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1.優良従業員 43名が表彰されます。 
2 月 28 日（金）に開催された経営労務常任委員会にて、第 36 回優良従業員表彰の選考について審議され 43 名

の方が表彰されることになりました。 

5 月 28 日（水）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。 

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 ㈱大和産商 寺嶌悦造 16 大栄建材㈱ 松島匡孝 31 ㈱高畠 大江欣治 

2 三精工業㈱  炭谷修司 17 新光硝子工業㈱ 大居 裕 32 ㈱広瀬アルミ 松長 寿 

3 ㈱宮木製作所  神埜恵子 18 ＳＴ物流サービス㈱ 蔵 弘美 33 ㈱タケシタ 北本康裕 

4 三協立山㈱三協アルミ社  竹多栄一 19 三協立山㈱三協マテリアル社 市井政行 34 ㈱高岡ケージ工業 小橋真由美 

5 ㈱エスケーシー 吉田 宏 20 協同アルミ㈱ 開 敏治 35 浦島建材㈱ 貝淵 毅 

6 ㈱三輝  中村芳昌 21 三協化成㈱ 明石好正 36 ㈱旭東機械製作所 古 達也 

7 ㈱広上製作所  新村政春 22 三協ワシメタル㈱ 中江政夫 37 ㈱トナミ産業 吉田和道 

8 宮越工芸㈱ 枇杷千賀子 23 協立アルミ㈱ 戸田 満 38 北陸アルミニウム㈱ 山本修一 

9 北日アルミ建材工業㈱ 沼田秀作 24 ㈱ナガエ 河端之雄 39 富源商事㈱ 岩林真一 

10 ㈱三和製作所 上野一徳 25 ㈱カシイ 放生 修 40 ゼオンノース㈱ 小池正明 

11 三協工機㈱ 泉崎高雄 26 サンクリエイト㈱ 松浦和範 41 ㈱竹中製作所 神谷公子 

12 ヤマダアルミ建材㈱ 小久保英之 27 ＳＴメタルズ㈱ 中 隆明 42 ㈱三栄 山田宏幸 

13 ㈱マスオカ 小川 幹 28 丸文通商㈱富山支店 小坂智正 43 松栄金属㈱ 朴木祐介 

14 ㈱新日軽北陸 長谷川幸二 29 戸出化成㈱ 海辺智紀    

15 アイシン軽金属㈱ 丸池治夫 30 ㈱丸協 鍋本治昭   勤続年数順 

 

 

2. アルミ情報編集委員会が開催されました。 
3 月 11 日（火）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 26 年度発

行予定の記事内容について審議しました。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。 

 

3. 運営委員会が開催されました。 
3 月 11 日（火）に運営委員会が開催されました。平成 25 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 26 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 26 年度事業計画（案）では、

国、県支援事業と連携した、会員企業の技術競争力強化。北陸新幹線開業に合わせた会員企業の商品･技術のＰＲ

活動を行っていく事になりました。 

 

4.富山スガキ ㈱を見学しました。 
3 月 13 日（木）に会員研修会が行われ、富山スガキ㈱を見学しました。

企画やデザインから印刷、加工まで総合印刷メーカーのすべて印刷システ

ムの工程を見学させて頂きました。“お客様第一主義”を掲げられ、歩留ま

りや作業効率が気になるくらいの抜き取り検査など、信頼を得る為のきめ

細やかな品質管理への取り組みに感銘しました。参加者は 26名でした。 
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5. 事業計画予算策定理事会が開催されました。 
3月 28 日（金）に事業計画予算策定理事会が開催されました。平成 26 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、運営体制についても審議され、承認されました。 

 

6. ４月行事予定 

◆4月 2日（水） 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（木） 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、7、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 25日（金） 12：00 ４月例会 （高岡商工ビル 10Ｆ） 

  
講師：公益財団法人 富山県新世紀産業機構 

    産学官連携推進センター長 藤城敏史 氏 他 機構・共同研究先スタッフ      

  
演題：・「富山県新世紀産業機構の活動、産学官連携における補助金、助成金の概要」  

    ・「ものづくり研究開発センターおよび入居企業の補助事業紹介」               
 

7.お知らせ 

 

 

☆EXE2014～エクステリア・エキシビジョン 2014～ 
エクステリア業界を代表するメーカーが一堂に会する日本最大級エクステリア総合展示会 

日 時：平成 26 年 4 月 11 日（金）～12 日（土）1０:00～17:00 

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：EXE2014 事務局 Tel 03-6826-4128 

☆第３回高機能プラスチック展～プラステックジャパン～ 
高機能プラスチック・CFRPの成形、加工から材料まで、あらゆる樹脂技術の専門展 

日 時：平成 26 年 4 月 16 日（水）～18 日（金）1０:00～18:00 

会 場：東京ビッグサイト 東 1-6 ホール 

入場料：無料（要登録） 

問合先：プラスチックジャパン事務局 Tel 03-3349-8568 

☆第 1 回高機能金属展～メタルジャパン～ 
最先端の金属材料・機械が一堂に出展する展示会 

日 時：平成 26 年 4 月 16 日（水）～18 日（金）1０:00～18:00 

会 場：東京ビックサイト 東 1-6 ホール 

入場料：無料（要登録） 

問合先：メタルジャパン事務局 Tel 03-3349-8568 

☆金属プレス加工技術展 2014/第 25 回金属加工技術展/金型展 2014 
最先端の金型加工と成形加工技術の専門見本市 

日 時：平成 26 年 4 月 16 日（水）～19 日（土）1０:00～17:00 （最終日は 16:00 まで） 

会 場：インテック大阪 6 号館 A ゾーン，Ｂゾーン 

入場料：1,000 円（招待券持参者および事前来場登録者は無料） 

問合先：インターモールド振興会 Tel 06-6944-9911 


