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　協同組合山梨県流通センターの第46回通常総会は、
５月25日（金）流通会館大会議室で開かれ、組合員
59人（委任状出席含む）が出席。平成29年度事業
報告、収支決算、平成30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。
　29年度の事業報告では、第１に新たなる団地の
再整備事業のため、組合諸施設の老朽化に伴う検討を
行う未来検討特別委員会で討議するにあたり、先進
団地の視察情報を基に、組合で何が出来るかを検
討していることを報告した。
　第２に収益力の強化と財務基盤の充実について、
組合の債務の圧縮が進んでいることについて報告
した。
　第３に組合組織の活性化推進に向け、BCP対策
マニュアル等の周知・徹底のための説明会を実施し、
緊急時の体制整備を徹底したことを報告した。
　第４に組合施設の整備・補修のため、防犯監視
カメラの入れ替え・ライブカメラ新設等を行ったこ

とにより、組合員への安全、安心のビジネス環境を
提供し、組合に加入していることのメリットを報告
した。
　30年度の事業計画は、第１に未来検討特別委員会
の中間提言に基づき、５年後、10年後のあるべき姿
を継続して協議していくこと、第２に組合共同事業
の充実と組合組織の活性化をどう実現するかの検討、
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、組合員各社のデータバックアップの方
法として組合がクラウドサービス会社と契約し、
ユーザ管理を行って、参加組合員が利用できる環境の
構築を検討、第４に組合諸施設、組合員の諸施設の
整備・補修について、組合の新たなサービス事業と
して「建築相談窓口の創設」の検討を掲げ、老朽化
に伴う施設や設備の破損・故障の増加が予想される
ので、計画的に修繕・設備の更新を支援し、団地内の
安全・安心な立地環境の維持に取り組むこととした。

５年、１０年後のあるべき姿検討継続
第46回通常総会
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尾道など先進団地を視察
　　建物老朽化対策など学ぶ

平成30年２月21日　協同組合ベイタウン尾道
平成30年２月22日　協同組合松山卸商センター
平成30年４月18日　協同組合秋田卸センター
平成30年４月19日　協同組合八戸総合卸センター

　未来検討特別委員会（委員長　中込裕氏）は、当
組合と組合員の建物老朽化対策、ネーミング（愛称）
を検討する中、先進団地の視察を実施した。
　各団地とも組合設立から50年程経過、組合と組合

員が所有する老朽化した建物について、耐震、改修、
修繕の時期にきており、各団地の取り組み方につい
て学んだ。
　ネーミングについては、決定方法や、組合がイ
メージできるロゴマークについても学んだ。そのほか、
さまざまな事業について意見交換を行い、有意義な
視察となった。

未 来 検 討
特 別 委

平成30年２月21日、築50年程経過、会館
のリニューアルについて学んだ。
協同組合ベイタウン尾道視察

倉庫をリノベーション、お洒落なカフェと
して利用している。
協同組合松山卸商センター

平成30年４月19日、協同組合八戸総合卸
センター視察。㈱共同物流サービスの倉庫、
㈱共同電算センターを見学

見学後、会館のリニューアル対策などに
ついて、意見交換した。

㈱共同電算センターサーバー室等を確認

共同（冷凍）倉庫を見学。
協同組合ベイタウン尾道

平成30年２月22日
協同組合松山卸商センター視察

平成30年４月18日
協同組合秋田卸センター視察

耐震診断について学ぶ。
協同組合秋田卸センター



流通センターニュース

（3）

No.309　平成27年７月25日

事故ゼロは　団地の願い　我が誓い

　１月23日(火)午前11時45分から、本組合の定例懇
談会が流通会館第二展示場で開かれ、組合員約30人
が出席した。今回の講演テーマは「見えてきた消費
税改正のあらまし～軽減税率の内容と対応～」。講
師は当組合顧問税理士の藤原千穂先生である。この
講演は、全国中小企業団体中央会の「消費税軽減税
率対策窓口相談等事業」の助成を受けており、全国
の卸団地でも同様の内容の講演会は、既に始まって
おり、時宜を得た研修となった。
　消費税改正は10％への値上げが2019年10月1日に
予定されているが、新しく軽減税率が導入されるこ
とが、今までと大きく違うところである。
　この軽減税率は、食品や新聞に適用されることと
なっているが、まだ国民の多くに浸透していない。

食品ひとつをとっても、状況に応じて標準税率にな
るのか、軽減税率になるのか分かれており、牛丼屋
のテイクアウトやコンビニ弁当は、軽減税率が適用
されるが、牛丼屋の店内飲食、フードコートでの飲
食は標準税率などでいま一つ分かりにくい。
　先生の説明でも迷ったときは、国税庁のホーム
ページに事例が詳しく載っているので、見てほしい
とのことである。
　改正当初は、混乱す
ることも予想されるの
で、早めの理解を深め
たい。

　このほど、流通会館の塗装工事が
行われた。壁紙を張り替え、館内全
体が明るくなった。今後も会館利用
者が使いやすいよう設備の更新を
行っていく。

軽減税率の適用範囲などが課題
     来年秋の消費税UPに向け研修

          指導員20人、本会対応を学ぶ

塗装工事済み面目一新
　  利用の拡大目指す流 通

会 館

定　 例
懇 談 会

関 東 甲 信 越 静
ブロック中央会

団地の安全・安心策伝える

　２月９日（金）午前９時30分から、全国中小企業団
体中央会内で組織されている関東甲信越静ブロック中
央会の指導員等研究会が当番県である山梨県で開かれ、
各県の中央会職員20人余りが当団地を視察・研修した。
　視察・研修目的は、当組合が平成29年から取り組ん
でいるＢＣＰ対策で、団地の安全・安心に向けての取り
組み状況について
である。
　説明会は、始めに、
栗山理事長からＢ
ＣＰ対策への取り
組み状況について、

次に、深沢専務理事が組合の概況について説明を行っ
たあと、組合ＢＣＰマニュアルの内容については、担当
した田中職員から説明を行った。組合が具体的に取り
組んでいる内容については、深沢専務理事から、防災
ハンドブック、非常時対応メモ、緊急ダイヤルメモの作
成、防災倉庫の設置、保存食・保存水の保管、災害連
絡網の設備、災害協定書の締結、組合員へのＢＣＰ策
定支援、防犯監視カメラ・ライブカメラの導入などにつ
いて詳細な説明を行った。
　説明会終了後には、会館屋上に上がって、富士山と
組合のライブカメラの設置状況を見てもらい、約２時間
にわたる研究会を終了した。

内部の模様が一新された塗装工事後の第１展示場▶

Before After
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氏 　 名 宮原　賢登 渡邊　愛月 内藤　紗由里 宮川　宗馬 柳澤　綾乃 寄特　莉沙
会 社 名 甲信商事㈱ 甲信食糧㈱ 甲信食糧㈱ ㈱甲府情報システム ㈱正直堂 ㈱日医工山梨
趣　 味 モータースポーツ観戦 読書 音楽鑑賞 カラオケ 音楽鑑賞 音楽鑑賞

チャレンジし
てみたいこと ゴルフ 本を 100冊読む 一人で旅行に行く 釣り 関西地方に旅行に行く 貯金をして親孝行をする

氏 　 名 柏木　真央 清水　琴音 田中　真子 若林　聖奈 渡邊　菜央 横内　希奈
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 ㈱羽中田自動車工業
趣　 味 DVD鑑賞 写真を撮ること 妥協しまくりの筋トレ 日焼け ギター 音楽を聴きながら

お散歩することネコを見ること 喋ること
チャレンジし
てみたいこと サーキット場でカーレース 自分で撮った写真をコンテ

ストに応募して賞をもらう 妥協しない筋トレ 車をいじること、整備 車で県外に出かけること ボルダリング

氏 　 名 木村　力弥 渡邉　邦彦 平山　麻莉子 石原　由稀那 岡嶋　杏奈 広瀬　雅人
会 社 名 ㈱羽中田自動車工業 ㈱羽中田自動車工業 ㈱富士メディカルサービス ㈱富士メディカルサービス ㈱富士メディカルサービス むろい㈱
趣 　 味 格闘技観戦 サッカー 国内旅行 音楽鑑賞 読書 ビリヤード

筋トレ
チャレンジし
てみたいこと キックボクシング 富士山の頂上まで行くこと 何にでも積極的に

挑戦していきたい 海外旅行 資格取得 一人旅

氏 　 名 和田　満貴 山本　麻那 新藤　理紗 前島　政道
会 社 名 むろい㈱ むろい㈱ むろい㈱ むろい㈱
趣 　 味 弓道 音楽鑑賞 食べ歩き 写真撮影

ドライブ
チャレンジし
てみたいこと バイク（中型）免許取得 海外旅行 国内旅行 スカイダイビング

新　入　社　員　紹　介
（８社22人が仲間入り）
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　平成30年度新入社員研修が４月５日（木）、６日
（金）の２日間、流通会館会議室で開かれ、団地内
企業７社から12人が参加した。
　開講式で栗山理事長は、「これからの人生の中では、
楽しい事、苦しい事、嫌な事、逃げたい事等さまざ
まな事柄に遭遇すると思うが、人生は苦しい事の連
続であり、成長の過程では苦しい時ほど人生は登り
坂であると思う。これから色々な困難があると思う
が、打ち勝って一生懸命に頑張ってもらいたい。」
と話された。

　講師はコミュニケーションアカデミーの鬼塚啓介
先生。新入社員たちは身だしなみやお辞儀の仕方、
電話応対等のビジネスマナーの基本をはじめ、コン
プライアンスや安全衛生、防災・危機管理の基本を
学んだ。スピーチやロールプレイング、グループ
ワークを交えた実践的な研修に、受講者からは「人
前で発表する緊張感が薄れた」「実践することで身
に付いたと思う」との声を聴くことができ、有意義
な研修となった。

　この度、「第18回センターでバザール」でのイベ
ント、ビンゴ大会を通じての「シンガポール５日間
ペアチケット」に当選し、楽しく旅行させていただ
きました。
　シンガポールまでのフライト時間は約７時間。４月
４日23時頃到着し、外に出ると夜にもかかわらず蒸
し暑く、まさにそこは夏でした。周りから聞こえる
英語に、「本当にシンガポールに来たんだ」という
気持ちでいっぱいでした。
　私たちはほとんど英語が話せません。その中でも、
地下鉄とタクシーをフルに使い、ベタではあります
が、マーライオン公園や、マリーナベイ・サンズの
展望デッキ、ガーデンズ・バンザベイ、チャイナタ
ウン、アラブストリートなどに行ってきました。
　一番行けてうれしかった場所は、USS（ユニバー
サルスタジオシンガポール）です。「USJに行きたい

ね。」とよく娘と話をしていたのですが、USJより先
にUSSに行けたことは本当にうれしかったですし、
とても楽しかったです。
　仕事が忙しかったため、行き場所やら何やらをほ
とんど娘に任せていたので、今になって余韻を振り
返ると、もっとたくさん楽しめる場所に行くべき
だったと思っています。もう一度行きたい気持ちで
いっぱいです。「流通センターイベント」のおかげで、
思いもよらない国の魅力に改めて気が付きました。
ありがとうございました。

　第５回新入社員ウェルカムパーティーが４月６日
（金）に焼肉ぼくりで開かれ、４社から５人の参加
があった。
　組合が行っている事業についての理解と懇親を
深めていただいた。研修や仕事内容について話は盛り
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。

７社、12人社会人第１歩踏み出す

「もう一度行ってみたい」

仕事内容など話し合い盛り上がる

      お辞儀の仕方など身に付ける

シンガポールの夏楽しむ　都留市・T

新入社員ウェルカムパーティー

新入社員
研 修
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視察、研修、懇親会など重ねる

八丈島でリフレッシュ

平成29年度　青年部『LOMAの会』活動報告

勝沼醸造株式会社　代表取締役　有賀
雄二氏を講師に招いてのセミナー＝山梨
県・静岡県卸団地青年部情報交換会

タイ　チェンカン農場視察に参加した
会員たち

日本銀行甲府支店　竹内淳支店長
（平成30年２月異動）を迎えてのパワー
ディナー

４月13日(木）総会
５月 7日(日）親睦ゴルフコンペ
６月22日(木）�パワーディナー　　　　　　　　　

山梨県観光部部長　樋川昇氏
７月 1日(土)～ 2日(日）�山梨県・静岡県卸団地　

青年部情報交換会
８月23日(水）納涼会
９月23日(土）親睦ゴルフコンペ
10月 7日(土）懇親会
11月 9日(木)～12日(日）�会員　井上雅博氏のタイ

農場視察
12月 8日(金）社員交流会へ運営協力
１月29日(月）新年会
２月19日(月）�パワーディナー　　　　　　　　　　

日本銀行甲府　支店長　竹内淳氏
３月19日(月）次年度検討会議

　青年部LOMAの会（会長　小林愛直氏　会員数23
人）の平成29年度事業は次の通り活動した。
　６月、山梨県観光部部長　樋川昇氏、平成30年
２月には山梨県の経済で活躍する日本銀行甲府支店　
支店長　竹内淳氏を招き、パワーディナー（講演、
懇親会）を実施し、山梨県、日本における経済情勢
について学んだ。
　７月には、第５回目となる静岡県３卸団地青年部
との交流会を当組合が当番幹事となり、場所を山梨

県笛吹市『かげつ』で実施した。まずは、勝沼醸造
株式会社　代表取締役　有賀雄二氏によるセミナー
（テーマ「世界を舞台にしたワイン造り」）を行い、
その後は各団地の青年部と交流会を実施し、組合及
び青年部活動について情報交換を行った。
　11月には、会員　井上雅博氏がタイのパヤオ県で
事業を展開するチェンカン農場を視察し、海外にお
ける農業ビジネスについて学んだ。その後、会員より
「一部の有志でも良いので、共同出資による海外へ
展開する事業について検討してみてはどうか」との
提案が出るなど、海外に対するビジネスに関心が高
まっている。
　12月には社員交流会が実施され、LOMAの会が中
心となる運営委員会により、計画及び当日の運営を
行い、100名程が参加、盛大に開催した。
　平成30年度については、恒例の静岡県山梨県青年
部交流会、パワーディナーを実施するほか、熊本流
通団地協同組合を訪問し、平成28年４月14日熊本震
災当時及びその後の組合としての対応・取り組みに
ついてお聞きすることにより卸団地として災害時に
何が必要なのかを学びに行く予定。

北ブロック懇親会
　北ブロック懇談会は５月12日（土）～13日（日）
の２日間、参加者９人で八丈島視察研修会を行った。
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平成30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
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

レベルアップとモチベーションアップに！
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
4日（木）
5日（金）

9：30
～

16：30
流通会館 新入社員

2
入社3～4年目の方対象！
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

10月
16日（火）
18日（木）
22日（月）
24日（水）

13：00
～

16：00
流通会館 入社3～4年目の

方

3

業界必須の資格！
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。受講料金は、組
合員特別価格で通常の半額となります。

土日
４日間

11月
17日（土）
18日（日）
24日（土）
25日（日）

8：00
～

19：00

湯村自動車
学校 必要とする方

4
活きた会計学・経営学を身に付ける！
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。社長の視点で経営を疑似体験
することで、企業の大枠、利益の構造、経営学、
会計学を学び、身に付けます。新入社員でも受
講できる内容ですので、是非受講ください。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
16日（土）
17日（日）

9：00
～

19：00頃
流通会館

中堅社員
・

管理者
・

必要とする方

5
会計実務の基礎を学ぶ！
会計実務基礎講座

経理の仕事や役割を捉えながら、取引から決算
書作成までの簿記の流れや仕訳の考え方、勘定
科目等の会計の基礎についての知識の習得を目
指します。出納業務や売上・仕入の処理、給与
計算や社会保険の仕組み、その他経費の取扱い
についても学びます。

平日
４日間

10月
29日（月）
30日（火）

11月
5日（月）
6日（火）

18：00
～

21：00
流通会館

経理担当者
・

会計実務を
学びたい方

6
演習中心で使える知識を身に付ける！
会計実務応用講座

労働保険の申告等の社会保険の手続きや年末調
整、法定調書の作成や決算手続き（固定資産と
減価償却、売上原価、有価証券、貸倒引当金、
財務諸表の作成）、税務申告（収益と所得、法
人税計算から申告、法人地方税、消費税）につ
いて学びます。

平日
４日間

12月
3日（月）
4日（火）
10日（月）
11日（火）

18：00
～

21：00
流通会館

経理担当者
・

会計実務を
学びたい方

7

業務の効率化を図る！
パソコンによる
ビジネス関数テクニック講座

関数の基本から請求書の作成、売上データの集
計や顧客住所録、賃金計算書の作成等を関数を
使って効率的に行う方法を学びます。関数の基
礎から学びますので、初心者の方も大歓迎です。

平日
４日間

11月
14日（水）
15日（木）
20日（火）
21日（水）

18：30
～

21：30

システム
インナカゴミ
甲府昭和校

Excel基本操作が
できる方

8
これから始めたい方対象！
Illustrator入門・応用講座

DMチラシWEBなどのデザイン必修ソフト
「Illustrator」をこれから使用し始めたい方を対
象に、基本操作から実際の作品作りに活かせる
応用操作までを実践的に学びます。

平日
６日間

１月
10日（木）
15日（火）
17日（木）
22日（火）
24日（木）
29日（火）

18：00
～

21：00
流通会館

これから
Illustratorを
始めたい方

9
販促に活用できる使い方のコツを学ぶ！
パワーポイント・デザイン講座

パワーポイントの基本操作から、POPやチラシ、
カタログ冊子の作成方法、BGMや動画入りのス
ライドショーの作成等、販促に活用できる使い
方のコツを学びます。

平日
６日間

２月
7日（木）
12日（火）
14日（木）
19日（火）
21日（木）
26日（火）

18：00
～

21：00
流通会館 必要とする方

※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
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事故ゼロは　団地の願い　我が誓い

　先日のことだ。その日は日曜日だったのだが、
「午後から行くよね」と妻が言う。何のことかと考
えていると「ほら、半崎美子のミニライブ、今日
よ」と言われて思い出した。近くのショッピング
モールでそれがある日なのだ。
　半崎美子の名をご存じだろうか。「ショピング
モールの歌姫」とも呼ばれ、長い下積みの時期を
経て昨年メジャーデビューしたのだが、以前から
時々テレビで見かけることがあった。彼女は1980
年生まれで二十歳の頃大学を中退して札幌から上
京し、パン屋で働きながら曲を作り、音楽活動を
始めたのだがなかなか認められず、もっぱらショッ
ピングモールで自分の曲を歌い続けていた。近年
になってようやくその活動がメディアに取り上げ
られるようになり、それで私も知ったのだが、そ
んな活動の姿に関心もあって、歌を聴く機会を心
待ちにしていたのについうっかりしていた。
　午後２時からの開演で私たちが会場に着いた12
時少し過ぎた頃にはすでに多くの席が埋まってい
たが、幸い後ろに空席を見つけることができた。
私は販売していた彼女のCDの中からファーストア
ルバムを求めて、１時間半以上も待つのは少し退
屈だなどと思いながらいると、たちまち椅子席は
満員となり立ち見の人も増えて会場となっている
吹き抜けのセンター広場を囲む２階３階の通路ま
でいっぱいとなった。
　そうこうする内に開演まで１時間弱となったこ
ろ、早くもステージに現れ、これからリハーサル
を始めると言う。やがて発声練習をするように歌
い始め、音響の担当者にそこは半音高くとか低く
とか調整を求めながら「これは本番ではないんで
すよ」などと聴衆に語りかけ笑いを誘ったりして、
われわれは思いがけず30分程も余分に楽しむこと
ができたのである。　　　　　　　　　　
　本番少し前に一旦ステージを降り、２時ちょう
ど、にこやかな表情で再びステージに上った。生
で聴く彼女の声は透明感があって高音に伸びがあ
り、声量は豊かでわれわれを魅了するものだった。
　歌詞は情緒豊かで心に染み入り、中には聞きな
がら目をぬぐう人の姿もあった。予定された４曲
はあっという間に過ぎて、私と妻はいったん会場
を離れた後、CDを買った聴衆が参加できるサイン
会の列に私だけが並んだ。既に列は長くなってお
り30分以上も待ってようやく私の番となった。並
びながら気づいていたが、彼女は一人一人と丁寧
に話しつつ感情が高ぶったのか涙を拭きながらで、
私が彼女の前に立った時には既にハンカチは３枚
目ぐらいになっていた。涙顔の彼女に話す言葉も
見つからないまま「是非、山梨でもコンサートを
してください」と固く握手をしてそこを離れた。
　私はすっかり彼女のファンになってしまった。
女性の涙に弱いと言われればそうかもしれないが、
彼女が重ねた17年の苦節を思うと今の彼女に心か
ら拍手を送りたいのである。

（M）

かいがね

　◆１月� ５日　　　仕事始め
� ９日　　　新年互礼会
� ９日　　　正副理事長会議
� 12日　　　リサイクル・一斉清掃
� 19日　　　理事会・役員新年会
� 23日　　　定例懇談会
� 25日　　　社員交流会反省会
� 26日　　　西ブロック懇談会
� 29日　　　ＬｏＭＡの会新年会

　◆２月� ６日　　　正副理事長会議
� ７～22日　脳ドック・肺ＣＴ健診
� ９日　　　中小企業団体中央会関東ブロック来局
� 13日　　　リサイクル・一斉清掃
� 19日　　　ＬｏＭＡの会定例会
� 21～22日　乳がん検診
� 21～24日　未来検討特別委員会視察（尾道、松山卸団地）
� 26日　　　北ブロック懇談会

　◆３月� ６日　　　正副理事長会議
� ７日　　　未来検討特別委員会Ａグループ会議
� ９日　　　南ブロック懇談会
� 12日　　　リサイクル・一斉清掃日
� 13日　　　総務委員会
� 15日　　　理事会
� 15日　　　東ブロック懇談会
� 19日　　　未来検討特別委員会Ｂグループ会議
� 19日　　　ＬｏＭＡの会定例会

　◆４月� ３日　　　正副理事長会議
� ５～６日　新入社員訓練
� ６日　　　新入社員ウエルカムパーティ
� 12日　　　リサイクル・一斉清掃日
� 16日　　　北ブロック
� 16日　　　ＬｏＭＡの会総会
� 18～20日　未来検討特別委員会視察（秋田、八戸卸団地）
� 23日　　　研修・厚生委員会
� 26日　　　事務局防災訓練

　◆５月� ８日　　　正副理事長会議
� 10日　　　組合会計監査
� 11日　　　理事会
� 11日　　　ＬｏＭＡの会定例会
� 14日　　　リサイクル・一斉清掃日
� 15日　　　北ブロック懇談会
� 25日　　　組合通常総会

「事務局日誌」　〜１、２、３、４、５月の主な会議等〜

組合員変更事項
組合員名 変更前 変更後

花王グループカスタ
マーマーケティング
㈱

花王カスタマーマー
ケティング㈱

花王グループカスタ
マーマーケティング
㈱

準組合員の加入・脱退
準組合員名 加入・脱退別 住　所

岡谷酸素㈱ 加入 流通団地1-2-2

㈱岡谷組 加入 流通団地1-2-2

㈱アットブレイン 脱退 流通団地2-7-3

  新入職員が入局しました。
　�　名取誠純、小林愛美が組合事務
局の職員として入局しました。今
後ともよろしくお願い申し上げます。
　尚、蘒原美恵子と石合祥子が退職となります。長い間お世
話になりました。


