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■芳工連

定期総会開催

1）平成 24 年度定期総会が盛大に開催
第 23 回定期総会が、5 月 18 日大会議室にて、日新航
空サービスの三重野様の司会で、会員 46 社 64 名が出席し
て、開催致しました。来賓には、豊田芳賀町長様、岩村芳
賀町議会議長様、小林県産業労働観光部長様など、17 名に
出席して頂きました。開会の辞は、本田技研工業株式会社
四輪新機種センター 業務推進室長吉原浩行芳工連副会
長より、行政及び協議会会員様に対し、日頃芳工連への活
動協力に対しての謝辞がありました。
芳工連河合会長よりは、平成 23 年度の活動実績の審議と
来期の事業計画並びに収支予算案の慎重審議のお願いを
会員様にお願いをする旨の挨拶がありました。
来賓からは、芳賀町長様、町議会議長様、県産業労働観光
部長様から祝辞を頂いた後、
河合会長の議長のもと審議が開始されました。
平成 23 年度の活動結果報告と収支決算報告並びに会計監
査結果が、各責任者から報告されました。それぞれの案件
について、承認されました。
平成 24 年度の活動計画と収支予算案が報告されました。質
疑の後、拍手で採決を取りましたが、全員の拍手で審議項
目は、全て承認され 24 年度活動のスタートが切られました。
審議終了後、会員の皆様に、平成 24 年度の役員と正副部会
長の紹介を行い、閉会の辞は、富永芳工連副会長より全て
の議事が無事に終了した事への謝辞で締めくくられました。
2）新役員が決定しました
芳工連会則 6 条 2 項により、今期は役員の改選の年とな
ります、予め理事会の推薦を得た会員の中から選出された
方々で、総会の席上、事務局から新役員候補者として次の
方が報告されました。
会長には、ホンダエンジニアリングの澤田様、
副会長には宮崎工作所の宮崎様、
同じく JPS 製薬の富永様、
同じく本田技研工業四輪新機種センター吉原様と報告され
議案は全て承認されました。

3）栗崎歯車製作所
栗崎社長より御礼
総会終了後、栗崎歯車製作所 栗崎禮子社長より、
鹿沼クレーン事故に関する署名活動へのお礼の挨拶があり
ました。改めて、この紙面をお借りし、署名にご協力を頂
いた方へ御礼を申し上げさせて頂きます。
ありがとうございました！
4）懇親会の開催
総会終了後、懇親会が執り行われ、会員・来賓様の多く
の方々に御出席頂き、中山総務企画部会長の司会で開催さ
れました。挨拶は、芳工連を代表して、ＮＫエンジニアリ
ング株式会社 常務 安達賢次様に頂き、乾杯は、大林芳
賀町商工会会長のご発声でスタートしました。
長時間に渡る総会の緊張感から、一気に解放された感じ
で、各テーブルでは始終普段聞く事が無い大きな笑い声や
歓談の声が、長時間に渡り聴かれました。
華やかな懇親会も、吉富総務企画副部会長の関東 1 本締め
で締め括られました。

■総務企画部会
1）第 46 回ゴルフ大会
5 月 19 日 親睦や健康
増進を目的に、総務企画部
会主催の第 46 回芳工連ゴ
ルフ大会が、町内ロイヤル
メドウゴルフスタジアム
にて開催され 16 社 28 名の
参加で行われました。
競技は、8 時 5 分に IN・OUT
それぞれスタートし、晴天にも恵まれ、ドライバーやパターの感触もよく、好スコアが続出し上
位 3 名は参加者に圧倒的な実力の差を見せつけた、坪川副町長が NET 72.6 で優勝、2 位は NET74.4
日本梱包倉庫直井様、3 位 NET74.8 ジェーピーエス製薬富永様となりました。

■環境整備部会
1）第 1 回 クリーン作戦実施
環境整備部会の第１回クリーン作戦が 5 月 24 日に実施さ
れました、工業団地を 5 ブロックに分け 60 社 150 名を超え
る方々の参加を頂き実施されました。
幸い天候にも恵まれ、それぞれビニール袋を片手に、歩
道・側溝などに目をやり、空き缶・煙草の吸殻などを拾い
集めました。年々の活動の成果か、ゴミも少なく、作業も
順調に終了しました。 参加した会員様より、我々の地道
な活動が工業団地内を通る地域の方々や団地で働く多くの
方々の目に留まる事で、環境への意識が高まり、年々少な
くなっているのが嬉しいと云う言葉がありました。
参加された皆様ありがとうございました。

■安全衛生部会
1）普通救命講習会実施
5 月 22 日管理センター大会議室で 11 社 19 名が参加して、
今期 1 回目の普通救命講習会を開催致しました。講師は、
真岡消防署芳賀分署の方々に御出を頂きお願いを致しまし
た。この講習会は、多くの方々の意識が高いので、例年
募集とほぼ同時に定員になってしまいますので、今年度も
年間 5 回の奇数月に開催する事に致しました。
不慮の事故や怪我に襲われたとき、救急車が来るまでの
8 分間の適切な応急手当が救命の決め手となるとの事。
受講者は、不慮の事故に遭遇したら、講習会を思い出して
対応していただければ幸いです。
講師を担当して頂いた、芳賀分署の方々 夜勤開けでの対応ありがとうございました。
2）真岡労働基準協会 総会開催
5 月 15 日 24 年度真岡労働基準協会総会が開催されまし
た、当管理センターからは、藤枝安全衛生部会長 河田事
務局長が出席をいたしました。開会の挨拶は、真岡労働基
準協会会長 黒沢良二 日産自動車（株）栃木工場長様か
らあり、真岡労働基準監督署管内の休業 4 日以上の労働災
害発生状況は、平成 21 年から、2 年連続で増加しており、
今年は第 11 次労働災害防止計画の最終年となる事から、計
画達成への災害防止対策の取り組みが重要となっていると
の決意が有りました。
議長及び署名人の選出の後、議題の審査に入り、議題は法改定により、社団法人の解散及び一般
社団法人への移行についての案件審議から始まり、23 年度事業計画・計算書類の承認・24 年度
事業計画案及び予算案の審議となりそれぞれ異議無く、賛成多数で承認をされ、無事総会は終了
しました。

■町政懇談会開催
１）平成 24 年度 町政懇談会開催される
平成 24 年度 町政懇談会が 5 月 24 日芳賀町農業者トレ
ーニングセンターにおいて開催されました。町政懇談会に
は、町内の各団体から 90 名程が参加しており、芳工連か
らは、澤田会長・宮崎副会長・事務局長の河田が参加しま
した。
芳賀町長・議会議長挨拶の後、平成 24 年度の町政が説
明されました。初めに、24 年度経営方針、職員の行動指針
の説明が町長より有り、各重点施策と、具体的な取り組み
①学校教育の充実 ②子育て支援の充実
③計画的な町づくり推進 ④防災・消防機能の向上の４施策については、担当課長から説明が
ありました。 特に子育て支援の充実・学校教育の充実に対して重きを置く施策は、明日を担う
子供育成に力を入れると云う姿勢、芳賀町に住む子育て世代の方々には大きな安心材料となるの
ではないかと感じた懇談会でした。

■団管連幹事会
１）栃木県工業団地管理連絡協議会 幹事会開催される
栃木県工業団地管理連絡協議会幹事会が宇都宮市内のホ
テル・ニューイタヤにて栃木県産業労働観光部産業政策課
伊藤様・眞田様を来賓に迎え開催されました。席上、協議
会事務局長の富永宇都宮工業団地総合管理協会専務理事の
開会の挨拶のもと、議題に入り、
23 年度予算の収支決算及び事業計画・24 年度予算案・事
業計画案がそれぞれ承認され、6 月 13 日開催予定の理事会
への提案となりました。
その後、清原工業団地・石川専務理事 芳賀工業団地連絡協議会・飯塚事務局長より退任の挨
拶があり、長年の協議会発展に向けての御尽力に対し、協議会より記念品が贈呈され、幹事会は
終了いたしました。

■入会企業様のお知らせ
１）美濃紙業株式会社 芳賀営業所様が入会
されました
美濃紙業株式会社 芳賀営業所様が 23 年 4 月 1 日芳
工連に入会されました。再生紙業界パイオニアとして、
原料集荷業を 60 年近くに渡り携わり、主に紙資源の有効
活用を進める製紙会社に原料を提供する製紙原料問屋と
して、日本のリサイクル社会の一翼を担っています。
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芳工連日誌
【05 月の実績 】
商工会理事会
栃木県団管連幹事会
真岡労働基準協会総会
水質汚濁防止法改正説明会
芳工連総会
総務企画部会主催ゴルフ大会
普通救命講習会
資源ごみ回収日
クリーン作戦
町政懇談会
真岡地区暴力団追放対策協議会総会
【06 月の予定 】
芳賀町ロマン花火実行委員会開催
栃木県工業団地管理連絡協議会理事会
総務企画部会開催
環境整備部会開催
有所見者研修会
安全衛生部会開催
第１回役員会開催
芳賀南小学校見学会
資源回収日

事務局雑感
田んぼの早苗が心地よく皐月の風に揺られ
ている横で、たわわに実った麦が、黄金色の
穂を付けています、緑の絨毯と黄金色の絨毯
の織り成す風景は、芳賀野を初夏へと導いて
くれますね。
永らく芳工連の事務局長を務められた
飯塚様が 5 月末日でご卒業となりました。私
も含め、芳工連の方々には公私に渡りご指導
を頂いた方がたくさん居られると思います、
改めて、御礼を申し上げたいと思います。

ありがとうございました。
飯塚さん、これからは大好きなゴルフを思
う存分出来ますね、
土日に関係無く好きな日にコースに出掛けら
れ、スコアもどんどん Up するでしょうね、
( ^)o(^ )。
どうぞ、奥様も大事にし、健康にご留意しお
過ごしください。

