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内部長に手渡されました。
　そして、懇親会の最後に地元のお礼の挨拶、博多の祝
いめでた、博多手一本と福岡ならではの締め方で懇親会
の幕を下ろさせて頂きました。また、懇親会終了後には
九州豪雨災害の義援金を会場の外で皆様に呼び掛けさせ
て頂いたところ、18 万円の義援金を集めることができま
した。この義援金は 8月 25 日 ( 金 ) に朝倉市福祉事務

事業管理者による乾杯で祝宴がスタートしました。懇親
会の途中では太宰府の PR 隊として活動されている太宰
府まほろば衆による演目が披露されました。太宰府の伝
統や文化を踊りを通して皆様にも伝わったのではないかと
思っております。
　懇親会の終盤には次年度総会開催地の福島県連青年
部の皆様による PR、黄金のパイレンを福岡から福島の山

第21回通常総会　福岡総会を盛大に挙行

会長に秋山雅仁氏（岡山）を再任

　平成 29 年 8 月 19 日 ( 土 )、福岡市博多区のホテル
日航福岡にて全管連青年部協議会第 21 回通常総会並
びに研修会、懇親会が開催されました。前年度の東京総
会で福岡青年部が垂れ幕で「なんかの縁たい！　
きんしゃい福岡」を全国の皆様にアピールさせて頂きまし
たが、当日は我々の予想をはるかに上回る方々が福岡に
来て頂きました。
　第 21回通常総会は伊藤理事（大分）の司会で開会し、
続いて秋山会長の挨拶があり、その後５議案が上程され、
平成 28 年度の事業報告・収支決算、平成 29 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。
　通常総会の議長は谷村理事（長崎）
が就任し、議事はスムーズに進行し
無事に終了する事が出来ました。また
今年は役員改選の時期であり、秋山
会長が再任され正副会長部会長も 3
人の新役員の方が誕生し、若返りを
図りました。

　秋山会長は今期「ダイバーシティ
( 多様性 )」を全管連青年部の目標
として掲げました。目まぐるしく物
事が変化していく時代の中でライフ
ラインを預かる我々は色々な物事に
順応し可能性を見出し生きかなけれ
ばならないと私自身感じております。
これから 2 年間、出向理事と共に秋山会長を支えて参り
ます。
　総会終了後には、全管連の粕谷専務理事による講演「指
定工事店制度等について」が、続く記念講演ではTOTO
歴史資料館初代館長の山谷幹夫氏による講演「日本の
水洗トイレ～誕
生と発達～」が
行われました。
　入社して間も
ない頃より、歴
史資料館の立ち
上げを任命され、
展示してある便

　福岡総会は、実行委員をはじめとする単組の皆さま、本当にありがとうございました。参加人数も多く、内容も素
晴らしく、夜も楽しくと、正に三拍子揃った最高の総会でしたね。また、当協議会も役員改選で、神奈川県水という
仲間やフレッシュなメンバーを迎え、『秋山丸』二度目の出航となりました。追い風をつかみ大躍進といきましょう。ま
ずは10月の和歌山会員交流事業で、皆さまにお会いできるのを楽しみにしております。    河野総務副部会長 （東京）記後

集編

器などは、実際に使われていたものを持ち帰り、クリーニ
ングして展示された等、エピソードをお聞かせ頂きました。
　懇親会では日本一を何度も受賞され、全国的にも有名
な精華女子高等学校吹奏楽部の方々にオープニングセレ
モニーとして演奏して頂きました。流石と云わんばかりの
圧巻の演奏で会場全体を巻き込みながら素晴らしいパ
フォーマンスを披露して頂きました。
　懇親会冒頭の挨拶では福岡市の中園副市長、全管連
会長の祝辞（全管連副会長、福管協の藤理事長代読）、
ご列席頂いた来賓の方々の紹介の後、清森福岡市水道

所の方に全管連青
年部を代表して渡
して参りました。
最後にはなります
がお忙しい中ご列
席頂いた来賓の
方々、全国から福
岡の地に来た頂い
た青年部会員の皆
様、重ねてお礼を
申し上げます。ま
た、今回 1 年以
上かけて会議、準
備等でご尽力頂いた、福岡、北九州、久留米、田川の
青年部会員の皆様、本当にお疲れ様でした。心より皆様
にお礼を申し上げたいと思います。福岡総会に参加いた
だいた全ての方々のご多幸とご健勝を祈願いたしまして報
告とさせていただきます。

全管連青年部協議会　副会長　小金丸　剛

秋山会長

谷村議長

新役員等で集合写真

　5月20日（土）開催された第 106回理事会において、神奈川県管工事業協同組合青年部の加入に関する審議が行わ
れ、満場一致で承認されました。その結果、全管連青年部協議会は27都道府県 32団体となりました。

神奈川県管工事業協同組合青年部
所 在 地 ： 神奈川県海老名市中央
　　　　　 3-3-12
代　　表 ： 部長　原　敬史
設　　立 ： 平成10年7月10日
構成員数 ： 71名
ホームページ：
　http://www.kensui.or.jp/seinenbu/index.html

加入して一言：
　情報化社会により、利便性が追及される一方、人と
人とのふれあいを大切にすることが見直されている昨
今、「絆」という言葉の大切さや尊さを実感する機会・
事象が続いております。有事の際に発揮される元来我々
が持ちうる、相手を思いやる気持ち、すなわち「思いやり」
が、戦後、日本が復興・修復・再興してきたことにつ
ながる要因であれば、高齢化社会に移行しつつある現
在においても、同じことが言えると感じております。
　日本の国家や中小企業、我々の水道業界においても、
今まさに直面している高齢化社会の中、事業承継問題、
中小企業の 10 年先の存続率など、多々課題が山積で
す。これは国力の衰退を示唆するものです。今、次世
代の我々が先頭を切ってこの問題に立ち向かわなけれ

神奈川県管工事業協同組合青年部が全管連青年部に加入
２７都道府県３２団体へと拡大

部長 原　敬史

ばなりません。そこで全国の皆様と一致団結し取り組む
べきと考えます。
　日本全国で培ってこられた全管連青年部の強固かつ
堅固な「絆」に仲間入りをさせていただける期待と興
奮に胸を躍らせながら筆を執っております。青年部協議
会の皆様がご活躍しているフィールドに、後発ながら仲
間入りをさせていただき、先輩方のお導きをいただきな
がら、研鑽を享受し、人と人との御縁を大切につない
でいければこの上ない事と思います。改めまして、「神
奈川県管工事業協同組合青年部」の、全管連青年部
協議会への仲間入りをお願い申し上げまして、加盟加
入の所信のごあいさつとさせていただきます。

神奈川県管工事業協同組合青年部
部長　原　敬史

通常総会

講演会を行った
粕谷専務理事

TOTO歴史資料館
初代館長の山谷幹夫氏
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会　長 　秋山　雅仁 岡山県
副会長 　扇　　俊介 宮城県
〃 　小金丸　剛 福岡県
総務部会長 　仲儀　公亮 埼玉県
事業部会長 　日下　貴博 福島県
総務副部会長 ＊河野　幸雄 東京都
事業副部会長 　太田　勝晶 神奈川県
理　事 　臼谷　和弘 北海道
　〃 ＊荒関　晃介 青森県
　〃 　鈴木　英樹 秋田県
　〃 　齋藤　洋也 山形県
　〃 　廣田　勝義 栃木県
　〃 　北澤　昂也 新潟県
　〃 ＊野田　剛史 富山県
　〃 　成瀬　章宏 石川県

理　事 　永山　雅規 愛知県
　〃 ＊加藤　友幸 京都府
　〃 　池田　直仁 和歌山県
　〃 ＊山中　賢作 兵庫県
　〃 ＊弘中　謙一 広島県
　〃 ＊奈良　悠一朗 香川県
　〃 　日野　隆史 愛媛県
　〃 　田村　茂人 徳島県
　〃 ＊安宅　弘明 高知県
　〃 　谷村　正夫 長崎県
　〃 ＊林　　誠 熊本県
　〃 　伊藤　大輔 大分県
監　事 　川又　健太郎 神奈川県
　〃 　瀧島　康秀 東京都

＊は新任

通常総会事業 小金丸剛（福岡）
広報関連事業Ⅰ・Ⅱ 鈴木英樹（秋田）、北澤昂也（新潟）、野田剛史（富山）、成瀬章宏（石川）、弘中謙一（広島）、
 奈良悠一朗（高松）、安宅弘明（高知）、林誠（熊本）、谷村正夫（長崎） 
会員交流事業 齋藤洋也（山形）、池田直仁（和歌山）、田村茂人（徳島）
親会委託事業 臼谷和宏（北海道）、荒関晃介（青森）、永山雅規（名古屋）、日野隆史（愛媛）
担い手育成事業 廣田勝義（宇都宮）、加藤友幸（京都）、山中賢作（兵庫）、伊藤大輔（大分）

平成29年度担当分担

平成29年度役員

朝倉市へ義援金を贈呈

今年も献血を実施！

　賛助会員によるブース展示精華女子高等学校の演奏

中園 福岡市副市長 藤 全管連副会長
次年度開催地の福島県連青年部


