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澤田知之会長が退任
■

芳賀町工業団地連絡協議会の役員としてご尽力いただきました
澤田知之様が定年退職を機に芳工連会長を退任されました。
厳しい経済状況や震災によるダメージで芳工連の活動が厳しい
時期も、豊富な経験と知識をもとに適切な指導力を発揮し、芳工
連の発展に力を尽くされました。
会員企業の皆様とともに感謝とお礼を申し上げたいと思います。
退任にあたり、澤田知之様からお預かりしたメッセージを掲載
させていただきます。
なお、総会で会長が選任されるまで、本田技研工業㈱四輪事業
本部生産企画統括部の大西義史副会長が会長代理に就いています。

芳工連会員の皆様へ
この4月で定年退職を迎えることとなり、芳工連の会長職も3月末を以って退任させていただ
きました。
思えば2004年の8月にホンダエンジニアリング㈱の本社移転に合わせて栃木地区に異動と
なり、それ以降約10年にわたり芳賀工業団地の一員として勤務させていただきました。
その間、リーマンショックによる景気の落ち込みや、東日本大震災という大きな災害に襲われ、
各企業様にとっても正に苦難と激動の10年であったかと思います。
芳工連役員としては副会長を1年、会長職を4年間も勤めさせて頂き、平成21年には芳工連創
立2０周年の記念行事を多くのご来賓をお招きして開催することも出来ました。
会長としてどこまでお役に立てたのかとの思いはありますが、何とか無事に勤め終えることが出
来たのも、皆様方の温かいご支援の賜物と心から感謝しております。
この10年で工業団地を取り巻く環境は大きく変わりました。
念願であったテクノ大橋が完成し、また芳賀バイパスをはじめとする周辺道路の整備も進み、永
年の課題であった通勤時の交通渋滞の緩和が大きく前進したことは、行政の皆様のご尽力の賜物
であると同時に、会員企業の努力と芳工連の地道な活動が、大きな実を結んだものであると思い
ます。
景気の見通しにやや明るさも見えてきたとは言え、まだまだ気の抜けない経済環境が続くと思
いますが、会員企業と地元行政との絆を糧として、各会員企業様及び芳賀町様そして芳工連の更
なる発展を祈念しております。
最後になりますが、皆様の益々のご活躍とご健勝を心からお祈り申し上げて退任の挨拶とさせ
ていただきます。
ありがとうございました。
ホンダエンジニアリング㈱主監 澤田知之
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■総務企画部会
■新入社員研修会の実施
4 月１４日～1５日、総務企画部会主催の新入社員研
修会が、㈲エファ社の菊地先生を講師に迎え開催されま
した。参加企業６社の新入社員１９名を対象に管理セン
ター大会議室で開催されました。
研修に先立ち、事務局より受講生に対し、芳工連の概
略説明及び仕事に対する取組みについてお話をさせて
頂き 2 日間の研修をスタートしました。
研修内容は、挨拶の基本・電話応答の仕方・ビジネス
用語の使い方などいずれも実践的な内容でした。
受講生からは、今回の研修で改めて挨拶とコミュニケ
ーションの大切さを身を持って実感することが出来た。
また、これからは研修で指導いただいた事は勿論、自
分から勉強してスキルをあげていきたい。など素直な感
想が聞かれました。
休憩時間には、他社の受講生とも打ち解け、一緒に歓
談する姿も見受けられるなど、受講生同士のネットワー
クづくりにも一役買った研修でした。

■交通防犯部会
■春の交通安全県民総ぐるみ運動
（4 月 6 日～15 日）
1）交通安全のぼり旗の設置
芳工連交通防犯部会では、部会メンバー18 名が 4
月４日に『交通安全のぼり旗』『交通安全横断幕』を
工業団地内交差点 2 か所に設置しました。交通安全県
民総ぐるみ運動に合わせ、工業団地内を通過する多く
のドライバーの目に留まり、交通安全に対する意識を
高め、交通事故の撲滅に寄与できるよう願い活動して
います。
2）交通安全立哨の実施
4 月 6 日から 15 日まで、「春の交通安全県民総ぐ
るみ運動」が展開されている中、芳工連では、芳賀町
交通安全対策連絡協議会の活動に合わせ、4 月８日
（火）午前 7 時 30 分から工業団地管理センター交差
点において、芳賀町教育長見目政子様 真岡警察署長
川出吉幸様を始め、地域交通安全推進関係者様・芳工
連交通防犯部会のメンバーが交通街頭立哨を実施し
ました。総勢 50 名程で通勤途上、交差点で止まった
ドライバーの皆様に、シートベルトの着用徹底・飲酒
運転の根絶・子供や高齢者に優しい運転のお願いをし、
パンフレット・安全グッズの配布を行いました。
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■芳工連会計監査実施
5 月２３日(金)開催される定期総会を前に、4 月 18 日(金)午前 10 時 30 分から管理センタ
ー小会議室において、芳工連監事である三菱 UFJ 信託銀行栃木芳賀センター長 荒井俊人様、
東洋ビューティ（株）総務課長 戸頃志郎様による会計監査が実施されました。
始めに、2５年度の収支決算及び特別会計決算の報告をさせて頂いた後、出納帳ほか会計帳簿、
貯金通帳、領収書それぞれの確認を頂きました。
その結果、適正に執行され、かつ収支に間違いないことを確認していただきました。

■管理センター管理組合関係
1）会計監査を実施
４月１７日（木）午後１時３０分から定期総会を前に、管理センター小会議室にて、芳工連理
事である池田興業（株）支店長 田口裕幸様、芳賀町総務課長 大関一雄様の両監事により会計監
査が実施されました。
各帳票類の記載項目について検証・確認をして頂きそれぞれ、適正に執行され、かつ収支に間
違いない事が確認されました。
２）管理センター管理組合総会を開催
管理センター管理組合は、管理センター施設の
維持管理業務と芳賀町工業団地内の企業で構成
する芳賀町工業団地連絡協議会の諸活動の助長
並びに公共施設の利用促進を目的として設立さ
れたもので、当管理組合は芳賀町から管理センタ
ーの指定管理者に指定されています。
この管理組合の総会が、4 月 2１日（月）芳賀
温泉ロマンの湯において、坪川組合長以下役員 8
名並びに事務局員２名が出席し開催されました。
総会は、坪川組合長の挨拶に始まり、平成 25
年度の事業報告及び収支決算の報告があり、席上、
芳賀町総務課大関課長（監事）から、全ての帳簿
類は適切に処理されている旨の監査報告があり
ました。引続き平成２６年度の事業計画（案）及び予算（案）について審議して頂き、全議案が
可決されました。

■芳賀町花火大会実行委員会開催
■町政施行６０周年記念花火大会を実施
４月２５日（金）午後４時から芳賀町役場大会
議室で開催された花火大会実行委員会において、
今年の花火大会は町政施行 60 周年記念花火大会
として、8 月 2 日（土）に開催されることが決定
しました。企業様には協賛金の御協力をお願いす
る予定ですので、御理解とご協力をお願い致しま
す。改めてお願いの御連絡をさせて頂きます。
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■芳賀町ゴルフ連盟からのお知らせ
■2６年度芳賀町ゴルフ連盟登録のご案内
芳賀町ゴルフ連盟定期総会が 4 月４日開催され、
2６年度の事業計画（案）が可決されました。
今期は、５月１８日に第 19 回町ゴルフ連盟の大
会、12 月上旬に第 3４回町民チャリティゴルフ大
会開催、その他栃木県連盟支部対抗・郡市対抗親善
ゴルフ大会へ参加予定です。
例年、芳工連の企業の方々にチャリティゴルフ等
に参加協力を頂いております。
2６年度の活動にあたり、芳工連企業にお勤めの方に
是非、芳賀町ゴルフ連盟への登録をお願いします。詳細
は芳工連事務局七井までお問い合わせください。
問い合わせ先

芳工連事務局

028－677－5033

■芳工連総会を開催
■第２５回定期総会の開催予定
ご案内のとおり５月２３日（金）午後３時３０分
から管理センターにおいて第 25 回定期総会を開催
します。平成 25 年度事業報告並びに収支決算の承
認、平成 26 年度事業計画並びに収支予算の議決、
役員改選を議題とします。
会員各位の御出席をお願い致します。

芳工連日誌
【 4 月の実績 】
４日 交通安全のぼり旗設置
４日 芳賀町ゴルフ連盟総会
6-15 日 交通安全県民総ぐるみ運動
８日 交通安全街頭立哨
14 日～15 日 新入社員研修
17 日 管理センター管理組合会計監査
18 日 芳工連会計監査
21 日 管理センター管理組合総会
25 日 芳賀町ロマン花火大会実行委員会
【 5 月の予定 】
７日 栃木県団管連幹事会
8 日 芳工連役員及び正副部会長合同会議
8 日 芳賀町観光協会理事会
14 日 町政懇談会
14 日 労働災害防止団体等連絡会議
20 日 芳賀町観光協会総会
20 日 真岡労働基準協会総会
23 日 芳工連定期総会
23 日 真岡地区暴力団追放対策協議会総会
24 日 芳賀町町政施行 60 周年記念式典
28 日 チャレンジデー
28 日 普通救命講習会
2８日 クリーン作戦
2８日 資源ごみ回収日
29 日 第 2 回花火大会実行委員会

■事務局長の交替
河田茂美事務局長が平成 26 年 1 月 31 日付けで退職しました。勤務期間は１年１０ヶ月間
でした。事務局長として職務に精励された河田茂美様に、会員企業の皆様とともに改めて感謝を
申し上げます。大変お世話になりました。
事務局長は２ヶ月間不在でしたが、４月１日付けで七井真人が事務局長に就任いたしました。
事務局長不在期間中は、会員企業様はじめ役員並びに部会の皆様に、何かとご不便ご迷惑をお掛
けしました。芳工連だよりも 3 月号と 4 月号は発行できませんでした。心からお詫びを申し上
げます。
事務局長に就任しました七井真人の自己紹介をさせていただきます。
１９５３年生まれ６０歳、芳賀町東高橋在住です。今年３月３１日付け
芳賀町商工観光課長で芳賀町役場を退職しました。
これまで、工業団地に関する業務を所管する課に在籍したので、経験
を活かして芳工連と芳賀町との連携を強化し、企業様の経営環境が一層
よくなるよう努めたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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