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全管連青年部●

工業協同組合青年部長協議会会長より来年の第 20 回
通常総会への参加呼びかけが行われました。最後に、中
島前会長のこれまで2期 4年間の功績を称え卒業セレモ
ニーが行われ、田村茂人副会長による中締めで閉幕しま
した。
　翌 8 月 2 日は新体制での理事会が開催され、また夜
には約 90 名の全国の会員の方にねぶた祭を観覧し盛り
上がっていただきました。
　総会本番までを振り返ると、地元スタッフも初めての事
業ということで様々な課題にぶつかっていましたが、多く

澤規郎全管連会長の代読として、北向幸吉全管連理事・
青森県連会長、鹿内博青森市長から祝辞をいただき、粕
谷明博全管連専務理事による乾杯の御発声で宴が始まり
ました。アトラクションでは、翌日から開催されるねぶた
祭の囃子の演奏、続いて津軽すこっぷ三味線の演奏があ
り新役員にも実際に体験していただき会場も大いに盛り
上がりました。次期開催地の PR では東京都が紹介され
「黄金のパイレン」の引継ぎや、村上竜馬東京都管工事第19回通常総会　青森総会を盛大に挙行

鹿内青森市長ご臨席

中島会長から秋山新会長（岡山）へバトンタッチ！

　平成 27 年 8 月
1 日、青森県青森
市のホテル青森に
て、第 19 回通常
総会・研修会・懇
親会が開催されま
した。
　通常総会では、
冒頭に中島誠照会長（愛知）の挨
拶があり、その後 5 議案が上程さ
れ、平成 26 年度の事業報告・収
支決算、27 年度の事業計画・収
支予算等全てが原案どおり議決承
認されました。特に今年は役員改
選期であり、中島会長に代わり、

本会副会長で岡山市管工設備協同組合青年部の秋山雅
仁氏が会長に選任され新たなスタートをきりました。
　秋山新会長は挨拶の中で「今年度のテーマとして『看
脚下（かんきゃっか）』を掲げましたが、その意味は自分
の足元を見よ、という意味の漢語からきており、己の立
脚するところを見失うな、常に自戒せよという事でありま
す。これは、自分自身をよく見て、未熟である自分に気づき、
発見する。我々も会社やその組織
内において仕事をする中、ライフラ
インを守っている認識の元、誇り高
い集団であるという姿を発信してい
きたい。」と抱負を述べました。
　総会終了後は研修会が行われ、
ソフトボール界でもご活躍をされて

　青森総会では多数の会員の皆様にご出席いただき誠にありがとうございました。
青森県連青年部の皆様には１年にわたるご準備に心より感謝申し上げます。総会で皆様にご承認を頂き秋
山新会長のもと新体制にてスタートする事が出来ました。皆様の暖かいご協力、積極的なご参加を宜しくお
願い申し上げます。 ＰＳ．来年もねぶた祭り行きたいなぁ・・・。                 仲儀総務副部会長（埼玉）記後

集編

いる齋藤春香氏に「世界一を目指
して。」と題して、その組織のベクト
ルの向け方やそのあり方について講
演をして頂きました。
　懇親会では全国からの会員に加
え、来賓・賛助会員にも参加いた
だき 300 名を超えるご出席をいた
だきました。秋山新会長から挨拶の後、来賓の中から大

の皆様からのお力添えをいただくことで、大きな事故もな
く無事に総会を終えることができました。また、皆が成功
に向けて協力し合ってきたこの 1 年間の貴重な経験は、
組織はもちろん個々においてもさらなる成長へ向けての糧
となったのではと思います。
　最後になりましたが、ご多忙の中参加いただきました
来賓の皆様、賛助会員の皆様、全国の会員の皆様の益々
のご健勝とご多幸をお祈り申し上げ、通常総会の報告と
させていただきます。

溝江理事（青森）

通常総会

元ソフトボール女子日
本代表の齋藤春香選手

秋山新会長（岡山）

　中島会長から秋山新会長（写真・左）へ
　バトンタッチ

新しい役員で出発！

全管連　青年部協議会

会員募集会員募集
日々の活動にちょっとしたスパイスを入れて刺激が欲しいあ
なた。あえて言おう。その場所は全管連青年部であると。

親組合である「全国管工事業協同組合連合会」と連携を図りながら組合にメリットをもたらす活動、そ
して青年部員の調和と団結と自己啓発を生み出し、新しい時代のニーズを求め私達と活動しませんか。

設立から 19 年。本協議会では様々なコンセプトを掲げ、多種多様な事業に青年部カラーを活かして取り組んで
参りました。全管連青年部協議会は組合・県連青年部の集合体であり、各青年部支援の基本理念が根底にあります。
当協議会に加入する事で全国ネットワーク網の一員となり、全国組織の大舞台で今まで以上の活動ができますよ
う、皆様方のご加入をお待ちしております！加入をご希望される組合は全管連事務局（０３－３９４９－７３１２）
仲村までご連絡をお願いします。

全管連青年部協議会加入へのお願い！

秋山会長
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溝江理事（青森）

会　長 　秋山　雅仁 岡山県
副会長 　扇　俊介 宮城県
副会長 　田村　茂人 徳島県
総務部会長 　小林　弘幸 兵庫県
事業部会長 　村上　竜馬 東京都
総務副部会長 　仲儀　公亮 埼玉県
事業副部会長 ＊小金丸　剛 福岡県
理　事 ＊臼谷　和弘 北海道
　〃 　溝江　貴之 青森県
　〃 　鈴木　英樹 秋田県
　〃 　斎藤　洋也 山形県
　〃 　日下　貴博 福島県
　〃 　佐藤　義晴 栃木県
　〃 ＊太田　勝晶 神奈川県

理　事 ＊北澤　昴也 新潟県
　〃 　棚元　理人 富山県
　〃 ＊永山　雅規 愛知県
　〃 ＊山本　真義 京都府
　〃 ＊池田　直仁 和歌山県
　〃 　山本　昌宏 広島県
　〃 ＊渡邊　光一 香川県
　〃 　日野　隆史 愛媛県
　〃 ＊濱田　啓志 高知県
　〃 ＊伊藤　大輔 大分県
監　事 　積田　鉄也 埼玉県
　〃 　瀧島　康秀 東京都
　〃 ＊川又　健太郎 神奈川県

＊は新任

通常総会事業 溝江貴之（青森）
広報関連事業Ⅰ 鈴木英樹（秋田）、太田勝晶（川崎）、北澤昴也（新潟）、棚元理人（富山）、山本昌宏（広島）、　　

渡邊光一（高松）、濱田啓志（高知）
会員交流事業 齋藤洋也（山形）、山本真義（京都）、池田直仁（和歌山）、日野隆史（愛媛）、伊藤大輔（大分）
会員サービス事業 臼谷和宏（北海道）、日下貴博（福島）、佐藤義晴（栃木）、永山雅規（名古屋）

平成27年度担当分担

平成27年度役員

ねぶた囃子

ねぶた祭り参加者

黄金のパイレンを掲げる村上東青協会長

今年も献血事業を実施

懇親会

次年度は東京都で開催

鹿内青森市長


