
第75号
平成24年 1月 1日

発行責任者
綾 瀬 市 商 工 会 青 年 部
部  長 笠 間 功 治

《《《情報委員会》》》
委 員 長 増 尾 玄太郎

平成23年度 臨 時 総 会 開 催
11月 16日 (水 )、 20:00～ 綾瀬市商工会館 にて、平

成23年度臨時総会が開催 されました。臨時総会 は、 2

年 1期で務める青年部の役員が次期の役員ヘスムーズに

引 き継 ぎを行 う為、次期部長、および三役を決定する為

に2年 に一度、開催 されます。

司会 を担当するのは、大八木太郎君です。村上副部長

が演台に立ち、臨時総会の開会が宣言 されます。続いて、

演台に立つ遁所監事の青年部宣言に続いて、部員全員に

よる、「誓い唱禾日」が行わオtま した。

2年前にこの臨時総会の場で部長 として選出され、残

す ところ半年の任期 となった笠間部長から、次期体制に

向けての意気込み として、「若者 らしくリミッターを外

した活動 をして行 こう」 と言 う、前向 きで力強い挨拶が

行われました。

続いて、議事進行 を行 う、議長の選出が行われます。

会場か らは「司会者一任」の声が挙が り、司会である、

大八木君か ら、議長 として佐藤雅彦君が選出されました。

佐藤議長の進行の下、議案審議が行われます。

第 1号議案は、「任期満了に伴 う次期部長及び三役の

決定について」です。

第 1号議案について、笠間部長か ら説明が行われまし

た。続いて、次期部長の選出について、藤井選挙管理委

員長 より、部全体で部長選挙 を行った結果、 1名 の立候

補者の届け出があった旨が部員たちに報告 されました。

その 1名 とは今寿義君です。今君は、今期の副部長を

務め、笠間部長の下、綾瀬市商工会青年部の活動 を支え、

また、今年の春か らは、神奈川県商工会青年部連合会会

長に就任するなど、綾瀬市にとどまらず神奈川県下の青

年部員の代表 として、全国を舞台に活躍する青年部員で

す。その今君から次期三役 (案)が発表されました。

部 長 今  寿義 君 (現副部長 )

副部長 大久保貴正 君 (現特務委員長 )

副部長 川崎 建司 君 (現花火大会実行委員長)

副部長 崎永 政人 君 (現研修委員長 )

会 計 増尾玄太郎 君 (現情報委員長 )

会 計 矢部 貴洋 君 (現総務委員長 )

部員たちの承認を得て、第 1号議案は無事可決 されま

した。

これか ら次期体制に向け、今寿義次期部長による新体

制の準備期間が始まり、 5月 に開催 を予定 される通常総

会での役員改選から、今寿義部長体制がスター トします。

次期体制を見据え、今次期部長に新体制に向けての抱負

を熱 く語って もらいました。今次期部長の所信表明を終

え、全ての議案審議が終了 し、佐藤君が議長の任 を解か

れます。

ここで、ご臨席頂 きましたご来賓の皆様 より、ご挨拶

を頂戴 し、臨時総会の成立へのご祝辞 を賜 りました。こ

こでは、お名前のみのご紹介 とさせて頂 きます。

綾 瀬 市 商 工 会 会 長 斉藤 敬訓 様

綾瀬市商工会工業部会長 武田  敬 様

綾瀬市 商工会 女性 部長 柏木 京子 様

ご来賓の皆様、お忙 しい中のご臨席、誠にあ りが とう

ございました。

最後に、笠間会計 より臨時総会の閉会が宣言 され、平

成23年度臨時総会は閉会 されました。

今回の臨時総会で、この先 2年間の綾瀬市商工会青年

部を組教上げる骨子が完成 した事にな ります。更により

良い体制になるよう、笠間部長、今次期部長を筆頭に部

員一同、頑張って参 りますので、これからも綾瀬市商工

会青年部を宜 しくお願い致 します。



平成23年 9月 17日 (土 )、 青年部員12名、家族 9名、

事務局 1名の計22名 の参加で、家族親睦会が開催され

ました。この事業は、年に一度のご家族への恩返し、そ

して、ご家族同士の親睦を目的としています。

朝 8時に商工会

館に集合 し、観光

バスで東京方面に

向かいました。先

ずは皇居での散策

… の予 定 で した

が、交通渋滞に巻

き込まれ、やむな

くバスの中からの

皇居見物 となって しまいました。

しか し、お昼にはお待ちかねの東京 ドームホテルのラ

ンチバイキング。和洋折哀なんで も有 りの豪華な昼食で

す。子供たちはお肉を頬張 り、お父さんたちはビールを

飲み、お母 さんたちはデザー トを堪能 しました。

お腹が満たされたところで、次に向かったのは浅草で

す。浅草寺周辺で観光を楽 しみ、そこか ら水上バスに乗

り、吾妻橋 か ら日の出桟橋 まで約40分の遊覧観光 をし

ました。隅田川上から眺める景色は、新鮮で気持ちのい

いもので した。

そ して、 日の出桟橋 より再びバスに乗 り、羽田空港新

国際線旅客 ターミナルヘ向かいます。羽田空港は、最近

リニューアルされた今話題の観光スポットです。間近で

飛行機の離発着を見た り、ショッピングを楽 しみました。

そ して最後は、

横浜中華街で中華

デイナーを頂きま

した。

今回も、盛 りだ

くさんの内容の家

族親睦会で、青年

部員たちは存分に

家族サービスがで

きました。

平成23年 11月 19日 (土 )～ 20日 (日 )、 青年部員 15名

事務局 1名 の計 16名 で、北海道へ慰労会 を兼ねた、先

進地視察研修に行ってきました。

今回の研修は、北海道でマーケテイング戦略を駆使 し、

太 陽 光 発 電 設 備 の販 売 で 成 功 を収 め られ て い る、

OFFICE KOM株 式会社 さんにお邪魔 しました。

先ずは、太陽光発電パネルを設置 し、省エネオール電

化のモデルハウスを見学 させて頂 きました。

その後、会場 を移 し、代表取締役 小室雄次様 にマー

ケテイング戦略、営業ノウハウについての講演をして頂

きます。講演内容は、マーケティング戦略 とはどういっ

たものなのか、また、時代の流れか らビジネスチャンス

が生まれる事など、ディスカッシ ョンを交えた素晴 らし

い もので、部員一同、大変勉強にな りました。

研修終了後、慰労会会場である札幌市中央区のキリン

ビール園へ向かいます。

慰労会では、北海道名物のジンギスカン鍋 を囲み、部

員同士、一年の労を労いました。

2日 目は、観光です。札幌市内の二条市場で海産物の

お土産を買った り、小樽に立ち寄 り、特有のレトロな町

の雰囲気 を味わい、北海道商工会青年部連合会の方にご

紹介 して頂いたお店で、小樽名物 を中心 とした美味 しい

昼食を頂 きました。

そ して、全ての行程 を終え、後ろ髪をひかれる思いで

空港に向かい、無事、綾瀬に戻ってきました。

今回も、大いに学び、大いに楽 しむことがで きた、素

晴 らしい先進地視察研修 とな りました。

研修委員会、総務委員会の皆さん、大変お疲れ様でした。総務委員会の皆 さん、あ りが とうございました。



「第5回 俺の会社を見てくれ～J開催
平成23年 9月 28日 (水 )、 綾瀬市商工会館 にて、継続

研修事業「第 5回俺の会社 を見て くれ～」が開催 されま

した。

この事業は、各々の仕事 を持つ青年部員たちが 自らの

事業所 を紹介 し、部員たちとのデイスカッション形式に

よる質疑応答 を経て、事業所、並びに、自身の成長に繋

げると言った趣旨で開催 される継続研修事業です。

斉藤研修副委員長の司会進行の下、研修事業が開始さ

れます。笠間部長から挨拶が行われ、続いて、会計 を務

める笠間健一君が、海老名市上河内にサークル Kサ ン

クスの新店舗 を出店 した事に対 して、御祝いが贈呈 され

ました。

この研修事業の担当委員会委員長である崎永研修委員

戻画 tこ の研修事業の趣 旨調明が行万万丁丁」
~~ ~

5回 目となる今回の発表者は、株式会社 ワメイの村上

隆至君 と、有限会社野中工業の野中真一君です。

まずは、 日頃からクリーンな職場環境作 りを目指 して

いる株式会社 ワメイの村上君からプレゼンテーションが

スター トします。

村上君は、社

歴、事業所の置

かれるグスコン

業界の歴史と現

状、現在行なっ

ている社内での

取 り組み等につ

いて、会場に集

まる異業種の部

員たちに分 りや

す く説明 していきます。会場にはパ ンフレッ トが配布 さ

れ、パ ンフレットの中には、明 らかにダス トコン トロー

ルの会社 とは、かけ離れた事業内容 と思える内装工事の

施工例なども紹介 されていました。『綺麗な環境作 りに

関わる事で有れば、お客様からの要望には安易に「無理J

と答えない』 と言 う、村上君の信念が感 じられる仕事の

内容で した。因みに、この施工には、青年部活動で培っ

た人脈を活用 したとの事です。

デイスカッションでは、サービス内容や、営業手法に

ついての具体的な質問が飛び交いました。

続いて、その気 になれば作れないものは無い |と 豪語

する、有限会社野中工業の野中君のプレゼ ンがスター ト

しました。会場内にはパ ンフレットが配布 され、実際に

手がけた仕事の内容など、掲載 された写真に沿って説明

がされ、製造業として重要であろう、設備面での強みが

十分に伝わるプレゼンでした。野中君は、地域でのつな

がりを活用する事を強く考えているようで、綾瀬市に有

る多 くの製造業の繋が りをフル活用 して、「物づ くりの

町・綾瀬」の強みを十分に活かしている企業であると感

じる素晴らしいプレゼンでした。

最後に、飛び入 り参加 となるプレゼ ンター、商工会の

荒川事務局が登場 し、神奈川県商工会連合会50周年式

典で行 う、プレゼンの予行練習が行われました。

今回の研修事業における総評を今副部長が行い、笠間

会計 より閉会が宣言 され、研修事業は幕 を降ろしました。

「第0口 俺の会社を見てくれ～」開催
平成23年 10月 19日 (水 )、 綾瀬市商工会館 にて、継続

研修事業「第 6回俺の会社 を見て くれ～」が開催 されま

した。 (事業趣 旨などは左記の内容 をご確認 ください)

今回の発表者は、有限会社青柳商店の宮澤良君、有限

会社大八木設備商会の大八木太郎君の二名です。

まず は、有限会社青柳商店の官澤君のプレゼ ンがス

ター トします。宮澤君の事業所 は、綾瀬市内外で菓子・

清涼飲料水の販売、そ して自動販売機のオペ レーター業

を主 として営業 しています。宮澤君は、取扱商品の紹介、

自動販売機のオペ レーター業 とはどういった ものなのか

を分か りやす く発表 して くれました。デイスカッシ ョン

では、自動販売機の商品セ ッティングにおける、選定の

基準など、普段、私たちが何気な く利用 している自動販

売機の裏で考 えられている深い戦略な どについて説明

して くれました。部員達か らも営業活動におけるヒン ト

を得 られ、大変参考になったようです。

続いての発表者は、有限会社大八木設備商会の大八木

君です。大八本君の事業所は、綾瀬市内において給排水

設備工事、冷暖房設備工事、土木工事の請負 を主に営業

しています。大八木君は、業務内容の紹介を中心に発表

を行つて くれました。ディスカッションでは、少人数経

営による社長 との意見の調整、そ して、会社経営の考え

方などはいかなるべ きかを、経営者、次期経営者である

青年部員達に対 し、意見 として求め、大変参考になった

ようです。

最後に、研修の趣 旨とは外れますが、今県青連会長 よ

り、神奈川県商工会連合会の50周 年式典で発表 を予定

する、「Web活用型共同販促事業の提案」の本番前の練

習発表が行われました。

遁所監事 より、総評が述べ られ、小林会計により、閉

会が宣言 され、今回の研修事業は幕 を降ろしました。

研修事業「俺の会社 を見て くれ～」は、今後 も継続 さ

れます。



平成23年 12月 3日 (土 )、 綾瀬タウンヒルズ、並びに、

綾瀬市役所南側広場でイル ミネーション点灯・ ｀
よさこ

い乱舞゛が開催 されました。

青年部が実行委員

として参加 している

イベ ン トで、今年 も

電飾準備、当日の警

備などのお手伝いを

してきました。

当 日は、た くさん

の来場者で盛 り上が

り、冬の綾瀬の夜を飾る素敵なイ

しました。

ルミネーションが点灯

:安田 勝己

:焼鳥 金肉

:昭禾日49年 7月 20日

:A型

:キ ックボクシング

ブラジリアン柔術

1月 21日 (土 )

1月 25日 (水 )

2月 1日 (水 )

2月 7日 (火 )

～ 8日 (水 )

3月 7日 (水 )

～ 8日 (水 )

4月 8日 (日 )

賀詞交歓会

研修事業「第 7回俺の会社 を見て くれ～」

県央ブロック研修大会

全国大会

関東ブロック後期大会

城山桜 まつ り

「あぷろ～Jも いよいよカラーとなりました。

早いもので、私の情報委員長としての任期 も残 り数ヶ

月。この「あぷろ～ち」の発行も次号が最後となります。

何事 も慣れた頃に終わってしまうものですよね。

綾瀬市商工会青年部ブログでは、「あぷろ～ち」バッ

クナンバーの掲載を始めました。昔懐かしい青年部の記

録も是非ご覧 ください。

青 年 部 ブ ロ グ (ホ ー ム ペ ー ジ)の 見 方
パソコンなら http://u-40 seesaa net/ もしくは、 オ食索

エンジンで「綾瀬市商工会青年部ブログ」と入れればO
K。 携帯からは同じくアドレスを入力するか、「あぷろ～

ち」表題の QRコ ー ドを読込んでアクセスして下さい。

綾瀬市商工会青年部では青年部員を募集
しています。私たちと一緒に地域貢献、研
修事業を通じて商工業の発展や社会勉強を
行っていきませんか ?
対象 :20歳～40歳までの綾瀬市商工会

加入の方
(商工会未カロ入の方は、カロ入後の入部となります。)

―番のメilットf

λ部するだllで、お姥 40名の仲間ができきすf

新入部員紹介 ようこそ r

名  前

事 業 所

生年月日

血 液 型

趣  味

着ちゃんが生きれました r

名  前 愛衣 (め い)

生年月日 平成23年 9月 29日

事 業 所 0デザインルーム・アート

パ  パ 崎永政人

【パパからの一言】

「歳 を取 ってか らの子供 は特 に可

愛いね～ |だが三姉妹 (泣)子供

の為 にも、仕事頑張ろつと l」

名  前 征太郎 (せ いたろう)

生年月日 平成23年 10月 3日

事 業 所 い フォワー ド

パ  パ 増尾玄太郎

【パパからの一言】

「もうちょいしたら、ビックマックの

味、教えたる1(ママには内緒)」

名  前 幸歩 (ゆ きほ)

生年月日 平成23年 10月 8日

事 業 所 0青柳商店

パ  パ 宮澤 良

【パパからの一言】

「息子も可愛いけど娘も良いもん

ですね― ←ヽ
′
∀ 大`)ノ 」


