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全管連青年部
協議会の第 20
回通常総会及び
関連行事が8月
20 日（土）に
東京・西新宿の
京王プラザホテ
ルにて開催され
ました。
当日は、多数のご来賓、青年部協議
会会員、賛助会員等総勢約 400 名が参
加して頂きました。
通常総会は秋山雅仁会長（岡山）の
挨拶より始まり、創立時から本会の活動
をけん引してきた歴代の会長と会員の献
身的な活動、親組合等関係団体の支援
に感謝を述べました。その上で「技術・
技能の継承、地域の活性化が重要であ
り、「ボトム・アップ（底上げ）」というテー
マを掲げ、青年部らしく今まで以上に活
発な活動を行っていきたい」と力強い宣
言がありました。その後 5議案が上程さ
れ、平成27年度の事業報告・収支決算、
平成 28 年度の事業計画、収支予算等
全てが原案通り議決承認されました。
総会終了後の記念講演では、青年部
OBの佐藤裕之氏（秋田県羽後設備㈱
代表取締役社長）による「汝何のために
そこにありや」と題して、地方創生・まち
おこし実践論の講演が行われました。引
き続き、記念式典では、厚生労働省宮崎
水道課長、全管連大澤会長、東京都水
道局田村技監による祝辞ののち、会員団

体紹介、活動事
例報告が執り行
われました。そ
の後、全国中小
企業団体中央会
より、組合の振
興発展に尽くし
た功績が評価さ
れ、秋山会長の
永年の功績と共
に、表彰が行わ
れました。また、
歴代会長の初代
から3代の福田
可也相談役（富
山）、髙井豊司
相談役（兵庫）、
五十嵐俊弘相談
役（川崎）の退任式が執り行われました。
引き続き行われた懇親会は、秋山会長の挨拶、佐藤
理事長（東京都管工事工業協同組合）による乾杯で祝
宴がスタートしました。懇親会時には、チアダンスチーム
「東京ガールズ」による華やかなパフォーマンスや、アト
ラクションとして長さを指定された塩化ビニール管の切断
競争が各県の代表者で競われ、参加者を魅了しました。
また、次年度開催
地が福岡市と発表
され、小金丸剛福
岡市管工事協同組
合青年部会長によ
るPR が行われる
など、青年部会員
が互いに親交を深

　第 20回東京総会、記念式典が盛大に幕を閉じました。東管青年部の河野実行委員長、村上会長をはじ
め皆様のご尽力に心より感謝を申し上げます。また新たな仲間として石川県、熊本市の青年部の入会が承
認されました。今年度の新テーマは「ボトム・アップ（底上げ）」、昨年度以上に活発な活動ができればと思
います。皆様の積極的なご参加、ご協力をよろしくお願いします。

　　　　　　　　　仲儀総務副部会長（さいたま市青年部）

「第20回通常総会 創立20周年記念式典を開催」

～厚生労働省　宮崎水道課長ご臨席～

テーマは「 人 間 の 、 か た ち 。」

パブリックトイレの形状を一から見直し、人が近寄りやすい形状を考えました。

人が使いやすく、建築にも合わせやすいLIXILの新しいパブリックトイレ。
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めました。
参加会員にメリットとなる情報提供を目的に、日頃協
賛を頂いている賛助会員によるブース展示が行われまし
た。社会貢献活動としては、献血事業を実施し、60名
の会員が献血を行いました。

［集え水職人！  第 20回東京総会を終えて］
この総会を振り返り、思い起こせば、約 2年前に20
周年を迎えると分かり「どうせ東京でしょ？」という感じ
が漂う中で地元に話を持ち帰り「どうせやるなら開催地と
して立候補をし、今の僕らで出来る精一杯の東京らしさ
をアピールしようよ！」と私の声掛けに地元青年部の役員
が賛同してくれて、任期満了だったにも関わらず、ほぼ全
員がこの総会の為に2年間役員を延長してくれて8月
20日の為に結束を高めました。
その後の全青
協理事会にて田
村議長（徳島）
が「20 回の開
催地の立候補は
ありますか？」
の質問の時は地
元のメンバーを
代表して「はい！
東京にやらせて
ください！」と力強く声を上げたことを
今でも鮮明に覚えています。
それから1年半をかけ東管青年部
河野実行委員会の下に24 人の有志
が集まり「made in 東青協」の会議
が始まりました。
何でもある東京の中で「東京らし

さ」を探すのに本当に時間をかけまし
た・・・

ホテル側との
打ち合わせで、
結構な制限もあ
り、皆で悩んだ
日も多々ありま
したね。
そのような中

で女性青年部員
の上杉さんの
司会決定！締
めの木遣りも
青年部員が
披露すると、
全員を巻き
込む参加型
のアトラク
ション「ピッ
タシ管管！」
どれも想像以
上の出来栄えだったと思います。
そしてもう1つの大きな課題・・・そうです2次会です！
これも私の思い付きで「この機会に全国から青年部が
集まるのにバラバラの2次会はダメだよ！せっかくだから
全員で2次会をしたい！」この無責任な私の発言にも「よ
し！まずは箱を探してみよう！新宿だからなんとかなるだ
ろ！」と話が進み当初は150～ 170名かな？との予想で
したが何と249名もの方に御参加いただき大盛会となり
ました。
この20周年を引き受
けて大変でしたが、それ
以上に得たものがたくさ
んありました。
東青協のメンバーの底
知れぬ潜在能力、行動

力、実行力そしてこの機会によりできた団結力と本当にプ
ライスレスな物を手に入れることができました。そしてこ
の事を基盤にして次期の青年部に繋がってくれたらと節に
思います
最後になりますが、記念講演を引き受けていただいた
秋田の佐藤ＯＢ、ご参加して頂いたご来賓の皆様、青年
部会員の皆様、賛助会員の皆様、事務局の皆様、そして
東管青年部の皆様このように大盛会となりましたのは皆
様あってのことです。
今後とも全管連青年部を温かく見守っていただけるよう
宜しく御願い申し上げます。

追伸　来年の福岡総会は東京の皆で参加の予定です！
楽しみにしていますよ！
　東京都管工事工業協同組合　

青年部長協議会　会長　村上　竜馬

厚労省・
宮崎水道課長

秋山会長による
総会挨拶

全国中央会表彰式

歴代相談役退任式　（左2人目から順に、
福田・髙井・五十嵐相談役）

第20回　通常総会

講演者の
佐藤裕之氏

（秋田・青年部OB) 東京ガールズによるパフォーマンス

記後
集編

～全国中小企業団体中央会会長表彰を受賞、献血事業は60名の青年部会員が献血を実施～

東京都水道局・
田村技監

　5月14日（土）開催された第 102回理事会、8月20日（土）に開催された第 103回理事会において、石川県管工事
協同組合青年部会、熊本市管工事協同組合青年部会の加入に関する審議が行われ、承認されました。その結果、全管連
青年部協議会は27都道府県 31団体となりました。

熊本市管工事協同組合青年部会
所 在 地 ： 熊本県熊本市中央区水前寺
　　　　　公園16番40号
代　　表 ： 部会長　林　誠
設　　立 ： 平成3年1月9日
構成員数 ： 39名
加入して一言：
入会したばかりでご迷惑をお掛けするとは
思いますが宜しくお願いします。

石川県管工事協同組合青年部会
所 在 地 ： 石川県金沢市西泉5-93
代　　表 ： 部会長　成瀬　章宏
設　　立 ： 平成16年4月1日
構成員数 ： 35名
加入して一言：
全管連青年部、もの凄い力を感じました。
この力を共有してより良い青年部活動に
活かしたいと思います。

石川県管工事協同組合青年部会・
熊本市管工事協同組合青年部会が全管連青年部に加入

２７都道府県３１団体へと拡大

部会長
成瀬　章宏

部会長
林　　　誠
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今年も献血活動を実施

懇親会の司会を務め
た上杉友梨さん

東管・河野実行委員長（写真中央）より御礼

ピッタシ管管

締めは木遣りの方 と々

東管青年部の方々 次年度は福岡市で総会

新旧理事等を含めて集合写真

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
　〃 ＊廣田　勝義 栃木県
　〃 　太田　勝晶 神奈川県
　〃 　北澤　昴也 新潟県

理　事 　棚元　理人 富山県
　〃 ＊成瀬　章宏 石川県
　〃 　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
　〃 ＊伊藤　章久 高知県
　〃 ＊谷村　正夫 長崎県
　〃 　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 小金丸剛（福岡）
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）、成瀬章宏（石川）、　　

山本昌宏（広島）、渡邊光一（高松）、伊藤章久（高知）、谷村正夫（長崎）
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）、溝江貴之（青森）、日下貴博（福島）、廣田勝義（栃木）、永山雅規（名古屋）

平成 28 年度担当分担

平成 28 年度役員


