラン「モリエール」で開かれた。「今
年度、流通センター内企業に入社された皆様を歓迎
しよう！！」との目的で開かれ、６社から11人の参
加があった。
　当日は、当組合がどのようなところであるか、組
合パンフレットを使用しながら深沢専務理事が説明
し、組合について理解を深めていただいた。
　また勉強を兼ねた交流イベントとして、山梨県流
通センターに関する○×クイズを行い、会場は大い
に盛り上がった。
　新入社員にとって他企業の方々との交流は、新鮮
で、学ぶことも多かったようだ。おいしい食事をお
腹いっぱい食べて楽しんでいただくことができ、今
回のウェルカムパーティーは有意義なものとなった。

納涼懇親会で
和やかに交流
する出席者たち

交流の様子
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　第18回流通センターボウリング大会が、甲斐市の
大統スターレーン双葉で行われた。今年は、６月19日、
25日、７月11日、18日まで東西南北ブロックの予選会、
７月23日に決勝大会が行われた。
　本年度は23社から290人の参加があった。
　７月23日の決勝大会には、４ブロックか
ら17社24チームが参加し、優勝チームが注
目された。
　試合の結果、団体の部では㈱オオキBが
優勝、２位は、昨年も準優勝した甲信国分
A、３位はむろい㈱Aとなった。２位と３位
はわずか３点差という、白熱した大会となっ
た。

　個人の部は、鈴木賢次さん（甲信国分㈱）が２ゲー
ムトータル382で優勝した。

　６月１日から、㈱トヨタレンタリース山梨による、カーシェアリング「ラクモ」の運用が開始された。
　日常的ではないが、たまに車を使用するときがある方や、使いたいときに社用車が空いていなく困っていると
いうような方に、是非使用していただきたい。
　車種は、軽ワンボックスバン「ハイゼットカーゴ」とコンパクトカー「Vitz」の計２台。

○ご利用料金は以下の通りです。
仕様 ご利用料金／1時間 延長料金／30分 最大料金／24時間 距離課金／㎞

ハイゼットカーゴ 軽・4人乗
最大積載量350㎏ ￥1,080 ￥540 ￥5,400 ￥15

Vitz 1300㏄
5人乗 ￥1,080 ￥540 ￥5,400 ￥15

　※ こちらは多くの利用者への提供を目的としているため、最大24時間までのご利用となります。年会費・補償金なし、免責補償料・消費税含む、全車
ETC・ナビ付、冬季スタッドレス装着。また需要を考慮し、最大時間の見直しを行う場合があります。

　※お支払方法は、請求書が㈱トヨタレンタリース山梨から各企業様に発行されます。

　カーシェアリングの使用を検討されている企業様には、㈱トヨタレンタリース山梨から、詳しい説明にお伺い
させていただいております。ご希望がありましたら、事務局までご連絡をお願いいたします。

㈱オオキBが団体優勝

「カーシェアリング」スタート

　　　　　　 個人は鈴木賢次さん　　　 が１位

トヨタレンタリース山梨が対応

ボ ウ リ ン グ
大 会

⎛ 甲 信 ⎞
⎝ 国 分 ⎠

団体の部（２ゲームトータル）
順位 会社名 メンバー スコア

優　勝 ㈱ オ オ キ B 笠井、安藤、嶺村、大木 1324
準優勝 甲 信 国 分 ㈱ Ａ 渡辺、関口、三森、玉置 1177
３　位 む ろ い ㈱ A 菊地、村松、入倉、望月 1174

個人の部（２ゲームトータル）
順位 氏　名 会社名 スコア

優　勝 鈴 木 賢 次 甲 信 国 分 ㈱ 382
準優勝 嶺 村 忠 彦 ㈱ オ オ キ 360
３　位 菊　 地　 正 三 郎 む ろ い ㈱ 349

準優勝した甲信国分㈱Aチーム優勝した㈱オオキBチーム

個人の部優勝の鈴木賢次さん
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『古屋さんちのぶどう（ピオーネ）』
※発送
　時期 ９月上旬～９月下旬
数ある『ぶどう』の中でも食べ頃の瑞々しい
ものだけを古屋さんが厳選して発送致します。
こだわりぬいた贅沢な大粒ピオーネは一般の
市場には出回らない貴重な上物です。

『西尾さんちのあんぽ柿』
※発送
　時期 12月上旬～下旬
南アルプス市のあんぽ柿職人の西尾さんによっ
て厳選された『あんぽ柿』は雑誌「ネットでお
取り寄せ」（2005年、㈱アスキー発行）やイン
ターネットTVに取り上げらるほどで『お歳暮』
にも人気の産直品です。

『樋口さんちの枯露柿』
※発送
　時期 12月下旬～発送開始

『樋口さんの枯露柿』は手間暇を厭わず、一つ
一つ丁寧に柿を干し、揉むことにより市販の
ものとは違う、鮮やかな橙色をしています。
見た目もさることながら濃厚な柿の甘みも素
晴らしい逸品です。

贈答品にも自宅用にも最適な産直品
山梨県産『ぶどう』『干し柿』のご案内

　インターネットショッピングモール「楽天市場」に出店している「生活改善委員会」にて、人気商品である
『ぶどう』と『干し柿（あんぽ柿・枯露柿）』をご紹介致します。

ネットショップ参加企業募集

第３回従業員限定販売ポスター

　当組合の「生活改善委員会」は１社単独で事業展
開をするよりも負担が少なくネット販売を始められ
ます。興味をお持ちの方、出店されたい方は組合事
務局までご連絡下さい。「生活改善委員会」につい
てご案内をさせていただきます。

「生活改善委員会」で始めるメリット
①事務局代行で経理作業をするので人手が少なくても始められる。
②他社の販売方法などのノウハウが参考になる。
③初期費用が掛からない、年間の費用が安い。

　昨年12月に実施した第３回従業員限定販売ポスター
（秋冬号）の掲載が終了した。ポスターには団地内企業
14社が参加し、新たな取
り組みとして利用者の中か
ら抽選でディズニーペアチ
ケットをプレゼントする企
画を実施した。第４回の掲
載を行う予定で、ポスター
を通して組合員・団地内
従業員の繋がりを今後も
広げていきたい。

＜ TOPページ ＞
http://www.rakuten.co.jp/yamanashi/

※または『生活改善委員会』で検索

携帯・スマートフォンの方は
右のQRコードでスグに
特別価格での購入ができます！

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
⎩

＜生活改善委員会　産直品一覧＞
９月上旬～９月下旬 『古屋さんちのぶどう(ピオーネ)』

12月上旬～12月下旬 『西尾さんちのあんぽ柿』

12月下旬～５月頃 『樋口さんちの枯露柿』

６月上旬～６月中旬 『手塚さんちのサクランボ』

６月上旬～６月末頃 『渡辺さんちの甘々娘』

７月下旬～８月中旬 『古屋さんちの桃（本白鳳種）』

８月上旬～８月中旬 『古屋さんちの桃（浅間白桃種）』

ディズニーペアチケット当選者

 ◎ S・M様

 ◎ S・R様

おめでとう
ございます。

２名にプレゼント贈呈される



流通センターニュース

（7）

No.298　平成26年9月1日
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協同組合山梨県流通センター
26年度認定職業訓練実施予定計画一覧表（平成26年９月〜平成27年２月）

NO コース名 教育内容 期間 開催日 教育対象

１ 新入社員フォローアップ

入社後、半年間の自己の振り返りを中心に「職責の基本行動」「コミュ
ニケーション」「問題意識と問題解決」「ビジネスマナーの再チェッ
ク」についてレベルアップと今後のモチベーションアップを図りま
す。

平日
２日間 10/15・16 新入社員

２ 財務・会計セミナー

あらゆる部門の社員が会社の数字の基本を押さえていることは、厳
しい競争に打ち勝つための企業の大きな底力となります。経理・財
務担当の方はもちろん、他部門の方、経理・財務知識のない方々に
もご参加いただき、仕事への取り組み方を改善し、より大きな仕事
の成果につなげていただくことを目指しています。今まで、難しく
思っていた「財務」「決算書」の理解と活用を楽しく学ぶことにより、
会社の数字が面白いほどよくわかるようになります。

土日
２日間 10/18・19

・経理・財務担当
の方、あるいはこ
れから携わる方

・部門のリーダー、
責任者・会社の数
字を知り、スキル
アップさせたい方

３ ビジネス会話力養成講座

対人コミュニケーションにおける自分の傾向を知る診断とあわせ
て、対面のコミュニケーションと『企業イメージに直結する』電話
対応のスキルアップを図ります。様々なケースにおいて適切な対応
ができる、ワンランク上のスキル習得を目指しています。初期のク
レーム対応の事例検討やロールプレイングも行います。

土日
２日間 11/15・16 全般

４ 提案営業力向上研修
提案営業の実践に必要なスキル「顧客環境の収集」「ビジネス機会
の予測」「質問スキル」「ニーズの確認」「提案ツール・資料作成」「プ
レゼンテーション」を習得します。

土日
２日間 １/24・25 営業担当

新人～中堅

５ クロージングのための交渉術
事業を取り巻く環境が一段と厳しくなっている中、成果がなかなか
上がらない営業パーソンの特徴を捉え、クロージングのための交渉
力をあげ、成約・成果に結び付けられる営業スキルを養います。

土日
２日間 ２/21・22 営業担当

全階層

６ ビジネス法務とコンプライアンス

ビジネスパーソンに求められる基本的なビジネス実務(契約書の作
成や留意点）と企業に起こりうる様々なリスクの中から特に企業法
務、コンプライアンスについて、事例を参考にしながら基礎的知識
を具体的に習得します。

土日
２日間 12/13・14 全般

7 Power Point基礎 Power Pointの基礎操作から表現力あるプレゼンテーション資料の
作成方法を学習します。

平日
４日間

９/25・30
10/２・７ 初心者

8 Excelビジネス活用関数テクニック
関数の基本、請求書の作成、売り上げデータの集計、顧客住所録の
作成、賃金計算書の作成、出張旅費伝票の作成等、効率よく作業を
進めるテクニックを習得します。

平日
４日間

11/18・20
25・27

Excel操作が
できる方

9 Excelマクロ／VBA プログラミング言語「VBA」を使用して日常業務を効率よく行う技
術を習得します。

平日
４日間 未定 Excel操作が

できる方

10 Access基礎
データーベースの設計と作成、テーブルの作成、リレーシップの作
成、クエリによるデータ加工、レポートの作成等、基本的な
Accessの操作を学習します。

平日
４日間

12/９・11
16・18 Excel操作習得者

11 Access応用

会員管理データベースの概要、テーブルの活用、リレーションシッ
プと参照整合性、クエリの活用、アクションクエリと不一致クエリ
の作成、フォームの活用、メイン・サブフォームの作成、メイン・
サブレポートの作成、レポートの活用等を学習します。

平日
４日間 未定

Access基礎を
学習された方

または
同等レベルの方

12 ホームページ作成講座

ホームページ作成の基礎知識、HTMLページの作成、CSSによるデ
ザイン、画像のデザインと配置テクニック、テーブルとフォーム、
サイト転送とWEB更新等、ホームページの作成方法が多様化する
現状において、全ての基本となるXHTMLとスタイルシートを使っ
た最新WEBサイト制作方法をマスターします。

平日
６日間

10/21・22・23
28・29・30 必要とする方

13 WEB解析・SEO対策講座 SEO対策に必要な知識を習得します。ブログ、facebook、その他
コミュニティーサイト等についての対策も行います。

平日
６日間

１/20・21・22
27・28・29 必要とする方

14 マネージメントセミナー

企業の大枠、利益の構造、生きた経営学、生きた会計学を身に付け
ることができます。知識教育ではなく、体験型学習を基本としてい
るため、効果は抜群です。講師は、株式会社アドヴォネクスト　
社長　井上雅博氏。

土日
２日間 ２/14・15 中堅社員

管理職

15 フォークリフト運転技能講座 フォークリフトの運転に必要な資格を習得します。 土日
４日間

11/22・23
11/29・30 必要とする方

※参加者が５人に満たない場合は、中止となります。 
　また開講講座は都合により開催日時、内容等が変更になる場合がありますので、ご了承ください。
※講座開講前には全組合員・準組合員の皆様にご案内いたしますが、
　上記講座の受講をご希望の方は、事務局までご連絡をお願いいたします。
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　６月のある日、旅行社が主催する富士山一周ウォーキ
ングに参加した。以前から気になっていたのだが、富士
の裾野を一周するコース約200Kmを12区間に分けて毎月
１区間、１年かけて回るのである。
　その日は、せっかくの初参加というのに朝は雨。とは
言っても台風でもない限りは雨天決行なので何はともあ
れ、甲府駅から主催者の用意したバスでスタート地点の
富士宮市内の寺、下之坊へ。途中２か所で参加者を拾い
ながら30数名。着いた頃には幸い雨は上がったが何やら
蒸し暑くなりそうな陽気。見れば、既にバス数台が到着
しており、静岡や東京からの参加者で、われわれ山梨勢
も含めると総勢200人前後か。点呼や準備運動をして、午
前10時、バスごとのグループに分かれていざ出発。ほと
んどが60～70代で、男性が幾分多い様子。山梨勢の初参
加は私だけで、道々、聞くともなく聞いていると何と富
士山を５周目だの８周目などという人もいるらしく、皆
さんいわば常連の方々。
　歩き始めて、ワイワイしながらと思いきや、黙々と歩
く方がほとんど。それに、男性も女性も単独参加が多い
様子で、夫婦で参加は山梨では１、２組。私も取り敢え
ずは皆にならって誰に話しかけるでもなく黙って歩く。
天気はというと、予想通り蒸し暑くなり、しばらくする
と汗がだらだら流れおちてくる。とはいえ、ほとんどの
人が如何にも歩き慣れていて足取りは軽い。
　そうこうする内に、何人かの人と言葉を交わし始めて、
そのうちの１人、年のころは60代後半、いかにも人懐こ
そうな男性が、塩コンブの袋を差し出し「どうぞ」と言う。
一緒に歩いていたもう１人の男性もお近づきのシルシか
と思った様子で、２人でありがたくいただくと、その塩
コンブ氏、しばらく袋を見つめて、「やや、この賞味期限、
３月前だ！」と爆弾発言。悪びれる様子もなく表情を崩
してにこやかに「でも、腐るものでもなし、問題ないか」
ときた。それを聞いた私ともう１人、すでにその塩コン
ブは胃袋の中、今更、文句を言うのも大人げなく、納得
はしないものの「ま、腹痛にでもなったら、その時はお
願いしますよ」などと気持ちを抑えつつ言いながら、そ
んなことでかえって親しみが湧くのだから不思議だ。
　昼は白糸の滝の駐車場。主催者から配られた弁当をい
ただき、一息入れて滝見物。やがて１時間の休憩が終わり、
再出発。本来なら右手に富士山を見ながらだろうが、ス
タートしてからは雨こそなかったものの曇り空、富士が
どこなのか見当もつかない。ともあれ午後は何となくペー
スが上がって、後方からいつの間にか列の先頭に。終点
の田貫湖には午後３時ごろ到着。正味４時間弱で約14キ
ロのウォーキング、終わってみればかいた汗も心地よく、
中には早速自販機の缶ビールで旨そうにやってる人も。
一瞬、私も、と思ったがビールが尿酸値には悪いことが
脳裏をかすめ、多少気を引かれながらも帰りのバスへ。
　ということで無事に歩ききり、腹痛も起こらず塩コン
ブ氏とも昵懇となって、次回からが楽しみなこととは相
なった。 （M）

かいがね

　◆４月 １日　　　正副理事長会議
 ７日　　　山梨県へ雪害対策要請
 ９～10日　新入社員訓練
 10日　　　生活改善委員会
 14日　　　リサイクル・一斉清掃日
 16日　　　研修・厚生委員会
 16日　　　北ブロック懇談会
 16日　　　青年部「LoMAの会」定例会
 17～18日　ベイタウン尾道視察
 22～23日　再整備委員会　福島、高崎卸視察
　◆５月 ８日　　　組合会計監査
 12日　　　リサイクル・一斉清掃日
 13日　　　正副理事長会議
 15日　　　生活改善委員会
 16日　　　理事会
 26日　　　中央市商工会総代会
 27日　　　玉穂南小学校３年生団地見学
 27日　　　組合通常総会
 27日　　　青年部「LoMAの会」パワーディナー
　◆６月 ２日　　　県中小企業団体中央会総会
 ３日　　　正副理事長会議
 ３日　　　県火災共済総代会
 11日　　　理事会
 12日　　　リサイクル・一斉清掃日
 12日　　　北ブロック懇談会
 12日　　　生活改善委員会
 13日　　　県火災共済代理所会議
 17日　　　南ブロック懇談会
 19日　　　ボウリング大会西・南Ｂ予選
 20日　　　新入社員ウエルカムパーティ
 21～22日　LoMAの会　静岡・山梨青年部交流会
 25日　　　商団連総会
 25日　　　ボウリング大会東Ｂ予選
 30日　　　東ブロック懇談会
　◆７月 １日　　　正副理事長会議
 １日　　　法律相談日
 ２日　　　全国卸商業団地厚生年金基金説明会
 ７日　　　社割ポスター検討会議
 ８日　　　西ブロック懇談会
 10日　　　生活改善委員会
 11日　　　ボウリング大会北1Ｂ予選
 14日　　　リサイクル・一斉清掃日
 16日　　　廃蛍光管収集・一括処分
 17日　　　会議所防災対策委員会
 18日　　　企業防衛対策協議会
 18日　　　ボウリング大会北2Ｂ予選
 18日　　　労務改善団体連合会総会
 22～31日　集団定期健康診断
 23日　　　北ブロック懇談会
 23日　　　ボウリング大会決勝戦
 25日　　　納涼懇親会（於；甲府富士屋ホテル）
 29日　　　諮問委員会
 29日　　　青年部「LoMAの会」パワーディナー
 31日　　　事務局規約改定会議

「事務局日誌」　〜4〜７月の主な会議等〜

組合員の異動
組合員名 変更前 変更後

㈱羽中田自動車工業 社長　羽中田 譲 社長　羽中田 麻由

組合専務理事の交代
村松光比古専務理事が５月２７日の組合総会を
以って退任し、新専務理事に深沢博生氏が就任
しました。

お知らせ
第15回センターでバザール

日　時　　平成26年９月６日（土）9：00
場　所　　流通会館及びその周辺

深 沢 専 務

甲府商工会議所より優良社員として当組合業務課長
内藤寛史氏が銀杯を受賞しました。


