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広いセンター　豊かな物流

　第43回通常総会は、５月28日（木）流通会館２階
大会議室で開かれ、組合員55人（委任状出席含む）
が出席。平成26年度の事業報告、収支決算、平成27
年度事業計画、収支予算案などの提出議案は全て承
認、可決された。
　26年度の事業報告では、第１に組合諸施設の老朽
化に伴う修繕に着手、第２に平成25年度から着手し
た「定款」の改正と「反社会的勢力ではないことに
関する表明及び確約書」を全組合員64社から取りま
とめたことを成果として報告した。確約書の提出は、
全国卸商業団地協同組合連合会に加盟している組合
の中では初めての締結となった。
　27年度の事業計画は、第１に当組合の５年後、10
年後のあるべき姿の検討、併せて組合保有資産の有
効活用と組合員企業の施設および組合施設の老朽化

に伴う検討を挙げ、第２に組合共同事業の充実と組
合組織の活性化、第３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、組合関係の時代に即
応した諸規約、諸規程等の改定と山梨県流通セン
ターのブランドの確立の検討、第４に組合諸施設の
整備・補修として、下水道移管交渉の早期妥結と街
路灯老朽化に伴う修繕を掲げた。今後組合は、財政
基盤の確立を行い、組合所有の資産から収益を上げ
る構造改革を目指すこととした。
　また役員改選が行われ、加藤晃生監事、羽中田譲
監事が退任。石澤賢二氏、数野雄次氏は理事を退任
し、監事に就任。新たに、前田治基氏（㈱富士メ
ディカルサービス）、丸茂正樹氏（㈱マルモ）が理
事に就任した。

組合保有資産の有効活用
　　 新たなる団地の再整備の検討２７年度
事業計画

あいさつする栗山理事長
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　定例懇談会が２月20日（金）に流通会館大会議
室で開かれ、組合員・準組合員43人が出席した。
今回は、長崎県立清峰高等学校監督時代に選抜高
校野球優勝、準優勝各１回し、現在、山梨学院高
等学校野球部監督　吉田洸二氏を講師にお招きし
て、「部員は自分の鏡」をテーマに講演いただいた。
　吉田氏は「会社でも部活でも自分の目に映る部
員の存在は全て自分だ」、「なぜやる気がないのか、
なぜここで頑張らないのか等と部員に意識が行き
がちだが、なぜ部員がそうなってしまうのか、そ
うなってしまう雰囲気を自分が作り出しているこ
とに気付かなければならない」と指摘した。そし
て、自分が部員だったらどんな監督が良いか、自
分が親だったらどんな先生に預けたいか等、常に
監督でありながら部員の気持ちを分かろうとする
努力をし、実践した結果、自然と部員が辞めなく
なったと語った。
　最後に「技術も練習方法も大差がないにもかか
わらず、甲子園に行くところはだいたいいつも同
じところになる。それは野球ではなく、人を本気

にさせきれる能力がリーダーにあるかどうかだと
思う。人を動かすために一番大切なことは、自分
自身を知ることだ」と結ばれた。

　提案営業力向上研修が平成27年１月24日（土）・25
日（日）の２日間、BE・ナショナルのスタディルー
ムで行われ、団地内企業４社から24人が参加した。
　講師はコミュニケーションアカデミーの河邊議
導先生。研修では、仕事の基本となる会話のポイン
トや提案営業に必要不可欠なSWOT分析、顧客の
ニーズの把握等についてグループワークや個人
ワークを中心に学んだ。実際にSWOT分析を行い、

「強み・弱み・機会・脅威」を改めて書き出すこと

で、きちんと対策ができていなかった問題点にも気
づくきっかけとなり、分析の重要性を再認識するこ
と が で き た よ う だ。 ま た グ ル ー プ ワ ー ク で は
SWOT分析を元に企画書の作成を行い、受講者か
らは実際の営業でもお客様と使っていきたいとの
声を聴くことができた。
　河邊先生がおっしゃっていた営業のポイント「エ
チケットと思いやりの心」を基本に今回学んだこと
を今後の営業活動に活かしていってもらいたい。

企画書の作成に取り組む

「人を本気にさせるリーダーになろう」

　　　　グループワークで実践誓い合う提案営業力
実 践 研 修

　　　　目に映るのは全て自分自身吉 田
監 督

講演する吉田洸二山梨学院高校野球部監督

熱心に研修する参加者たち 意見交換も活発に行われた
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協同組合山梨県流通センター
平成27年度認定職業訓練校開催講座予定一覧表（平成27年７月〜平成28年２月）

NO 講座名 教育内容 期間 開催日 開催時間 教育対象

１
フォークリフト運転技能講座

（前期）

最大荷重１トン以上のフォークリフト運転に必要な運転技能資格
の取得を目指します。この資格を取得することにより、会社の倉
庫や構内のみでの運転が可能となります。（公道を走る場合は「大
型特殊自動車免許」とフォークリフトナンバープレートが必要と
なります。）

土日
４日間

7月25日（土）・26日（日）
8月1日（土）・2日(日）

8：20
～

18：35
必要とする方

２ 初めての3Dモデリング講座

モノづくりの基本知識、３Dプリンタによる造形の基礎知識、３
Dモデリングの基本等を学び、実際に３Dプリンタを使用してモ
ノづくりを行います。マグカップ、小物入れ、ペンスタンド、名
刺ケースの作成を予定しております。

平日
４日間

9月8日（火）・10日（木）
15日（火）・17日（木）

18：00
～

21：00

PCの基本操作
ができる方

３
営業活動の基本と
顧客との関係強化講座

営業の基本を見直し、顧客満足を提供できる営業活動と顧客との
関係を強化することを目的としています。さらに顧客分析を行い、
重点顧客を絞り込み営業効率や受注確率を上げるための手法を学
びます。

土日
２日間

10月3日（土）
～

4日（日）

10：00
～

17：00

新任営業担当者
から

中堅営業担当者

４
新入社員フォローアップ

研修

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月14日（水）
～

15日（木）

9：30
～

16：30
新入社員

５ 社会保険手続き基礎講座

社会保険手続き等に関する基礎知識の修得を目指します。マイナ
ンバー制度についての説明もあります！
可能な限り、皆様の学びたい内容を取り入れた研修にしたいと考
えておりますので、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。

平日
４日間

10月15日（木）
～

11月5日（木）
までの毎週木曜日

18：00
～

21：00

総務担当者
・

必要とする方

６ HTML&CSS入門講座

WEBページ作成の基礎知識、XHTML&CSSスタイルシートによ
るWEBページの作成、画像デザインの基本等について学び、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サイトの作成ポイ
ントをマスターします。

平日
６日間

11月10日（火）・12日（木）
17日（火）・19日（木）
24日（火）・26日（木）

18：00
～

21：00
必要とする方

7
フォークリフト運転技能講座

（後期）

最大荷重１トン以上のフォークリフト運転に必要な運転技能資格
の取得を目指します。この資格を取得することにより、会社の倉
庫や構内のみでの運転が可能となります。（公道を走る場合は「大
型特殊自動車免許」とフォークリフトナンバープレートが必要と
なります。）

土日
４日間

11月21日（土）・22日（日）
28日（土）・29日（日）

8：20
～

18：35
必要とする方

8
提案営業活動の
積極展開講座

自社・自己の営業特性を見極め、売る側の視点ではなく買う側の
視点から営業活動のあり方を振り返ります。また提案における情
報収集の仕方や営業活動を成功させるための展開方法と活動計画
のノウハウを学びます。

土日
２日間

1月23日（土）
～

24日（日）

10：00
～

17：00

新任営業担当者
から

中堅営業担当者

9
記憶力・理解力が向上する

速読術セミナー

本を早く読める『速読術』をマスターすることで、仕事の効率の
向上を図ります。見る能力が向上すると他の理解・記憶という分
野も連携して向上するため、理解力・記憶力が高まります。また
認知症予防にも効果的です。

平日
４日間

1月27日（水）
～

2月17日（水）
までの毎週水曜日

18：00
～

21：00

仕事の効率の
向上を
図りたい方

10
チラシを作ろう！
Illustrator基礎講座

DMチラシWEBなどのデザインの必修ソフト「Illustrator」を使
用し、A４の３つ折りパンフレットを作成しながら、レイアウト
デザインの基本（チラシのデザインやロゴのデザイン、地図の作
成）と作品制作のコツを実践的に学びます。Illustratorの基本操
作から学びますので、初心者の方も大歓迎です。

平日
６日間

2月2日（火）・4日（木）
9日（火）・16日（火）
18日（木）・23日（火）

18：00
～

21：00
必要とする方

11 マネジメントセミナー

企業の大枠、利益の構造、活きた経営学、活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月20日（土）
～

21日（日）

10：00
～

17：00

中堅社員
管理職

※講座会場は流通会館会議室になります。ただしフォークリフト運転技能講座のみ湯村自動車学校で行います。
※上記内容は都合により急遽変更させていただく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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氏　 名 石原　有紗 名執　千絵 由井　愛麗 出月　郁哉 早川　夕希 中沢　美桜
会 社 名 碓井自動車㈱ 甲信商事㈱ ㈱甲府情報システム ㈱甲府情報システム ㈱甲府情報システム ㈱サン宝石
趣 味 音楽鑑賞 映画鑑賞 イラスト 音楽鑑賞 バドミントン 絵を描くこと
　 　 　 読書 ソフトテニス スポーツ観戦 マンガを読むこと

チャレンジし
てみたいこと

どんどん新しいこと
に挑戦する

海外旅行に行くこと 資格取得による
スキルアップ

上位検定資格を
取得したい

オセロゲームなどのプログ
ラムを一人で完成させたい

海外の美術館巡り

氏　 名 橋本　美奈 三森　美優 宮川　真由華 渡部　匡司 佐野　桃子 滝口　貴文
会 社 名 ㈱正直堂 ㈱正直堂 ㈱正直堂 ㈱日医工山梨 ㈱日医工山梨 マコト医科精機㈱
趣 味 スポーツ観戦 ピアノ 音楽鑑賞 サッカー バスケットボール 音楽
　 音楽鑑賞 ゲーム 映画鑑賞 音楽鑑賞

チャレンジし
てみたいこと

海外旅行 新しいことにも進んで
積極的に取り組みたい

仕事を早く覚えること 富士登山 バンジージャンプ 体力づくり

氏　 名 佐野　ゆりあ 清水　力 井上　翔 五十嵐　泰裕 斉藤　亜美 保延　美緒
会 社 名 マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱
趣 味 ジムに行く スポーツ観戦 草野球 お菓子作り パズドラ
　 テニス バレーボール

チャレンジし
てみたいこと

ランニング 趣味を作りたい 体を鍛える 登山 富士山に登る ダイビング

氏　 名 星野　汐里 伊藤　博志 古屋　菜緒 有泉　和樹 宮澤　匠 中村　恵理子
会 社 名 マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱
趣 味 音楽 スタバ スノーボード 映画鑑賞 バドミントン ドライブ
　 読書 温泉 野球観戦

チャレンジし
てみたいこと

ライブにたくさん行く スポーツ 一人旅 資格取得や知識の取得 登山 ウェイクボード

氏　 名 諸貫　裕佑 堀田　牧子 田中　宏和 名取　裕介 照井　麻公子 伊藤　大輝
会 社 名 マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱ ㈱マルモ ㈱マルモ むろい㈱ ㈱渡辺商店
趣 味 サッカー クラシックバレエ カラオケ サッカー サッカー 車
　 スポーツ

チャレンジし
てみたいこと

バンジージャンプ 着物着付け スカイダイビング 一人カラオケ スノーボード 海外旅行

新　入　社　員　紹　介
（11社37人が仲間入り）
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　平成27年度新入社員実践研修が４月７日（火）・
８日（水）の２日間、流通会館大会議室で行われ、
団地内企業７社から14人が参加した。
　講師はコミュニケーションアカデミーの鬼塚啓
介先生。新入社員たちは社会人としての基本意識を
はじめ、身だしなみやお辞儀の仕方等のビジネスマ
ナーやビジネス話法、電話応対や仕事の進め方等を
学んだ。また自己紹介やスピーチ、名刺交換等人前
に出て発表し、実践する機会が多く、受講者たちか
らは、「表現したいことを正確に相手に伝えること
の難しさを実感した」「緊張してしまい、目をしっ

かり見て話すことが難しかった」等の声を聴くこと
ができ、苦戦しながらも熱心に学ぶ様子が見られた。
　社会人になって初めて受ける研修だけに緊張感
もあったが、講師の先生からもお褒めの言葉をいた
だく程、今年度の新入社員たちは元気で、積極的に
研修に臨んでいた。研修終了時には、「長期目標を
決めてコツコツと頑張りたい」「実践的な研修だっ
たため、身体で覚えることができた」「学んだこと
を生かし、努力していきたい」等の声を聴くことが
でき、有意義な研修となった。

　　　　「コツコツ頑張る」と意欲新入社員
研　　修

14人が参加した研修会

14人、熱心に学ぶ

氏　 名 鷹野　恵美 宮下　葉月 長島　巧 望月　宥希
会 社 名 ㈱渡辺商店 ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業
趣 味 登山 美味しい料理を

食べること
スポーツ観戦 フットサル

　 旅行 音楽鑑賞
チャレンジし
てみたいこと

シャワークライミング 中国語をマスター
したい

将来のため貯蓄 車をさわれるよう
になりたい国内旅行

氏　 名 渡辺　光太郎 陳　建平 沈　思維
会 社 名 ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業
趣 味 ボウリング 水泳 旅行
　 サッカー 料理 料理

チャレンジし
てみたいこと

いろんな料理をマス
ターすること

体重をベスト体重
89kg にすること

富士山に登ること
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　弊社は1982年４月株式会社中込電気商会のマイコン部
として創設され、1988年９月に株式会社システムインナ
カゴミとして設立されました。事業内容としてはコン
ピュータ機器、周辺機器、ソフトウェア・書籍、保守・
技術・教育支援、ソフトウェアの開発、データエントリー、
携帯電話等の販売・サービス、インターネット関連事業、
医療・臨床試験支援、太陽光発電システム構築、３Dプ
リンタ販売・サポートなどを手掛けています。
　山梨県内で初めてパーソナルコンピュータの販売を手
掛けた弊社は、NECの特約店として山梨県庁をはじめ多
くの市町村のOA化を行い、山梨大学をはじめとした学
校パソコンの導入でもリーダー的役目を担ってきました。
インターネットの立ち上げに際しては県内でのアクセスポ
イント整備や啓蒙事業など時代の先頭を走り、1992年に
は県内で初めてドコモショップ甲府駅前店を開設し携帯
電話時代の幕開けを先導してきました。
　ソフト開発においても山梨県内で開発された公共図書
館システム（ＬＭＯ）は全国の市町村に導入され、タッ
チパネルを採用した検索システムや、他館と連携した貸
出システムなど日本初の特徴を持った山梨発全国を意識
した先進システムを作ってきました。
　パソコン教育の面では会社設立の時期から、山梨で最
初のパソコン教室を運営し多くの方々にパソコンの基礎
から応用まで勉強できる環境を作ってきました。現在は
失業者対策としての就労支援事業として山梨県より委託
を受けております。
　新しい取り組みとしては「見守りシューズ」の開発と
販売、３Dプリンターの輸入販売、LED蛍光管の輸入販
売を行っています。「見守りシューズ」は高齢者専用の
履きやすい靴に超小型のGPS発信器を埋め込んだもので、

徘徊した高齢者をピンポイントで探し出すことができま
す。３Dプリンタは製造業に革命を起こす商品として米
国で急速に発展しているプリンタで、樹脂を積層して造
形するFDM形式の物や光硬化樹脂をレーザーで照射し
て成型していくものなど多数使って比べられるショー
ルームを本社に併設しておりますので興味のある方は是
非、弊社にお越しください。

　第２回新入社員ウェルカムパーティーが５月29日
（金）にレストラン「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、３社から５人の参
加があった。
　当日は組合がどのような事業を行っているのかを
説明し、組合について理解を深めていただいた。ま
た、他企業の仕事内容や入社して２ヵ月経った新入
社員ならではの悩み等について話は盛り上がり、打

ち解けた雰囲気で交流していただくことができた。

打ち解けた雰囲気で交流
　　パーティーに５人が参加新 入 社 員

Welcome

「見守りシューズ」で高齢者安心

時代の先端走り続ける企業

株式会社システムインナカゴミ紹介組 合 員
準組合員

会社名：株式会社システムインナカゴミ
代表者：中込　裕
住　所：中央市山之神流通団地1-8-2
ＴＥＬ：０５５－２３０－７６１１
ＦＡＸ：０５５－２３０－７６１２
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【沿革】
・昭和28年 甲信食品工業設立。栄養マカロニを製造販売。
・昭和32年 甲信食品㈱設立。本格的に学校給食の販売を開始する。
・昭和43年 甲府市宝二丁目に甲信食糧㈱を設立。
・昭和51年 厨房部門を㈱日新厨房企画（資本金500万円）とし、姉妹会社として設立。
・昭和52年 協同組合山梨県流通センター入居第１号として移転。
・平成６年 花咲食品㈱を㈱花咲と改名し、業務の拡張を計る。
・平成７年 ㈲北海食品、甲府市食品工業団地に新築、移転。㈱にんじん とする。
・平成23年 「知産知消」地域資源を活用した食品の開発に着手。
・平成27年 物流センターオープン。

【事業内容】
・外食用、給食用総合食品食材販売、新規出店アドバイス、メニュー提案

【取引先業種】
・ ホテル、旅館、レストラン、ドライブイン、民宿、研修所、ゴルフ場、スキー場、

結婚式場、食堂、中華飯店、スーパー惣菜、仕出し給食、事業所給食、食材宅配、
医療食品、保育園、病院給食、施設給食、山梨県内小中学校給食センター、他

【取扱商品】
・ 冷凍食品（調理品、水産品、畜肉類、冷凍野菜）、瓶缶詰、乾物、調味料、レ

トルト食品、乳製品、油脂、米、洗剤、健康食品、医療食品、酒類、フルーツ、
有機農産物、和食、洋食、中華専門材料、他

【当社オリジナル開発商品】
・ 温泉ワインうなぎ、甲斐ワインサーモン、甲斐ゆずサーモン、甲府の鳥もつ煮、

浅尾大根の切干、信玄椎茸、鳴沢菜の漬物、身延ゆば
【CSR活動】
・三國シェフを招いての食育活動。
・県内ホテルシェフ達の「キッズシェフやまなし」の開催。
・被災地支援のボランティア活動。
・カンボジアの子供達に楽器提供。

【近況】
・物流センターが５月にオープン。最新装備を導入し電力消費ZEB54％削減。
　１）太陽光発電システム　２）地中熱を利用した冷暖房設備　３）テストキッチン
　４）高効率エアコン　５）他LEDや人感センサー付きライト等

㈱RITZ　オートバイ部品集め制作

　 食材に情報とハートをのせて物流センター ５月にオープン

甲信食糧株式会社紹介組 合 員
準組合員

会社名：甲信食糧株式会社
代表取締役：中込　武文
住　所：中央市山之神流通団地2-1-2
ＴＥＬ：０５５－２７３－４５６１（代）
ＦＡＸ：０５５－２７３－６８０１
ＵＲＬ：http://www.kfood.co.jp
グループ関連会社：株式会社　花咲

　　　エイリアン出現か

㈱RITZ（美容関連商品取り扱う）の玄関先にエイリアンが出現した模様。
メイク目的か!!　危ないので、か弱き乙女は絶対に近寄らないでください!!

出身地　タイ

地熱を利用した低温荷捌き室物流センター（平成２７年５月完成）

温泉ワインうなぎ

甲府の鳥もつ煮

被災地支援のボランティア活動

子供に料理の楽しさを教える
「キッズシェフやまなし」活動
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組合員の異動
組合員名 異動前 異動後

㈱マルモ 社長　丸茂紀彦 社長　丸茂正樹
藤進運輸㈱ 社長　藤原　進 社長　藤原謙一
ＢＥ・ナショナル㈱ 社長　加藤晃生 社長　志村幹男

準組合員の加入
会社名 代表者名 住　所

山梨菅公学生服㈱
（菅公学生服㈱子会社） 社長　尾崎　茂 流通団地２－７－４

㈱アットブレイン 社長　小林幸典 流通団地２－７－３

お知らせ 第16回センターでバザール
日　時　　平成27年９月５日（土）9：00
場　所　　流通会館及びその周辺

（公財）日本電信電話ユーザ協会より、情報通信業務の
優良取扱者として組合職員 田中幸雄氏が表彰されました。

　「手術について何か不安はありませんか？」。こ
の病院に来て何回同じ質問を受けただろう。確か
３〜４回は聞かれたような気がする。今また、手術
室に向かって歩きながら若い看護師が語りかける
ので、私は「別に、特に不安はないよ」と答えて、

「何が不安かと言えば医者の腕が不安なんだけど」
と言いそうになるのを抑えていた。手術室に着くと
手術衣を着た３人の医者と看護師が一人待ってい
て、早速手術台に乗せられやがて全身麻酔でいつ
の間にか意識をなくしていた。
　入院したのは、別に深刻な病気なのではない。
数カ月前、足の付け根あたりに痛みのような違和
感を感じ、そうこうするうちに何やらシコリがある
ことにも気付いて、少し心配になったのでかかりつ
けの医者に行くと、ズボンを下ろされて下腹部から
足の付け根に触られ「これは鼠径ヘルニアだな。
簡単に言えば脱腸だよ」と言う。私は思わず「脱
腸？」と聞き返し「治すにはどうしたらいいんです
か？」と言うと、「手術するしかないね」と、いと
も簡単な答え。という訳で、放ってもおけないので
病院の紹介を受け、この病院に入院したのである。
　「手術は終わりましたよ。大丈夫ですか」の声に
目を覚まして、朦朧としながらも手術が終わったこ
とに気付くと、既に病室に移されていて窓の外は
すでに薄暗い。時計を見ると５時近く、すると４時
間近くも過ぎたことになる。麻酔は切れているのだ
ろうが術後の痛みはほとんどない。その夜の病室
はナースステーション近くの個室で、２時間ごとに
看護師が来て体温を測ったり尿の具合を見たりす
る。若くて可愛らしい看護師だったので悪い気は
しなかったが、翌朝になって、「昨夜は眠れました
か？」と言うので「お陰様で２時間ごとに目が覚め
ていたよ」と答えた。
　その後一般病室に移り、手術が済んでしまえば
暇なものでほかにすることもないから持ち込んだ文
庫本を読んでいると、「傷は痛みませんか？　手術
が終わってもう本を読む人なんていませんよ」など
と世話を焼いてくれる。命に関わりのない入院なん
て気楽なものだが、担当の医者も回診の折「読書
が進んでいるようですね。たまにはこんな入院も良
い静養ですね」ときた。
　そんなわけで術後の経過は順調で予定通り１週
間後には退院となり、世話になった若い看護師か
ら「お元気でいてくださいね。また会いましょう
ね」と言われ、「今度会うときは病院でない方がい
いね」と答え、握手して病院を後にした。
　ところで、今回の手術は某大学病院で多くの失
敗例が出た腹腔鏡手術で行われた。私が入院した
時点ではこのニュースは伝えられていなかったの
で、開腹か腹腔鏡かの選択を求められたとき、よ
く分らないまま術後の負担や痛みも少ないという担
当医の話のままに腹腔鏡の方を選んだのだが、果
たしてそれで良かったのか。いささか不安ではあ
るが今のところ何の悪症状もないのでひとまず安
堵している。

　（M）

◆２月 ３日 正副理事長会議
 ４日 次期役員推薦委員会
 12日 リサイクル一斉清掃
 12日 職業能力開発協会「経験交流プラザ」
 13日 中小企業組合等事務連絡協議会　
 18日 西部会、南部会
 19日 生活改善委員会
 20日 定例懇談会（ 講師　山梨学院高校野球部

監督　吉田洸二氏）
 20日 社員交流会反省会
 20日 西ブロック懇談会
 23〜24日 乳がん検診
 25日 北ブロック懇談会
 25日 ＬｏＭＡの会定例会
 26日 東部会・東ブロック
◆３月 ３日 正副理事長会議
 ３日 次期役員推薦委員会
 ６日 南ブロック懇談会
 10日 商団連事務局長会議
 10日 省エネ設備導入補助金説明会
 12日 生活改善委員会
 12日 リサイクル・一斉清掃日
 17日 労働保険年度更新説明会
 19日 防災対策委員会
 25日 理事会 
 25日 ＬｏＭＡの会定例会
◆４月 ７日 正副理事長会議
 ７〜８日 新入社員訓練
 ９日 生活改善委員会
 13日 リサイクル・一斉清掃日
 13日 認定職業訓練説明会
 17日 北ブロック懇談会
 21日 厚生年金基金説明会
 23日 ＬｏＭＡの会定例会
 24日 研修・厚生委員会
◆５月 ８日 正副理事長会議
 ８日 組合会計監査
 12日 八戸卸電算センター来局
 12日 リサイクル・一斉清掃日
 13日 生活改善委員会
 14日 理事会
 25日 中央市商工会総代会
 25日 ＬｏＭＡの会定例会
 28日 組合通常総会
 29日 新入社員ウエルカムパーティ

「事務局日誌」　〜２月〜５月の主な会議等〜

かいがね


