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芳賀町ロマン花火 2012

実行委員会開催

7 月 5 日（木）第 2 回実行委員会が開催され、芳工連よ
りは、実行副委員長として富永副会長・河田が出席し
ました。議題は、当日の全体運営についての協議、大
会収支予算及び、協賛団体毎の協賛金の申し込み状況
についての報告がありました。席上各委員からは、昨
年の開催を踏まえ熱心な質問やアドバイスが出され、
今年は昨年にも増して大輪の花火が観られそうです。
ロマン花火開催は、午前 10：00 からの花火大会協賛
『踊りの広場』でスタートが切られ、各団体から、流
し踊り・よさこい踊り・フラダンス等、花火の美しさ
に勝るとも劣らない踊りでスタートが切られ、花火大会に華を添えそうです。
午後 15 時から午後 19 時過ぎまでは「ロマン花火・夜祭り」が開催され、食べ物屋台・屋台スタンプラリ
ー・子供向けゲームコーナーが設けられ、19 時 15 分の花火開会式までの間は、子供たちの花火の音にも負
けない歓声が聞こえそうです。
同時に 15 時からは、芳賀温泉ロマンの湯にて「ロマンの湯ガーデン」も開始され、ロマンの湯西側スペ
ースに花火を鑑賞しながら飲食できるテーブル席を設置し、お客様の御出を待っているとの事だそうです。
芳工連会員企業様には、芳工連より金券が贈られますので是非当日は、御出でを頂きたいと思います。

多くの企業様にはロマン花火への協賛金に御協力を頂き

■交通防犯部会
１）のぼり旗設置
7 月 11 日～20 日までの夏の交通安全期間の中、11 日
（水）今年度、前田交通防犯部会長が就任して初めての
部会を開催しました。
部会には、14 人のメンバーが出席し、自己紹介の後、
工業団地内で最も交通量の多い、管理センター前交差
点・芳賀台交差点の 2 か所にそれぞれ、のぼり旗と垂れ
幕を設置しました。
この交差点を通過する多くのドラーバーの方々に安全
運転の注意を促す為に、部会員一同、強い日差しの中、
流れる汗にもめげず、交通事故発生ゼロを願い設置を致
しました。

2)

交通防犯部会第 1 回部会開催

ありがとうございました。

のぼり旗設置後、再度会議室に集合し、平成 24 年度
に計画されている事業計画の再確認と事業日程及び進
め方を審議しました。
夏の交通安全推進期間中の交通街頭立哨を始め、交通安
全講演会・秋開催の安全運転講習会等、骨格となる活動
内容について、部会員の了承が得られ本格的な活動のス
タートが切られました。
連休前開催の交通安全講習会は、夏季連休前の 8 月 6
日開催で、真岡警察署の神長交通総務係長様から講話を
頂く予定で、演題は、芳賀型事故などを話の中に織り込
んだ、『交通事故防止に向けた確認の意義について』を予定しております。
是非、時間を造りご参加をお願い致します。
秋開催の安全運転講習会は、10 月の 4 週目の開催とする事、講習内容についても、動画を用いた危険予
知訓練（ＫＹＴ）の実施の方向で了承されました、日時が決まり次第『芳工連だより』でもお知らせをいた
しますので是非ご参加ください。
又、次回の交通防犯部会の開催日程についても審議され、秋の交通安全県民総ぐるみ運動の展開期間中の
10 月１日(月)と決定しました。
２）交通安全街頭立哨
連日の猛暑の中、7 月 18 日（水）朝 8 時よりお揃い
の黄色帽子を被り、芳工連の襷を肩に掛け管理センタ
ー前の交差点に於いて交通防犯部会メンバー及び

下

高根沢駐在所古澤巡査部長にも御出を頂き街頭立哨を
行いました。
交通量の一番多いこの時間帯の渋滞を目の当たりに
しながらの立哨、車の中からアイコンタクトをくれる
人、片手を挙げてくれる人等様々な人を見ながらの立
哨でした。早朝から日差しが強く、暑い朝では有りま
したが、工業団地を走行する多くの方々の安全運転へ
の意識高揚に寄与した朝でした。

■総務企画部会
1）第 27 回ボウリング大会開催
7 月 18 日（水）宇都宮ゴールドレーンにおいて、第
27 回芳工連ボウリング大会を開催いたしました。参加
企業は 10 社で 25 名の参加があり、チーム編成は、企
業毎で有ったり、各企業の混成で有ったりと様々で有
りました。

ゲーム開始と同時に大歓声、目をやると

早々のストライクと幸先のいいスタートと思いきや、
ピンが倒れなくても大歓声と和気藹々のボウリング大
会でした。
優勝チームは、個々のレベルが断トツで、団結力でも
他の追随を許さない『日新航空サービス㈱』 の皆様で、 持ちきれない程の商品を Get しました。

おめでとうございました！
又、今回のボウリング大会に際し賞品を御提供して頂
きました企業様は次の、AGC オートモ－ティブ高橋㈱
様・三菱 UFJ 信託銀行様・エヌケイエンジニアリング
㈱様・㈱オートテクニック様・日本梱包倉庫㈱様・ホ
ンダエンジニアリング㈱様、の各企業様でした、紙面
を借りてお礼申し上げます。

多くの賞品

ありがとうございました。

■環境整備部会
１）第 2 回クリーン作戦実施
7 月 26 日 工業団地内を 5 つの地域に分け、各企業
様に分担をして頂き、道路・側溝・緑地帯に捨てられ
ている、空き缶やゴミなどを拾い集めました。
朝から日差しも強く、汗を拭きながらの奉仕作業で
したが定期的なクリーン作戦のせいか、以前よりは、
捨てられている空き缶や、ペットボトルも少なく、継
続的な活動が功を奏していると感じました。

参加された皆様 暑い中
ありがとうございました。

■安全衛生部会
1）普通救命講習会開催
7 月 13 日（金）に管理センター大会議室において、
真岡消防署芳賀分署の皆様を講師に招き、13 社 23 名が
参加し、本年度 2 回目の普通救命講習会を開催しまし
た。講習会前半は座学で、救急車が来るまでの応急手
当の重要性と救命処置の講義があり、受講者の皆さん
は真剣にメモを取りながら学んでおりました。
その後、各自小グループに分かれ、ダミー人形に向
かい少し照れながらの mouth-to-mouth や、AED 操作の
仕方を研修しました。いつも講師を引き受けてくださ
る、真岡消防署芳賀分署の皆様は、勤務終了後、それ
も夜勤明けとの事、疲れているにも係らず熱心な指導
を頂き誠に有り難うございました。
講習終了後、受講者には、普通救命講習会終了証が
講師の方から授与されました、受領している受講者の
姿は少し凛々しく頼もしくも感じられました。
もし、救命処置の場面に遭遇したら、今日習得した
知識を実践し人命救助に役立ててください。

団管連幹事会開催
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第 2 回幹事会が、
宇都宮工業団地総合管理協会にて 7 月 23 日県内
8 工業団地管理団体が集まり開催されました。

席上、富永事務局町より、企業を取り巻く状況と
して、電力関係はこの夏の需要は何とかなるもの
の、暑さ如何では予断を許さず、更には、再生可
能エネルギーの買い取り制度、電力料金の値上げ
等、問題も抱えての夏本番、県からの情報をリア
ルタイムに各団体に発信をしますので注視して頂
きたいとの挨拶の後、議題審議に移りました。
まず初めに、今秋予定の栃木県産業労働観光部
長との意見交換会の実施概要につき、各団体への
依頼事項の確認がありました、芳賀工業団地とし
ては既に、視察企業の決定及び、企業概要報告の
対応企業様が既に決定しており、又各企業様への
要望項目吸い上げについては 8 月 10 日を予定、9
月中旬内容の精査と、計画通り進捗している旨報
告をさせて頂きました。

03 日
10 日
11 日

芳工連日誌
【0７月の実績 】
商工会財務委員会
わかものサポート 芳賀町開催
交通防犯部会開催・ノボリ旗設置

13 日
13 日
18 日
18 日
18 日
23 日
23 日
24 日
25 日
26 日
26 日

普通救命講習会開催
真岡警察・交通安全施設・陳情
交通安全街頭指導
第 27 回ボウリング大会
商工会総務委員会
団管連幹事会開催
町民祭 開催委員会会議
真岡土木事務所・交通インフラ関係陳情
資源ごみ回収日
クリーン作戦実施
町民祭 担当者会議
30 日 芳賀町ロマン花火実行委員会開催
30 日 鬼怒工業用水協議会
【08 月の予定】
01 日 芳賀町長との意見交換会
04 日 芳賀町ロマン花火大会開催
06 日 交通安全講習会開催
06 日 栃木県県土整備部・交通インフラ陳情
13 日～15 日 休館日
17 日 宇都宮・清原・芳賀工業団地情報交換会
22 日 資源ごみ回収日
24 日 環境整備部会情報交換会
31 日 交通防犯・安全衛生部会情報交換会

例年開催されている、

県外先進工業団地調査研修会については、真岡工
業団地専務理事の川島様より提案の有った、
『新潟雪国型メガソーラー施設』を 11 月初旬視察訪問の予定に
決定しました。栃木県内でも、ソフトバンクの子会社 SB エナジー（1 カ所）藤井産業（宇都宮市）
（3 カ所）
シャープ（１カ所）を事業候補者として決定しており、その最先端の技術・施設等を視察する事は、大変有
意義であり、芳賀工業団地内企業様にも情報提供が出来ればと考えています。

事務局雑感
芳工連だよりも、ついに第 100 号を迎えました、前任者からは 97 号で引き継ぎ、記念すべき 100 号を書く
事が出来る光栄に預かりありがたく思うと同時に、連綿と続けて来られた諸先輩の方々に心から感謝申し上
げます。第１号は 2004 年 5 月頃に生まれた様で、home page に UP は第 19 号からで、それ以前の芳工連だ
よりは恐らく、書庫の中のどこかに眠っていると思います、いつか時間を見つけ 1 号を探し当てたいもので
す。梅雨も明け夏本番、職員一同、手動扇風機（団扇）を片手に、頑張っています。
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