


この度の第７０回総会の役員改選で、引続き理事長を仰せつかる事になり

ました渋谷でございます。日頃より皆様方には組合事業に対し、格段のご協

力をいただいておりますこと、厚く御礼申し上げます。 

さて、以前より組合では建設業許可関係書類作成のご支援を行ってまいり

ましたが、先般福島県よりご指導がございまして、誠に遺憾ながらこの業務

につきましては、取り止めざるを得ない状況となりました。 

関係する組合員様には大変なご迷惑をお掛けする結果となり恐縮でござい

ますが、既に行政書士の先生をご紹介申し上げご対応をいただいているとこ

ろでございます。何卒諸事情ご賢察の上、ご理解賜りますよう宜しくお願い

申し上げます。 

先日、福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会設立総会へ出席して

まいりました、会場は立席が出るほどで立錐の余地もなく、関心の高さに驚

かされました。行政さらに大学を含めた関係機関とも東日本大震災と原発事

故による複合災害からの復興へ向けて各種のプランを練っております。組合

といたしましても、適切な情報を組合員の皆様にご提供申し上げるとともに

従来の事業につきましても、新しい体制のもと活発に推進してまいりますの

で、今後とも宜しくお願い申し上げます。 

理事長         渋谷 修一  
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この度、副理事長及び、二期目の委員長を勤めさせて頂くこととなりまし

た。皆様におかれてはご高承のとおり、ヨーロッパの金融不安から始まっ

た世界経済の停滞、そして震災原発事故後の福島の現況、これは、昨日ま

で自分たちが信じていた既存のライフスタイルの終焉が見えたと言うに他

ならないと思います。 

昨今、行政や政治家が声高々に言っている再生可能エネルギーの開発、原

子力行政のありかた等々、まさしく非常の重要な問題ではありますが、現

実を生きる我々組合は組織として何を成すべきかを問われています。 

まず出来る事をやる。変化させなければならない事を早急に始める。これ

が肝心かと思います。具体的には、昨年より理事長を中心に取り組んでき

た「共同受注の高度IT活用による共同受注の新たな仕組みつくり」を実行

に移し、組合員間の情報の共有と意思疎通のスピードは速め、受注拡大を

促進するのが私の第一の使命と考えております。 

余談ですが、渋谷理事長と私は、高校時代より40年来の知己であり、気心

のしれた仲でもあります。任期中は理事長の補佐役として副理事長の職務

をまっとうさせていただく所存です。 

 
昨年度は、「クラウド型グループウエアによる共同受注の新たな仕組みつ

くり」をテーマとした研究会に多数の参加をいただき大変ありがとうござ

いました。お蔭様をもちまして、「Office365」の活用による共同受注の仕

組みの骨子は、ほぼ出来上がったものと考えています。 

今後は、多くの組合員（出来れば全員）の参加を集い、具体的な運用実績

を積み上げ、より内容を深化させていかなければならない時期となってお

ります。 

そのための具体的な活動として、参加希望者への説明会の開催、或いは戸

別訪問による説明などが考えられます。 

組合員の皆様には、より一層の積極的な参加ご助言の程宜しく御願い申し

上げます。 
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副理事長・共同受注委員会  

副理事長・安全衛生委員会   

このたび副理事長、並びに安全衛生委員長に就任いたしまし

た伊藤滋です。 

 東日本大震災から一年半が過ぎ、復興への道筋も見えてき

たかのように思えますが、まだまだ放射能の影響等もあり、

地元福島は復興への足がかりがついたのか疑問に思うところ

であります。 

 しかし、いつまでも後ろ向きなことではこれからの福島の

発展はみられません。いかに前に進んでいくか、個々の事業

所の知恵だけではなく、組合の多方面に渡る知識が必要に

なってくると思います。 

 

 そのような険しい状況ではありますが、組合員一丸となっ

てこの困難な状況に立ち向かえるよう、副理事長として理事

長を補佐し、また安全衛生委委員長として組合員の労働災害

防止や健康管理のために微力ながら貢献していきたいと思い

ます。 

渡辺 隆 

伊藤 滋 
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加入企業の代表また加入事業所従業員の方々を対象にして

他地区への小旅行・ボウリング・ゴルフ・芋煮会などから

２～３点を選び、コミュニケーションを深めながら各人の

技能・特技など情報収集・交換を図りつつ「新しい仲間作

り」や「自分の会社への応用」など楽しい交流が出来る委

員会を目指しております。多くの組合員の方々の希望をお

聞きしながら楽しい企画を練っていきたいと考えておりま

す。 

今年度または来年度に東京スカイツリー見学と浅草探訪、

屋形船で夜景を見ながらの懇親なども出来れば良いと考え

ております。企画倒れにならないよう多くの方のご参加を

希 望 い た し ま す。（予 算 に よ る 問 題 も あ り ま す

が・・・。） 

親善委員会  

経営研究委員会  

不況と言われてから早や２０年、好況を知らない若い人達

には今が普通になりました。 

借金を次代に残さないように、と消費税が１０%に上がるこ

とが国会で決まりました。 

昨年の大震災と津波、おまけに福島県は原発の放射能汚染

による風評被害の影響で。県内の景気はなかなか軌道に乗

りません。加えて円高基調は当分続きそうです、より安い

製品を作るために大企業は消費地で生産することを前提に

雪崩を打って海外に生産工場を移設しています。 

 このように暗い面をメディアで報道されると、この先日

本はどんどん悪くなって、どうなるだろうと気が滅入って

しまう。しかし、私はそんなことはないと思っています。

依然として高い日本製品にたいしての高い評価は続いてい

ます。中国、インドとの価格競争ではとても比較になりま

せんが、今市場にはないものを開発して高性能、高品質そ

れに、使う人の立場にたった気配りのある製品で勝負すれ

ばまだまだ勝機はあります。 

 日本人の誠実でこまやかな性格は世界で、好感を持たれ

ています、我々はそれを自覚して隙間を捜し努力を重ねて

いくことによって、我々製造業が生きていく道は必ず開け

ることでしょう。 
 

 経営研究委員会では、皆様の知恵を集めて、組合員の企

業がより経営が安定し、環境の変化に耐え得る強靭な経営

体質を創るための活動を続けてまいります。 

委員長 引地 正樹 

委員長   永澤 俊二 



このたび、組合の役員改選により不肖私が組合

常設の組合員拡大委員会委員長に委嘱されまし

た。私が組合員拡大に貢献していけるのかどう

か、多少の不安を感じておりまが、会員皆様の情

報や協力を仰いで、一社でも多くの方々に組合を

知って頂いて加入していただけるよう努力して参

りたいと思います。 

組合員拡大のために皆様からもお力をお貸しくださる

様お願い致しまして、簡単ですが就任の挨拶と致しま

す。 
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組合員拡大委員会   委員長 池田 憲男  

広報委員会    委員長 横山 康夫  

この度新しく広報委員長を務めることになりました。 

今の情報化社会において、重要性を増していく広報活動

ですが、会報では組合事務局と連携を取り、組合員の

方々への有益な情報の提供を。ホームページにおいて

は、組合の活動情報の発信・PRをするべく微力ながら務

めてまいりたいと思います。 

 

ご指導・ご協力のほど宜しくお願いいたします。 



■平成２４年５月３０日 水曜日 午後４時より 福島ビューホテルにて開催されました。 

提出全議案につき審議の結果、原案通り可決承認されました。 

役員改選の結果は下記のとおりです。 

 

理事長    澁谷 修一 

副理事長   伊藤 滋   渡辺 隆 

専務理事   丹治 敏夫 

理事     永澤 俊二 池田 憲男  引地 正樹  星野 真弘  横山 康夫 

 瓶子 修 吉成 和義  高橋 拓美  板倉 伸也 

監事    渡辺 三雄 佐藤 慶行 

■永年勤続優良従業員表彰が行われました。 

受賞者の皆様、誠におめでとうございました。 

 

・福島県鉄工機械協同組合連合会長表彰 

 
・福島県鉄工機械工業協同組合理事長表彰 

 
 

 

＊懇親会では、美味しいお酒とお食事と共に、組合員同士の交流を深めました。 

氏名 所属企業 勤続年数 

小水 文明 ㈲福島熔材工業所 ２３年 

氏名 所属企業 勤続年数 

紺野 実 (株)日下部工業所 １６年 

松崎 金衛 ㈱コスモ・エンジニアリング １５年 
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熱中症対策について           安全衛生委員会  

新職員紹介      

『熱中症対策』     安全衛生委員会委員長  伊藤 滋 

 

熱中症とは？ 
高温多湿な環境下において、体内の水分、及び電解質（ナトリウムなど）のバランスが崩れたり、体内の調整

機能が破綻するなどして発症する障害の総称です。 
 

 

 

 

 

 

１．汗をかく前に水分補給。 

２．スポーツ飲料等で、電解質の補給をする。 

３．朝トイレに行ったのみで、昼休みに尿が出ないのは、水分補給が不足。 

 

 

 

 

 

 

１．就業前の健康チェック：体温チェック・下痢の有無など 

  ※体温が高い場合・下痢をしている場合は、作業内容を配慮する。 

 

２．飲み物をクーラーボックスなどに入れ、作業場のそばに置く。 

 

３．作業が始まったら、30分おきに電解質を含む飲物を150～200ml飲む。 

 

４．昼休み時間に体温をチェック。就業前の体温に戻してから作業につく。 

体温が高い場合は、氷などで身体を冷やす。 

※シャワー（ぬるま湯）を浴び、着替えると効果的。 
 

５．高熱職場に配属されたばかりの社員は、暑さに対する耐性が弱いので徐々に作業負荷を

上げていく。 

 

 

以上のような事に十分留意して、 

暑い夏を乗り切りましょう！ 

熱中症予防三大ポイント 

高熱職場熱中症対策  
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■㈲鈴木機工     代表取締役 鈴木 信夫 

創立年月  平成7年7月31日 
 

会社を運営していく上でモットーとしていること。 

お客様のニーズに対して、迅速・丁寧に対応する。 
 

会社の特色 

・設計から加工→組立→取り付け（現場工事）まで一貫請負し

ております 

・短期納期をできるだけ可能にしております 

・医療、自動車、工作機器等、分散した業種に対応しておりま

す 

・マシニングセンター MILAC76Vを保有しており、加工範囲が

広いものにも対応しております 
 

余暇、休日の過ごし方 

・昨年7月からゴルフを始めました。 

凝り性な性格ゆえ、お付き合い程度に…と思っていましたが

見事にはまってしまい、ゴルフの練習にあけくれています。 

・子供たちも大きいので父親の家族サービスをあまり必要とさ

れていませんが、必要とされれば、家族の足となり(？)長距離

運転に貢献しております。 

鉄工組合は歴史も長く、工業社会に大きく関

わっている場所です。そこで働く人間として

誇りを持ち、組合員の方々の為に信頼を損な

わないよう業務に励みますので、ご指導の程

宜しくお願いします。  

二階堂 豊  

新規加入組合員紹介      

この度、新しく組合職員になりました。 

 まだまだ未熟者で、組合員の方々には

色々ご不便をおかけしてしまうこともある

とは思いますが、宜しくお願い致します。 

川村 文恵 

新職員紹介      
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■組合行事報告・予定 

 

 
 

 

青年部会事業報告 

 

日 時    内 容     開催見学場所 

3月30日   定例会            組合2F会議室 

4月28日   お花見及び西坂龍一氏慰労会  MASUZO 益蔵 

5月8日   会計監査会          組合2F会議室 

5月11日   通常総会           ホテル大亀 

6月8日   定例会            組合2F会議室 

7月13日   定例会            組合2F会議室 

7月27日   暑気払い           麦のはな 
 

 

青年部会では随時会員を募集しております。 

４８歳未満の後継者の方は、是非とも入会をご検討ください。 

入会希望の方は組合事務局へお気軽にお問い合わせください。 

開 催 日 項   目 

5.9 第8回 理事会 

5.18 福島県溶接協会通常総会 

5.30 福島県鉄工機器工業協同組合 第71回通常総会 

5.30 第1回 理事会 

6.14 第2回 理事会 

6.19 委員長会 

7.4 ふくしま新産業創造推進協議会通常総会 

7.5 第1回 パン焼き工房（組合パンフレット制作検討会） 

7.24 福島県商工中金会通常総会 

7.25 第1回 広報委員会 

7.26 第2回 パン焼き工房 

8.2 第3回 理事会 

8.3 第1回 安全衛生委員会 

8.7 第1回 共同受注委員会 

8.9 第3回 パン焼き工房 

8.21 第1回 親善委員会 

8.23 第4回 パン焼き工房 

8.29 福島市商工観光部との交流懇談会 



〒960-8057 

福島県福島市笹木野字南中谷地21番地の4  

電話 024-558-8011 

FAX 024-558-8013 

Email: mail@tekkou.or.jp 

福 島 県 鉄 工 機 械 工 業 協 同 組 合 

Famio Net 

tekkou.or.jp 


