
 - 1 - 

 

 

 

 

 
 

1.一般社団法人に移行します。 
平成 25 年 4 月 1 日より、富山県の認可を受け一般社団法人へ移行いたします。 

 

2.優良従業員 40名が表彰されます。 
3 月 1 日（金）に開催された経営労務常任委員会にて、第 35 回優良従業員表彰の選考について審議され 40 名の

方が表彰されることになりました。 

5 月 28 日（火）にホテルニューオータニ高岡で、優良従業員表彰式が行われます。今年は、各社推薦の 40 名の

方が表彰されることになりました。受賞者は下表のとおりです。おめでとうございます。 

 

No 会社名 氏名 No 会社名 氏名 No 会社名 氏名 

1 三協立山㈱三協ﾏﾃﾘｱﾙ社 長原義信 15 協立アルミ㈱ 村上 彰 29 ST 物流サービス㈱ 中島愛三 

2 宮越工芸㈱ 堀内 勲 16 三協立山㈱三協ｱﾙﾐ社 本多俊秀 30 サンクリエイト㈱ 松本久紀 

3 ㈱三輝 須田秋夫 17 ㈱マスオカ 曽場永恭 31 ㈱ヤマシタ 中村仁志 

4 ㈱宮木製作所 嶋尾礼子 18 ㈱丸協 関沢芳美 32 ㈱竹中製作所 藤本勝也 

5 三協立山㈱ﾀﾃﾔﾏｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ社 橋本 厚 19 ㈱三栄 竹沢勝紀 33 北日アルミ建材工業㈱ 津幡郁子 

6 ㈱広上製作所 吉田宗弘 20 ㈱旭東機械製作所 大嶋 敏 34 ㈱タケシタ 二口 誠 

7 ㈱広瀬アルミ 吉田寿夫 21 協同アルミ㈱ 安藤幸宏 35 ㈱高岡ケージ工業 藤巻壮嘉 

8 三精工業㈱ 中 和博 22 三協工機㈱ 中村 寛 36 松栄金属㈱ 松田 潤 

9 ㈱三和製作所 浜岸和夫 23 ㈱エスケーシー 田中豊明 37 三進運輸㈱ 礒部康之 

10 ST メタルズ㈱ 堺 雅和 24 ヤマダアルミ建材㈱ 江端雅美 38 ㈱トナミ産業 栗山正久 

11 富源商事㈱ 高田裕二 25 ㈱新日軽北陸 前田裕一 39 新保軽合金工業㈱ 斉藤英志 

12 戸出化成㈱ 石尾伸一 26 ㈱ナガエ 松永洋史 40 北陸アルミニウム㈱ 室作和美 

13 ㈱カシイ 碓井保子 27 三協化成㈱ 東海良一    

14 ㈱高畠 佐崎充紀 28 三協ワシメタル㈱ 城能登美子   勤続年数順 

 

 

3. 常任理事会が開催されました。 
3 月 12 日（火）に常任理事会が開催されました。平成 24 年度事業報告並びに決算見込みについて報告しました。

また、平成 25 年度事業計画（案）及び収支予算（案）について審議しました。平成 25 年度事業計画（案）では、

創立 50 周年記念事業の実施やアルミ産業振興事業の推進を行っていく事になりました。 

 

4. ㈱リッチェルを見学しました。 
3 月 15 日（金）に会員研修会が行われ、㈱リッチェルを見学しました。さま

ざま生活分野にまつわる樹脂成型商品の開発・製造をされており、多品種にわ

たる商品の生産管理、品質管理またリサイクルへの取り組みや環境への配慮な

ど非常に勉強になりました。参加者は 29 名でした。 

 

 

5. 事業計画予算策定理事会が開催されました。 
3月 22 日（金）に事業計画予算策定理事会が開催されました。平成 25 年度事業計画（案）並びに収支予算（案）

について審議され、承認されました。 

また、一般社団法人移行に伴う常任理事会に替わる運営委員会委員（案）についても審議され、承認されました。 
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6. アルミ情報編集委員会が開催されました。 
3 月 22 日（金）にアルミ情報編集委員会が開催されました。他団体情報誌との比較検討も行い、平成 25 年度発

行予定の記事内容について審議しました。 

見やすく読んでもらえる内容を心がけ、年 3 回発行することになりました。 

7. ４月行事予定 

◆4月 2日（火） 9：00 新入社員セミナー「マナー」 （ポリテクセンター富山） 

◆4月３日（水） 9：00 新入社員セミナー「安全衛生」 （ポリテクセンター富山） 

◆4 月 4、5、8日 9：00 新入社員セミナー「アルミ建材加工組立技術」 （ポリテクセンター富山） 

◆4月 26日（金） 12：00 ４月例会 （高岡商工ビル 10Ｆ） 

  講師：富山県商工労働部の方       

  演題：仮「富山県中小企業の振興と人材育成等の支援事業施策について」                
 

8.お知らせ 

☆新会員を紹介します。  
エムエーコーポレーション㈱ 代表取締役 村谷正芳氏 （４月１日入会）   

 

 

☆国補正予算での支援事業が公募されています。 

平成２４年度補正予算の支援事業の公募が３月１５日から開始されました。 

・「円高・エネルギー制約対策のための先端設備等投資促進事業費補助金」の公募（４月２５日締切） 

・「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業」の公募（４月１５日締切） 

 

 

 

☆第２回高機能プラスチック展 
高機能プラスチックの研究・開発・成形・加工技術が一堂に出展する国際展 

日 時：平成 25 年 4 月 10 日（水）～12 日（金）1０:00～18:00（12 日のみ 17：00 終了） 

会 場：東京ビッグサイト 東 1-6 ホール 

入場料：5,000 円（事前登録者無料） 

問合先：リードエグジビジョン ジャパン㈱ Tel 03-3349-8568 

☆EXE2013～エクステリア・エキシビジョン 2012～ 
日本最大のエクステリア専門フェア 

日 時：平成 25 年 4 月 12 日（金）～13 日（土）1０:00～17:00（13 日のみ 16：00 終了） 

会 場：東京ビッグサイト 西 1・2 ホール 

入場料：無料（要登録） 

問合先：EXE 事務局 Tel 03-6826-4128 

☆INTERMOLD 2013/金型展 2013/金属プレス加工技術展 2013 
最新の金型加工・金属プレス加工技術の専門見本市 

日 時：平成 25 年 4 月 17 日（水）～20 日（土）1０:00～17:00 

会 場：東京ビックサイト 東 4.・5 ホール 

入場料：1,000 円（招待券持参者、事前登録者無料） 

問合先：インターモールド振興会 Tel 06-6944-9911 


