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広いセンター　豊かな物流

　第41回通常総会は、５月24日（金）流通会館２階
大会議室で開かれ、組合員50人（委任状出席を含む）
山梨県、中央市などからの来賓10人が出席。平成24
年度事業報告、収支決算及び平成25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。
24年度の事業報告では、第１に借入金の圧縮が順調
に進んだことによる財務基盤の充実、第２に防犯監
視カメラの設置、災害緊急時に備えるガソリンの備
蓄など安心安全な組合の実現、第３に組合組織の活
性化への取り組みなどを成果として発表した。
　25年度事業計画は、第１に24年度に引き続き組合
財務基盤の充実を図るため、経費節減による収益力
の強化を図る、第２に組合の諸規約の見直し・整備、
第３により価値の高い組合事業を創造、第４に組合
諸施設の整備・補修に対応することを掲げた。今後、
組合は、創立以来40年を通じて築き上げた安定した
組合秩序と組織を維持しながら、時代に即応した発

展を目指すこととした。
　また役員改選が行われ、加藤晃生氏は常務理事を
退任し、監事に就任。渡辺昇理事、丸茂紀彦監事は
退任。新たに碓井理文氏（碓井自動車（株））が理
事に就任した。
　栗山理事長のあいさつのあと、来賓のあいさつに
移り、山梨県知事代理矢島産業労働部長、田中中央

これからの10年更なる発展に向けて
　　  経費節減、収益力の強化を第４１回
通常総会

総会風景

あいさつする栗山理事長
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市長、内藤山梨県中小企業団体中央会会長からそれ
ぞれご祝辞を頂戴した。
　総会の後は、昼食を兼ねた懇親会に入り、小俣商
工中金甲府支店長に乾杯の音頭をとっていただき、
景気の上昇と組合の発展を祈念し合った。

北ブロックに建つ中央物産本社ビル

　弊社は昭和22年４月甲府市で、山梨交易（株）とし
て創業いたしました。
　昭和25年５月、中央物産（株）に商号変更、当時はゴ
ム履物以外に肥料、セメントも扱っていましたが、各
部門を分離独立させるため49年一旦解散。
　昭和49年６月　新たに中央物産（株）を設立、ゴム
履物部門のみ継承し、昭和55年２月に流通団地に移
転、現在に至っております。
【当社の特色】
　シューズの情報とロジスティック、物流を通じ、
シューズ業界の真のチャネルリーダーを目指し、東
京、神奈川の首都圏はもちろん、静岡、名古屋を販売
エリアとする広域シューズ企画卸業です。
・従来の卸売業
　アキレス（株）や広島化成（株）といったメーカーの
代理店として、（株）オギノ、ユニー（株）、（株）サミッ
トなどの大型量販店、靴専門店、チェーン店に卸して
います。
　主なブランド…�スポルディング、瞬足、ダンロップ、

ゴールデンベア、パンジー　等
・自社企画商品
　ファッションは時代、お客様のニーズと共に際限
なく変化しています。
　シューズを通して楽しくステキなファッションラ
イフを提案するべく、自社企画、海外生産のオリジナ
ルブランドにも力を入れています。
　主な販売先…�（株）しまむら、（株）パレモ、三井物産

インターファッション（株）　等

シューズ業界の真のチャネルリーダーを目指す
中央物産株式会社紹介組 合 員

準組合員

会社名：中央物産株式会社
代表者：保坂　吉彦
住　所：中央市山之神流通団地２－４－１
ＴＥＬ：０５５－２７３－６２２１
ＦＡＸ：０５５－２７３－６２１８

弊社ブランド

オリジナル企画商品

　弊社では資本と経営を同じくする完全社員持株制度をと
り、“日に新たなり”をモットーに、人にやさしく環境にやさ
しい高感度商品を通して地域、社会に貢献してまいります。

知事代理で祝辞を述べる矢島産業労働部長

祝辞を述べる内藤県中小企業団体中央会会長祝辞を述べる田中中央市長
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　組合青年部『LoMAの会』（会長　井上雅博氏）は
平成25年５月11日、京都で320年間継承されてきた
お麩屋『半兵衛麩』を訪問し、11代目当主　玉置半
兵衛（本名　玉置辰治）氏にその先祖代々伝わる経
営哲学について学んだ。
　半兵衛麩の経営哲学の基本姿勢は、家訓である

「先義後利（せんぎこうり）＝義を先にして利を後
とする者は栄える」という教えを継承されてきたこ
とであった。
　「義」とは、正しい人の道のこと、「利」とは人の
強欲のことを指す。金銭欲や出世欲によって商いを
すると、「人をだましてまで儲けよう」という間違っ
た道に進み、破滅してしまう。そうではなく人様の
お役に立つ商売をし、それによって得た利益を世の
中のために使う。それが正しい商いの道ということ。
　半兵衛麩に先祖代々伝わるさまざまな教えは、江
戸時代３代目当主が商人哲学、石田梅岩の石門心学
について学んだことにより、それが現在の11代目当
主まで守り続けられてきたことにある。石田梅岩の
教えは、松下幸之助や稲盛和夫などにも影響を与え
たとされ、多くの経営者が関心を高めているという。
　会員は、玉置氏からそれ以外にもさまざまな教え

を聴くことができた。その中でも印象に残ったのは、
事業継承について「財を残すは下、事業を残すは中、
人を育てるは上。しかし財なくば事業は続かず、事
業なかずんば人育たず、利益を上げられない者は商
人にあらず」という言葉であり、講話会終了後も会
員間でさまざまな意見が議論された。会員たちも二
代目、三代目経営者として、会社を継承していくこ
とを考える機会となり、大変有意義な講話会となっ
た。

『先義後利』に実践・継承学ぶ
　　　 　半兵衛麩の力をいただくLoMAの会
京 都 研 修

　　　米軍基地への複雑な思いも知る西ブロック
懇 談 会

沖縄の自然、料理満喫

　西ブロック懇談会は平成25年５月10日（金）〜12
日（日）の３日間沖縄視察研修会を行った。
　時折小雨が降り生憎の天候ではあったが、沖縄の
中部・南部の史跡や観光施設を巡り、参加者は琉球
王朝時代の建造物や自然の動植物、マリンブルーの
海の景観などをそれぞれの思いで堪能した。
　今回、ジャンボタクシーを利用して移動したこと
から、運転手に沖縄の人々の米軍基地に対する複雑
な気持ちを聞くことができた。驚いたのは、高速道
路通行中に「流れ弾に注意」との標識があったこと、
改めて沖縄の人々の苦労が忍ばれた。
　参加者の胃袋を満たしたのは、沖縄そば、足てび
ち、海葡萄、ステーキなど沖縄独特の料理であり、
疲れを癒したのはビールと「泡盛」で、３日間の行
程を参加者全員が足取りも軽く行動することができ
た。

　また、今回ジャンボタクシーでの移動だったので、
車内でも終始和やかな雰囲気で会話も弾み、大いに
親睦が図られた視察研修会であった。
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氏　 名 玉置　英也 石原　飛鳥 雨宮　果南 金丸　彩香 星野　美沙 栗原　　想
会 社 名 甲信国分㈱ 甲信食糧㈱ 甲信食糧㈱ ㈱正直堂 ㈱正直堂 ㈱正直堂
血 液 型 A型 O型 A型 A型 O型 A型
星　 座 ふたご座 さそり座 おうし座 いて座 いて座 やぎ座
趣　 味 バドミントン スノーボード 映画鑑賞 バドミントン 音楽鑑賞 ドライブ

スノーボード 釣り 音楽鑑賞

氏　 名 菅原　祐治 川口　祐貴 森田　　大 保坂　達哉 依田　勇樹 柳川　大樹
会 社 名 ㈱正直堂 ㈱正直堂 ㈱正直堂 ㈱渡辺商店 ㈱渡辺商店 ㈱渡辺商店
血 液 型 O型 A型 O型 AB型 A型 A型
星　 座 しし座 さそり座 うお座 しし座 てんびん座 さそり座
趣　 味 映画鑑賞 囲碁 スポーツ観戦 車 サッカー観戦 バレーボール

将棋 料理 音楽 酒

氏　 名 山田　幸栄 坂本　麻由子 岸田　芽衣 金丸　桃子 宮下　美 雨宮　紗希
会 社 名 ㈱サン宝石 ㈱サン宝石 ㈱サン宝石 ㈱サン宝石 ㈱サン宝石 ㈱サン宝石
血 液 型 B型 A型 O型 O型 O型 A型
星　 座 かに座 おうし座 おうし座 みずがめ座 おひつじ座 おうし座
趣　 味 ピアノ スポーツ 映画鑑賞 ソフトテニス 音楽鑑賞 バンド

氏　 名 矢崎　里奈 依田　菜奈 望月　彩加 森川　飛龍 雨宮　香織 小宮山　啓太郎
会 社 名 むろい㈱ むろい㈱ 碓井自動車㈱ 碓井自動車㈱ ㈱山梨中央銀行流通センター支店 ㈱甲府情報システム
血 液 型 O型 A型 O型 A型 O型 O型
星　 座 さそり座 さそり座 おとめ座 みずがめ座 ふたご座 かに座
趣　 味 書道 食べること 映画鑑賞 好きな服を着ること 野球観戦 スポーツ

ディズニーのグッズ集め 寝ること 音楽鑑賞

氏　 名 越石　峻輔 芦沢　友美 大岡　ちなみ 山田　瑠美 伊藤　亜弥 土佐　みなみ
会 社 名 ㈱甲府情報システム ㈱甲府情報システム ㈱甲府情報システム ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業
血 液 型 B型 A型 O型 O型 O型 O型
星　 座 うお座 てんびん座 しし座 おうし座 ふたご座 しし座
趣　 味 旅行 読書 楽器演奏 漫画を読む パンケーキの写真をみる 音楽鑑賞

写真撮影

新　入　社　員　紹　介
（14社43人が仲間入り）
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氏　 名 李　維君 内藤　　駿 荒井　　岳 王　　磊 飯塚　勇介 金丸　陽平
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 ㈱羽中田自動車工業 ㈱日医工山梨
血 液 型 A型 B型 A型 B型 O型 O型
星　 座 やぎ座 みずがめ座 おひつじ座 やぎ座 やぎ座 うお座
趣　 味 バスケットボール 釣り 野球 卓球 バスケットボール スポーツ

旅行 サーフィン ゴルフ 旅行 釣り

氏　 名 保科　怜美花 小澤　朱里 前嶋　達哉 横内　健人
会 社 名 ㈱日医工山梨 ㈱日医工山梨 マコト医科精機㈱ マコト医科精機㈱
血 液 型 A型 AB型 A型 AB型
星　 座 てんびん座 いて座 おひつじ座 ふたご座
趣　 味 アロマテラピー DVD鑑賞 DJ 卓球

競馬 ソフトボール

氏　 名 近藤　まり 宮崎　英明 石合　祥子
会 社 名 甲信商事㈱ ㈿山梨県流通センター ㈿山梨県流通センター
血 液 型 B型 O型 B型
星　 座 てんびん座 しし座 さそり座
趣　 味 映画鑑賞 読書 ウィンドウショッピング

食べて寝ること ネットサーフィン

玉穂南小３年生熱心に聴く　 〜皆さんのご一読を願って〜村 松
専 務

流通センターの仕事説明 創立40周年記念史発行

　玉穂南小学校３年生46人が５月20日（月）、社会
科見学で流通会館を訪れた。
　村松専務理事は、子どもたちにも身近な靴や文房
具、給食やお菓子などを例に挙げて、流通センター
とはどのようなところなのか、卸売業とは何なのか
を説明。子どもたちは熱心にメモを取りながら、説
明を聴いていた。

　組合は昨年、創
立40周年を迎え、
24年11月９日には
記念式典・祝賀会
を挙行し、12月25
日には山梨日日新
聞に全面広告を掲
載した。また25年
３月23日には記念
コンペを行い、今
般　創立40周年記
念史を作製するこ
ととなり、６月下旬、
組合員・準組合員等
に配布した。創立

30周年記念史からの10年間の流れが分かる内容と
なっているので、是非ご一読願いたい。
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　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、山梨県流
通 セ ン タ ー（TEL：055-273-4711/FAX：055-273-
4713）へ電話かFAXでのご注文の場合、取扱商品全
品を10%OFFにて販売させていただきます。約3,000
もの商品が普段よりお買い求めやすくなっておりま
すので、この機会に是非ご購入下さい。

◆購入方法◆
①�欲しい商品を【楽天市場】の生活改善委員会から

お選び下さい。
②�山梨県流通センターにお電話かFAXにてご注文を

お願い致します。

　�ご注文の際にご注文者様の【お名前】【ご希望の
商品番号・お色/サイズ・数量】【ご連絡先の電話
番号】をお申し付け下さい。

　�商品の配送をご希望の場合、注文時にお申し付け
下さい。

　�注文後、商品の在庫を確認し、納期と併せてご案
内させていただきます。

　ご注文の際に
　　1、お名前
　　2、ご希望の商品番号
　　3、商品のお色・サイズ・数量
　　4、ご連絡先の電話番号
　　※配送を希望される場合、お届け先住所
　をお申し付け下さい。
③�山梨県流通センター事務局窓口にて商品を現金引

換えにてお渡し致します。窓口引渡しの場合、送
料630円は無料とさせていただきます。

特別価格販売のご案内
ネットショップにて全商品10%OFFのセールを企画

※ご注意※
・�楽天市場（インターネット）よりご注文をされた場合、
10%割引が適用されませんのでご注意下さい。

・�お電話かFAXにてご注文をいただいた場合のみ商品代金
から10%を割引致します。

・�お支払方法は現金引渡し、又は代金前払いにてお願い致
します。

・�事務局窓口にて商品を受け取りにお越しいただける場合、
送料630円はかかりません。さらに現金引渡しで商品を受
け取れば振込手数料などの諸費用もかかりません。

ネットショップ参加企業募集
　当組合の「生活改善委員会」は現在、年間4,600万
円もの売上を出すほどに成長をしました。単独で
ネット販売事業を始めるにはコストも人手もかかり
ますが、「生活改善委員会」に参加すると次のメリッ
トがあり、大変有利です。
「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。
　このため、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。

　ネットショップ出店に興味をお持ちの方、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
ついてご説明
をさせていた
だきます。

＜商品はコチラよりお選び下さい＞
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
商品をお選びできます！

【山梨県流通センター】
TEL：055-273-4711
FAX：055-273-4713
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　空き物件　Ａ
所在地 山梨県中央市山之神流通団地３-１-１
土　地 敷地面積 359.68坪 地　　目 宅地

用途地域 準工業地域 その他法規制 特別業務地区
建ぺい率 60％ 容 積 率 200％

建　物 延床面積 215.38坪 構　　造 鉄骨造亜鉛メッ
キ鋼板葺２階

種　　類 事務所・倉庫 倉庫はアイスクリーム保
管冷凍庫

築�年�月 昭和59年11月（築28年）
その他 卸団地組合に加入が条件。（出資金、賦課金、組合

規則《業種》あり）
売却希望 価格は要応談。賃貸も可能。
連絡先 組合（055-273-4711）又は、物件所有者

インベステック㈱03-5579-908　担当　佐々木まで

　空き物件　Ｂ
所在地 山梨県中央市山之神流通団地２-７-５
土　地 敷地面積 163.00坪 地　　目 宅地

用途地域 準工業地域 その他法規制 特別業務地区
建ぺい率 60％ 容 積 率 200％

建　物 延床面積 68.45坪 構　　造 鉄骨造ルーフィ
ング葺平屋建て

種　　類 店舗
築�年�月 昭和52年12月（築35年）

その他 卸団地組合に加入が条件。（出資金、賦課金、組合
規則《業種》あり）

賃貸希望 賃貸料は要応談。売却も可能。
連絡先 組合（055-273-4711）又は、物件所有者

㈱ハガ　090-4167-4468　担当　芳賀まで

空き物件情報

　今回は、流通センターから徒歩10分ほどのところに今
年の１月17日、オープンした“フミカフェ”にお邪魔した。
　こちらのお店は食事だけでなく、内装も楽しめるお店。

こだわりの内装は主
に知人、自分たちで
行ったそうだ。
　おすすめメニュー
は日替わりランチ
700円。お客様が飽
きないよう、種類は
豊富に用意している。

毎日通っても違う種類の日替わりランチが食べられる。
ポイントはボリュームと野菜。男性客にも満足していた
だける量である。うれしいことにごはんは大盛も少なめ
も調整可能。そして「野菜もおいしくたくさん食べても
らいたい」とい
うオーナーの渡
邉さんの思いか
ら、サラダにも
ボリュームをも
たせ、今の時期
は地元野菜をふ
んだんに使用し
ている。その彩りの美しさには目を奪われる。さらにラ
ンチはコーヒーがサービスで付く。

　ケーキもおすすめ。オーナーは洋菓子の専門学校を
出て、ケーキ屋で勤務した経験の持ち主である。予約
をすればバースデーケーキも作製可能（３日前までには
予約を）。
　予約したケーキは持ち
帰り可能なため、ホーム
パーティーにも最適である。
　おしゃれで落ち着いた
雰囲気のフミカフェ。幅
広い世代のお客様がい
らっしゃるそうだ。週末
はおいしいお酒もあるの
で、是非一度訪れてみ
てはいかがでしょうか。

（事務局　石合）

フミカフェでランチ、
サラダを楽しもう

フミカフェ地域
情報紹介

店　　名	 フミカフェ
オーナー	 渡邉文香
住　　所	 山梨県中央市山之神 1888-7
T E L 	050-8002-7475
営業時間	 11:30 〜 18:00（日曜〜木曜）
　	 11:30 〜 22:00（金、土、祝前日）
定 休 日	 水曜日

本号から地域の
情報を紹介します

店内

バースデーケーキ

ある日の日替わりランチ
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　先頃、大学卒業後40年たって初めてのクラス会
があった。幹事から「必ず出てこい」との話もあっ
たので、当日は学生時代を過ごした神田の街の中
華料亭に出かけて行った。店員の案内で宴会場に
行ってみると、一瞬そこが自分が参加するクラス
会の会場なのかと、ちょっと不安な気分に駆られ
た。と言うのも、ほとんど全員が40年ぶりで姿か
たちも変わってしまい、ようやくのことで何人か
に当時の面影を見出して安心したのである。
　元々、女性は３〜４人しかいないクラスだった
が、それでも２人が参加していて全員で19名が集
まった。女性の１人は当時クラスのマドンナとも
言われた澄ました美人で彼女にひそかに思いを寄
せたのは少なくないのだが、その彼女、十分あの
頃の面影はあって、私を見るなり「ホント久しぶ
りね、M君も変わらないわ」と社交辞令とも受け
取れる言葉。同じ学科の別のクラスの同級生と結
婚し、今、その旦那は大学教授になっているとの
こと。
　そうこうするうちに座もほぐれてきて、そうな
ればいくら40年振りと言っても、クラスメートと
なれば一気にタイムスリップ。「だいぶ髪がなく
なったな」とか「随分腹が出て来たじゃないか」

「お前よく就職できたよな」とか遠慮はない。とは
言え、名刺交換などしてそれぞれが近況報告。１
人５分の制限時間も忘れ去られて、何とも賑やか
な会となった。
　参加した19名は、九州や四国から来た者もいて、
地元の久留米で弁護士事務所を開いている者や、
法学部の学生だったにもかかわらず今は医者に
なっている変わり種、定年退職後、一念発起して
大学院で法学博士の学位取得を目指している者、
中にはすっかり引退して孫の世話を楽しみにして
いる者、皆それぞれがそれなりの老後を迎えつつ
あるように思えた。
　思い起こせば、我々が大学に入学したのは昭和
44年、その年は所謂［大学紛争］が燃え盛ってい
た頃で、かの東大が開学以来（?）初めて入試をし
なかった年で、それ以外にも、たしか東京外語大
の入試もなくて、受験生にとっては大変な状況だっ
たことを覚えている。
　我々の大学も５月中旬になってやっと入学式、
講義が始まったのは10月頃という有様、何とも不
安なスタートだった。その後も４年間を通じてス
トライキやロックアウト（大学当局による大学の
閉鎖）の繰り返し。当時はヘルメットにタオルで
覆面、角材を持ってデモをしていた女子大生も珍
しくはない時代で、キャンパスには立て看板が並
び、大学周辺には毎日のように機動隊が出動して
いる殺伐とした状況だった。
　そんなことも今となっては懐かしく、思えば卒
業試験がレポートになって、お陰で私などは卒業
できた方なのだが、中にはそれでも卒業できなかっ
たのがいて、この会を「48年卒業生の会としない
でくれ。俺の卒業は49年なんだから」などと言い
出し、なるほどと同情しながらも、結局は「お前
は要領が悪いんだよ」などと言われ、それも笑い
話となり、そんなこんなで騒々しくも楽しいクラ
ス会は次回を約束しながらお開きとなった。　（Ｍ）

かいがね

お知らせ
組合納涼懇親会
日時　平成25年７月24日（水）18：00
場所　ベルクラシック甲府　３階
　　　ユージェニー

組合員の異動
組合員名 変更前 変更後

㈱コーエイ 社長
小田切　千冬

社長
小田切　　寛

タカヤマケミカル㈱ 社長
上　原　　功

会長
上　原　　巧
社長
五　味　　敦

　◆４月
� ２日� 正副理事長会議
� ４日� 生活改善委員会
� ８〜９日� 新入社員訓練
� 12日� リサイクル・一斉清掃日
� 14日� 南ブロックコンペ
� 15日� 研修・厚生委員会
� 22日� 青年部「ＬｏＭＡの会」定例会
� 25日� 中央市商工会役員会
� 30日� 組合会計監査
　◆５月
� １日� 正副理事長会議
� ７日� 理事会
� ９日� 生活改善委員会
� 10〜12日� 西ブロック沖縄旅行
� 10〜12日�「ＬｏＭＡの会」京都視察旅行
� 13日� リサイクル・一斉清掃日
� 20日� 中央市立玉穂小学校３年生団地見学
� 23日� 中央市商工会総代会
� 24日� 組合通常総会

「事務局日誌」　〜４、５月の主な会議等〜

山梨県中小企業団体中央会
副会長に栗山直樹氏が就任
　当組合理事長、㈱栗山商店代表取締
役栗山直樹氏が、山梨県中小企業団体
中央会副会長に６月３日付で就任され
た。誠におめでとうございます。 栗山直樹氏


