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　協同組合山梨県流通センターの第47回通常総会は、
５月30日（木）流通会館大会議室で開かれ、組合員
55人（委任状出席を含む）が出席。2018年度事業
報告、収支決算、2019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。
　今回は役員改選年度にあたり、栗山理事長が再任
され、第６期栗山体制がスタートした。栗山理事長は、

「平成から令和に元号が変わり、新しい元号の最初

の総会であり、リフレッシュな気持ちで、臨ませて
いただきたいと思っている。私共のこれからの２年
間は、『次の世代のバトンタッチ』と理解をしている。
次の世代に何を残せるのか、何を図らなければなら
ないのか、新たな流通センターの発展のためにこの
２年間一生懸命理事一同頑張らせていただきますの
で、皆様のご協力とご理解を賜りたいと思う。」と
あいさつした。

栗山直樹理事長を再任する
　　  2019年度事業計画など可決第47回

総 会

▲ あいさつする栗山直樹理事長

役 職 名 氏　名 会　社　名
理 事 長 栗　山　直　樹 ㈱栗山商店
副理事長 細　田　　　俊 ㈱文祥堂オフィスファシリティーズ
同 髙野　孫左ヱ門 ㈱吉字屋本店
同 中　込　　　裕 ㈱システムインナカゴミ
同 中　込　武　文 甲信食糧㈱

専務理事 深　沢　博　生 ㈱山梨県流通センター
理 事 保　坂　吉　彦 中央物産㈱
同 浅　原　正　樹 ㈱甲府情報システム
同 網　倉　利　廣 CIH㈱
同 井　上　雅　博 ㈱アドヴォネクスト
同 小　林　愛　直 ㈱丸栄
同 碓　井　理　文 碓井自動車㈱
同 前　田　治　基 ㈱富士メディカルサービス
同 丸　茂　正　樹 ㈱マルモ

監 事 石　澤　賢　二 ㈱イシザワ
同 数　野　雄　次 ㈱エスケーツー

※敬称略

１．新たなる団地の再整備
　未来検討特別委員会の協議において、旧新峰建物取り壊
し後の活用については、専門的・客観的な立場から検討す
ることが必要であり、今後、コンサルタントに依頼してど
のような建物を建てるのが良いか趣旨選択を模索していく。

２．収益力の強化と財務基盤の充実
　組合の債務の圧縮は順調に進んでおり、新規の設備資金
を除き、借入金を完済できる見通しとなった。

３．組合組織の活性化推進
　従来行ってきた事業・行事に加え、組合員・準組合員に
向けて、団地内の防災訓練の実施方法、防災機器の点検方
法等を検討し、災害に備える必要があるため、組合初の総
合防災訓練を実施した。

2018年度主要事業報告 2019年度重点事業

重点１．新たなる団地の再整備事業の充実
　①組合保有財産の有効活用の検討

重点２．組合共同事業の充実と組合組織の活性化
　①収益力の強化、財務の充実
　②組合員企業および従業員の交流促進

重点３．企業活動における県内最適地としての価値を高める
　①クラウドサービスを利用したデータバックアップの推進
　②組合創立50周年記念事業実行委員会の設立

重点４．組合諸施設および組合員施設の整備・補修
　①組合諸施設の老朽化に伴う修繕計画の立案・実施
　②組合員施設の老朽化に伴う建築相談窓口の利用推進
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ビジネスマナーみっちり研修

悩みも喜びも共に語り合う

見事５人が合格する

　　　  「仕事に役立てます」と誓い合う

　　　　  ６社から11人が参加、盛り上がる

　　　　　  11月にも再挑戦のチャンス

　新入社員研修が、2019年４月11日（木）・12日（金）
の両日、流通会館会議室で開かれ、団地内企業８社か
ら16人が参加した。
　開講式で栗山理事長は、日本経済新聞の記事を引用
し「若い人たちに、まず取り組んで貰いたいことは、
好奇心をもつこと。そのうえ１つの事を追求する、
あらゆる知識を実践で応用し、どのような職業でも、
その道のプロになる事が大切だ。物事はマニュアル通
りには行かない。自ら考え、周囲の知恵を借り、悪戦
苦闘して、解決策を見つけて、各自の会社で一生懸命
に頑張って貰いたい。」と呼びかけた。
　研修の講師はコミュニケーション・アカデミーの鬼
塚啓介先生。新入社員たちは身だしなみやお辞儀の
仕方、電話応対などのビジネスマナーをはじめ、「報
連相」などの職場のコミュニケーションについて学んだ。

スピーチやグループワーク中心の実践的な研修に、
受講者からは「これから先仕事をしていくうえで、
必要となる知識ばかりで勉強になった」「今まで当たり
前だと思っていても、できていなかったところを改め
て認識することができた」などの声を聴くことができ、
有意義な研修となった。

　第５回新入社員ウェルカムパーティーが2019年
４月12日（金）に焼肉ぼくりで開かれ、６社から11人の
参加があった。参加者たちは、組合が行っている事業
についての理解と懇親を深め合った。
　研修や新入社員ならではの悩みについて話は盛り上
がり、企業の垣根を越えた交流ができ、有意義な会と
なった

　フォークリフト運転技能講習が2019年６月１日、２日、
８日、９日の４日間、湯村自動車学校で開かれ、３社
から５人が参加した。
　参加者は真剣な表情で講座に取り組み、見事５人
全員合格をすることができた。
　11月にも講習会を予定しているので、この機会に
是非とも受講いただきたい。

新 入 社 員

新入社員ウェルカム
パ ー テ ィ ー

フ ォ ー ク リ フ ト
運 転 技 能 講 習
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新　入　社　員　紹　介
（10社19人が仲間入り）

氏 　 名 深澤　拓海 栗原　麻有 吉澤　祐弥 上條　大智 功刀　唯太
会 社 名 甲信商事㈱ ㈱甲府情報システム ㈱甲府情報システム ㈱システムインナカゴミ ㈱正直堂
趣　 味 ドライブ 読書 ドライブ テニス 運動

旅行 音楽鑑賞
好きな言葉 好きこそ物の上手なれ 十人十色 やらないで後悔より

やって後悔
みんなちがって
みんないい ありがとう

氏 　 名 内藤　亜茉音 樋口　佳樹 山崎　孝輔 岡部　美玖 髙野　雄介
会 社 名 ㈱正直堂 ㈱正直堂 ㈱スズケン ㈱日医工山梨 ㈱日医工山梨
趣　 味 DANCE 運動 バレーボール お買い物 スポーツ観戦

グルメ
好きな言葉 楽しい 楽して生きたい！ 継続は力なり LOVE＆ PEACE 柔よく剛を制す

氏 　 名 近藤　大聖 飯島　純 若尾　さやか 石部　菜々 小野　涼樹
会 社 名 ㈱マルモ むろい㈱ ㈱渡辺商店 ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業
趣 　 味 陸上 旅行 読書 音楽を聴くこと ドライブ

好きな言葉 笑顔 努力 生まれたことが
チャンスの始まり 初心忘れるべからず

氏 　 名 志村　奨 手塚　南波 東條　太陽 山城　勇人
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 ㈱羽中田自動車工業
趣 　 味 スポーツ観戦 スポーツをすること 映画鑑賞 釣り

体を動かすこと ペット（猫）と遊ぶ カラオケ
好きな言葉 ありがとう 有言実行 感謝 日々成長
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NO 講座名 教育内容 期間 開催日 開催時間 開催場所 教育対象

1 Office講座
　Wordでビジネス文書を作成し、Excelで顧客データ
を管理し、PowerPointで発表用資料を作成し、
Outlookでメール活用など、日々のビジネスシーンに
おいて欠かせないスキルを学習します。

平日
4日間

7月
10日（水）
12日（金）
17日（水）
19日（金）

18：30
～

21：30

システム
インナカゴミ
パソコン
スクール

これからパソコン
スキルを身に着け

たい方

2 営業力強化セミナー
　営業職の初心者を対象に、顧客の「ホンネ」を聴きだ
し、お互いが「win＝win」の関係を構築するために
必要な知識・スキル・ノウハウを取得するためのセミナー
です。

土曜日
2日間

7月
20日（土）
27日（土）

10：00
～

17：00
流通会館 新入社員

営業職の方

3
Excelビジネス活用
関数テクニック講座

　Excel基本機能をマスターされている方を対象に、
知っていると業務効率が抜群に上がる関数を厳選して
学習します。

平日
4日間

9月
17日（火）
19日（木）
24日（火）
26日（木）

18：30
～

21：30

システム
インナカゴミ
パソコン
スクール

Excel基本操作が
できる方

4 指導力強化セミナー
　「望ましい職場風土づくり」と「いきいきと働く部下
（後輩）づくり」のためにコーチングの理論を学習し、
必要なスキルをみにつけるためのセミナーです。

土曜日
2日間

9月
21日（土）
28日（土）

10：00
～

17：00
流通会館 経営者

管理職

5
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
3日（木）
4日（金）

8：30
～

16：30
流通会館 新入社員

6 社会保険実務講座
　基礎からわかる社会保険の実務・複雑で多くの知識を
必要とする社会保険・労働保険の仕組みと手続きについて
学びます。

平日
4日間

10月
10日（木）
17日（木）
24日（木）
31日（木）

18：00
～

21：00
流通会館 必要な方

7 Word基礎講座
　Wordの画面説明、基本操作、文章入力を行うための
便利な機能を学習します。ビジネス文書の作成や、表・
グラフィックスの挿入方法を学び、見栄えの良い文章を
作成します。

平日
4日間

10月
16日（水）
21日（月）
23日（水）
28日（月）

18：30
～

21：30

システム
インナカゴミ
パソコン
スクール

これからパソコン
スキルを身に着け

たい方

8 PowerPoint講座
　スライドの作成などの基本的な操作から、スマート
アートの追加、グラフや表の挿入、スライドショーの
設定、資料の印刷まで、プレゼンテーションを作成する
方法を学習します。

平日
4日間

11月
 8 日（金）
12日（火）
15日（金）
19日（火）

18：30
～

21：30

システム
インナカゴミ
パソコン
スクール

これからパソコン
スキルを身に着け

たい方

9 中堅社員研修
　企業の組織力を高めるために、自らの立場と役割を
理解し、組織からの期待に応えられるように行動できる
中堅社員を育成します。必要な能力の現状把握をし、
主体的な仕事の進め方や役割発揮の意識付け等を行います。

平日
4日間

11月
13日（水）
14日（木）
20日（水）
21日（木）

18：00
～

21：00
流通会館 入社3～4年目の方

10
フォークリフト
運転技能講習会（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。

土日
4日間

11月
16日（土）
17日（日）
23日（土）
24日（日）

8：00
～

18：00
湯村自動車
学校 必要な方

11 Access講座

　Accessの構造や機能などデーターベースを構築する
ための基礎を学習します。基本オブジェクト（テーブル、
クエリ、フォーム、レポート）の使い方をマスターして、
Accessというデータベースソフトの仕組みを理解でき
ます。

平日
4日間

1月
14日（火）
16日（木）
21日（火）
23日（木）

18：30
～

21：30

システム
インナカゴミ
パソコン
スクール

Accessの基本操作
から学びたい方

12 会社経理実務講座 　実務のコツ・ポイント・判断知識を学び、経理の日常
処理から月次決算まで習得します。

平日
4日間

1月
15日（水）
17日（金）
22日（水）
24日（金）

18：00
～

21：00
流通会館 必要な方

13 ホームページビルダー
　はじめてホームページ・ビルダーをお使いになる方を
対象にホームページの作成からインターネットに公開ま
での方法、スタイルシートを使ってwebサイト内のデザ
インを効率よく設定する方法などを学習します。

平日
4日間

2月
10日（月）
13日（木）
17日（月）
20日（木）

18：30
～

21：30

システム
インナカゴミ
パソコン
スクール

ホームページを作
成したい方
必要な方

14 マネジメントセミナー
　企業のミニチュアを使用し、参加者一人一人が会社の
社長になって仕入・製造から販売、決算までを行います。
講師は株式会社アドヴォネクスト　井上雅博氏。

土日
2日間

2月
22日（土）
23日（日）

10：00
～

17：00
流通会館

中堅社員
管理者

必要とする方

※協同組合山梨県流通センター内従業員に限らず受講できます。（※別途参加料が掛かります。）
※受講料金の中小企業対象者とは、中小企業主に雇用され、かつ雇用保険に加入されている方になります。
　大企業対象者とは大企業雇用主に雇用されている方、または雇用保険に加入されていない方になりますのでご注意ください。
※日程・訓練時間等は組合行事及び講師都合により急遽変更になる場合がありますので、ご了承お願いいたします。
※講座申込人数により、講座が中止になる場合がありますので予めご了承をお願いいたします。

お問い合わせ・申込みは事務局までお願いいたします。
事務局TEL　055-273-4711　FAX　055-273-4713

2019年度　協同組合山梨県流通センター認定職業訓練校開催講座予定表
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　平成31年２月11日、おかげさまで、この郷土山梨を見つめて創業117周年を迎えることが出来ました。
弊社は、甲斐の国－山梨県内一円を中心に、 オフィス機器（机・椅子・キャビネット、ファイリングシステム、
パソコン、コーピー機、印刷機等）から事務用文房具（ボールペン、コピー用紙など）、更には、事務所のレイ
アウトまでを手がける事務用機器の総合商社です。 
　お客様と接する中で培ったノウハウを基に、新たな顧客価値の提供に向けた新規事業の創出にも積極的に取
り組んでいきたいと考え、結果として社会貢献に繋がると確信しています。
　お客様のニーズや高度情報化社会における時代の流れをいち早く察知し、お客様の期待に応えるべく、より
よき事務用機器を取り揃え、今後ともお客様にご満足していただける【人が中心のニューオフィスづくり】の
為に、精進してまいります。 お困りごとなど、ぜひ弊社へのご用命をいただけますようお願い申し上げます。
 代表取締役社長　宮城　隆

【沿革】
明治35年　　 創始者の宮城寅三が甲府市八日町にて鋳造ゴム印の製

造により、「ゴム印元祖正直堂」として開業 
大正～昭和　タイプライター、計算機、レジスター 
昭和27年　　法人組織とし、「有限会社　正直堂」となる 
昭和45年　　富士吉田店を開設 
昭和51年　　資本金を3,200万円に増資 
昭和52年　　山梨県流通センター（山梨県中央市）に拠点を開設 
昭和61年　　甲府中央店新築（現本社） 
昭和63年　　富士吉田店新築移転
平成元年　　田富流通団地店改装 
平成21年　　甲斐市営業所、富士河口湖営業所、笛吹市営業所開設 
平成28年　　都留営業所を開設
平成30年　　ワークスタジオ・レアーレを開設

◇主要仕入先◇ 
●キヤノンマーケティングジャパン株式会社●株式会社文祥堂
●コニカミノルタジャパン株式会社●理想科学工業株式会社●株式
会社オカムラ●愛知株式会社●株式会社イトーキ●京セラミタ株式
会社●ビルコン株式会社●株式会社明光商会●セイコーエプソン
株式会社●株式会社ライオン事務機　等

◆営 業 内 容◆ 
主要取扱品　 オフィス家具・学校用家具・金庫・倉庫用スチール

棚・電動式スチール棚・内装仕上工事・建具工事の請
負・複合機・ファクシミリ・印刷機・ＰＯＳレジ・タ
イムレコーダー・ＰＣ・ＰＣ関連機器・事務用文具

販　売　先　 民間企業・官公庁・金融機関・大学・小学校・中学
校・高校・ＪＡ関係・病院・各種団体 その他山梨県下
一円 

企業紹介　㈱正直堂

新築・リニューアルのご提案

オフィス空間

商　　号　　株式会社正直堂 
創　　立　　1902年（明治35年)２月11日 
資 本 金　　3,200万円 
代 表 者　　代表取締役社長　宮城　隆 
従業員数　　59名
本　　社　　山梨県甲府市中央２丁目12-15  
団地住所　　山梨県中央市山之神流通団地1-4-3
電　　話　　055-273-3883
F   A   X　　055-273-3889

◀ 平成30年９月【魅せるオフィス】
　 ワークスタジオ・レアーレ完成！

※ワークスタイルにより求められるオフィス空間は異なります。
　個々のスタイルに合わせたオフィス空間をご提案させていただきます。
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企業紹介　国土防災技術㈱

県産白ワインを堪能
　　　　  勝沼醸造で試飲会

　日本は、毎年のように大小さまざまな災害に見
舞われ、今後も局所的頻発化や大規模化の傾向は
強まっており、その復旧対策が求められています。
　弊社は、会社が発足した昭和41年当時からこれら
の社会ニーズに応えるべく、災害地への現地調査や
モニタリング、試験・解析・計画、復旧対策工の設計
はもとよりそれらの技術に関する研究・開発を行い、
再び災害に見舞われることのない社会基盤形成に
向けての環境整備に関わってまいりました。研さんを
積んだ技術を有する技術者による全国ネットワーク
を組織し、コンサルティング、工事・施工管理、研究
開発の３つの技術で事業展開を図っております。
「コンサルティング」
　安全・安心な社会基盤形成に向けた国土保全整備、
豊かな自然環境と社会生活構築に向けた地球環境
保全をはじめ、国内外の幅広い分野でお客様の課題
に真摯に耳をかたむけ、的確な技術サービスを提供

致します。
「工事・施工管理」
　自然斜面で発生する地すべり、崩壊、落石等を的確な
施工技術をもって抑止することで、安全で安心して
暮らせる国土づくりに寄与致します。
「研究開発」
　長年培ってきた経験や技術を一歩高いレベルに
引き上げ、お客様のニーズに的確にお応えするために、
緑化関連技術、空間情報技術、地理情報技術や土質
試験技術における技術改良、解析技術向上、高精度
の試験機開発等、新たな技術開発を行っています。
　主にコンサルティング、工事・施工管理の部門を
担当しており、豪雨・台風等をはじめとする災害から
生活基盤に関わる山腹・渓流、道路等を保全、復旧、
整備を行うことで皆様に貢献できるよう日々努めて
おります。

　2019年３月19日（火）西ブロック懇談会は、ワイン
の勉強会と、ワイン料理の夕べを勝沼醸造㈱の本社
と直営レストランで開き、会員等11人が参加した。
　まず本社では有賀雄二社長から同社の歴史とワイン
造りへのこだわりについての熱い心持ちをお聴きし
たあと、自慢のワインを試飲した。同社では、甲州
ぶどうを活用してのワイン造りに力を入れており、
７割が白ワインとなっているとのこと。試飲会では、
白を中心に５～６種類のワインが出され、参加者た
ちは、じっくり味わった。
　試飲後は、近くにある同社直営のレストランテ

「風」に場所を移し、有賀社長から、同じワインで

もグラスによっても味
が全然違うという説明
を受け、グラスを変え
て飲み比べて感動した
り、フランス料理に舌
鼓を打ったりして、参
加者たちは有賀社長お
勧めのワインを堪能した。
　有賀社長からは「ワインは和食にも合うので、多く
の県民にもっと飲んで欲しい」というメッセージも
あり、皆思い思いに楽しい「ワインの夕べ」を過ご
した。

西ブロック
懇 談 会

植物活性剤フジミン

▲ 林道災害復旧工事 ▲ 防災教育教材EVAG

UAVによる施設点検作業

会 社 名　　国土防災技術株式会社
代 表 者　　辻　裕
団地住所　　山梨県中央市山之神流通団地2-7-6
電　　話　　055-244-5171
F   A   X　　055-244-5172
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リコー環境事業開発センター見学

BCPの取り組み学ぶ

　　　　  参加者「気づき」を得て帰る

　　　　  松江流通センターで研修

　2019年3月26日（火）東ブロック懇談会メンバー
12人は、御殿場にある「リコー環境事業開発セン
ター」を見学した。これは、東ブロック懇談会の
会員にリコージャパン㈱山梨支社（鈴木　淳支社長）
が加入していることもあり、最近、環境問題が一段
と大きく取り上げられているため、今年度の当番
幹事がテレビなどで話題となっている同センターを
是非見学したいと山梨支社にお願いし、実現した。
　「リコー環境事業開発センターは、1985年にコピー
機やプリンターの生産拠点・御殿場事業所として設
立し、一旦事業休止後に、2016年４月に「環境関連
事業を創出する拠点」として生まれ変わり、コピー
機のリユース・リサイクルはもちろんのこと、脱炭
素社会の実現に向けたエネルギーの創出や省エネシ
ステムの開発及び未来の環境コミュニケーションの
拠点として、実証実験を繰り返し行い、情報発信し

ている。
　参加者は、担当者か
ら同センターについて
のレクチャーを受けた
後、未来棟、環境棟、
木質バイオマスエネル
ギープラントを、順次
回り、説明を受けたあと、箱根で昼食会を開き、
無事、帰途に着いた。
　東ブロックの場合では、丸１日使っての行事は
初めてであり、幹事は今回のテーマを「気づき」
として、外の空気を吸うことを目的としたもので、
参加者はそれぞれに何らかの「気づき」を感じたよ
うである。

　当組合の理事・役員・事務局（８人）は、2019年
６月６日～８日の日程で島根県松江市の協同組合松
江流通センターを視察・研修した。松江流通セン
ターの伊原正人理事長、伊藤浩専務理事に対応をし
ていただいた。
　同センターは、全国の卸団地の中では1991年６月
に設立した比較的新しい卸団地。団地の総面積は16
万㎡であるが、組合員数は27社、１社の平均面積は
約6000㎡と大きい企業が多い。
　共同事業は、教育・研修事業、福利厚生事業、組
合会議室貸出業務、駐車場運営、印紙切手販売の購
買事業、金融事業等である。全国の卸商業団地の中
で、いち早くセコムと提携して組合BCPマニュアル
を作成した先駆的な卸団地で、組合員自体のBCP
対応・マニュアル作成の支援もしている。
　そのほか、地域貢献として組合員は、松江市へ災
害時に商品提供を通じて協力する災害協定を締結し、
防災訓練も実施している。組合員と組合の連絡手段
は『ラインアーツ』の利用を検討している。
　組合青年部の活動も活発に行われ14人が加入して
おり、組合の福利厚生事業、親睦事業ボウリング大
会等の企画・運営を青年部が担っている。また近隣
の卸団地の鳥取、米子、松江の４団地青年部とは交

流会を通して情報交換し合っている。
　当組合でも安全・安心な企業立地を目指しBCP対策
について取り組みを行っており、松江流通センター
のBCPの取組み、その他さまざまな事業についての
話をお聞きすることができ、大変有意義な視察と
なった。

東ブロック

当センター
役 職 員

▲ 松江流通センター組合会館前

◀ ご挨拶をされる
　 伊原正人 理事長
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　初めて歯医者に行ったのはいつのことだった
ろうか。
　思い起こせば、確か小学校高学年の頃で、夏
休み前の歯科検診で左の奥歯を治療するように
との指示を受けて、夏休み中、週１、２回ぐら
いの頻度で近所の歯科医院に通った。
　結局、左の奥歯だけでなく他の歯も治療して、
夏休みが終わるころ年配の医者から「今日で終
わりだよ。よく通ったね」と褒められたのを覚
えている。
　その後は大人になってから親知らずの治療な
どで何度か歯医者に行くことがあった。それは
いずれも歯痛のためだったのだが、何年か前、
テレビで「歯の健康診断」が大切であることを
知って、最寄りの駅の近くに開院した歯科医院
を訪れた。
　半年に一度ぐらいの健康診断を勧められ、実
はその時からその歯科医院に行くのが楽しみに
なった。軽薄のそしりは免れまいが、実は私を
診てくれる歯科衛生士がとっても美人に見える
のだ。年甲斐もないと言われればそれも敢えて
否定しないが、まばたきもせず見つめられて、
目が合うのも恥ずかしい気がして、思わず視線
を逸らせたり目をつむったりするのだ。と言う
訳で、当然ながら治療・検査中は例のジージー
する器具で歯垢を削ったりするので多少は痛み
もあるのだが、そんなことは余り気にならず、
半ば夢見心地のような時間はそれこそアッとい
う間に過ぎて、終りを告げられて現実に戻り診
察台から立ち上がると「お大事にしてください
ネ」と言われて、心残りを引きずる気分なのだ
が、それに私の知る限りでは治療の最後は「お
大事に」が一般的で「してくださいネ」はない
のが普通で、そのことにも親しみを感じられて、
いい気分にしてくれるのである。
　いやはや、年寄りの妄言憚るを知らずと言わ
れそうで大いに反省もあるが、こんな些細なこ
とも生活の彩りになるのだと慰める一方で、自
らの浮薄を自嘲する気分にもなるのである。
　それにしても、いつの日かマスクを取った彼
女の素顔を見たいと願うのだが…。

（M）

かいがね

　◆３月 ５日　　　正副理事長会議
 ７日　　　次期役員推薦委員会
 ８日　　　南ブロック懇談会
 12日　　　リサイクル・一斉清掃日
 15日　　　理事会
 15日　　　ＬｏＭＡの会定例会
 19日　　　西ブロック懇談会「ワイン試飲会」
 26日　　　 東ブロック懇談会「リコー環境事業

開発センター見学会」
　
　◆４月 ２日　　　正副理事長会議
 11～12日　新入社員訓練
 12日　　　リサイクル・一斉清掃日
 12日　　　新入社員ウエルカムパーティー
 15日　　　北ブロック懇談会
 19日　　　ＬｏＭＡの会総会
 22日　　　研修・厚生委員会
 23日　　　未来検討特別委員会

　◆５月 ９日　　　50周年記念事業特別委員会
 10日　　　北ブロック懇談会
 12日　　　南ブロックゴルフコンペ
 13日　　　リサイクル・一斉清掃日
 14日　　　正副理事長会議
 16日　　　組合会計監査
 17日　　　理事会
 21日　　　ＬｏＭＡの会定例会
 30日　　　組合通常総会

　◆６月 １～２日　フォークリフト運転技能講習
 ４日　　　正副理事長会議
 ６～８日　 理事・役員視察研修会「松江流通セ

ンター」
 ８～９日　フォークリフト運転技能講習
 11日　　　ボウリング大会予選「東B」
 12日　　　リサイクル・一斉清掃日
 14日　　　理事会
 14日　　　ボウリング大会予選「西・南B」
 22日　　　東京ディズニーランドバスツアー
 25日　　　ボウリング大会予選「北B１」
 26日　　　ボウリング大会予選「北B２」

「事務局日誌」　〜３、４、５、６月の主な会議等〜

組合員変更事項
組合員名 変更前 変更後

カネコ種苗㈱
甲府支店 支店長　狩野安昭 支店長　吉田泰久

組合員・準組合員の脱退
脱退企業名 組合員・準組合員別 住　所

菅公学生服㈱ 組合員 流通団地2-7-4

山梨菅公学生服㈱ 準組合員 流通団地2-7-4

愛知時計電機㈱ 準組合員 流通団地2-5-2


