
   
 
    
  
 

去る 6月22日（金）、明治記念館（東京都）において全国青年中央会総会及び創立20周年記念式典が開催され、全国から約330名の中

小企業組合に所属する若手経営者・後継者及び青年中央会事務局担当者が参加した。通常総会では、平成23年度事業報告、決算報告並

びに平成 24 年度事業計画(案)、収支予算(案)など 4 つの議案についての審議が行われ、 全議案が満場一致で承認された。役員改選で

は、九州・沖縄ブロック 上山泰寛氏（宮崎県・管工事業）が新たに会長に選任された。 

続いて全国中小企業青年中央会の創立 20 周年記念式典が開催され、優良組合等青年部表彰式及び記念講演が行われた。 

【表彰関係】 

全国中小企業団体中央会会長表彰 受彰 34 青年部 

（総代 川口鋳物工業企業研究会） 

全国中小企業青年中央会会長表彰 受彰 31 青年部（総代 土佐酉水会） 

【記念講演】 

 講師：東京都副知事 猪瀬 直樹氏 

テーマ：「将来に向けての重大な選択」 

 

      
 

 

                       去る、平成２４年６月１４日（木）ホテルセンチュリー２１広島において、広島県中小企業団体青年中央

会通常総会及び記念講演並びに組合青年部を中心とした懇親会を開催した。 

                        通常総会は、広島県中小企業団体青年中央会丸元圭司会長（広島県テント（工））の挨拶で始まり、続

いて議案の審議に入り、いずれも原案通り可決決定した。 

役員改選では、会長に円福寺雅之氏（（協）ペイタウン尾道）が選出され、新会長に就任した。 

続いての記念講演では、株式会社にしき堂代表取締役の大谷博国氏を講師に迎え、『「広島の和菓

子の歴史とにしき堂の歩みについて」～地元の歴史や資源を活かした企業経営～』をテーマに講演を

行った。（出席者４６名） 

【講演内容】 

「初代社長（大谷社長の父）が、昭和２６年に広島駅南側にてお菓子屋を開業し、昭和２８年からもみ 

じ饅頭を作り始めた。もみじ饅頭は明治時代から宮島で作られていたが、当時はすべて炭で焼く“手焼 

き”しかなく、型が重く、重労働であった。にしき堂にとって大きな転機となったお菓子が“新・平家物語” 

（昭和４６年）。バームクーヘンの中に餡を入れるという和洋折衷のお菓子が評判を呼び、たくさん売れ 

た。”新・平家物語”の由来は、戦争を敗者側から書いた小説「新・平家物語」が広島にふさわしいという 

初代社長の平和を祈る想いからだった。その後も、にしき堂の社是『百試千改』、常に挑戦である。「人の 

縁がお菓子の縁」と考え、人の縁を大切にすることが、お菓子に繋がる。そのご意見を素直に聞くことが 

大切である。お菓子は平和を象徴する食べ物であり、家族団欒の時、親しい人と語らいの時、お世話にな 

った人への手土産など、心を穏やかにするものであると同時に、その街の文化でもある。現在ある商品を改良し、商品力を高めていくこと。

その時代に合った商品にいかに変えていくか、という事が重要である。」と話された。商品開発における情熱や着眼点、お客様との関係、

自社の経験や資源と外部の力を活用することなど、参加者一同、今後の企業経営においてとても参考になった。 

 

 

 

去る１０月２５日（木）、広島県中小企業団体中央会（会長 伊藤 學人）及び広島県中小企業団体青年 

中央会（会長 円福寺 雅之）は、リーガロイヤルホテル広島において『平

成２４年度組合青年部県大会』を開催した。記念講演では、『私の野球人

生』をテーマに、広島東洋カープで投手として活躍し、現在野球解説者の

佐々岡 真司 氏と、RCC 中国放送のアナウンサーで、アーティストやボ

ランティアとしても活躍をされている横山 雄二 氏より講演が行われた。

講演は対談形式で行われ、当日行われたプロ野球ドラフトの話題を皮切

りに、佐々岡氏の中学・高校時代、社会人からプロ野球へと続く野球人生

について触れて行き、その背景や裏話と共に、野球への取り組み姿勢成

功と挫折、人生の、ターニングポイントなど、会社経営や人材育成、人事 

管理などに結びつけながら、時におもしろおかしく、時に聴講者が身を乗り出して 

聞き入る講演となった。講演終盤では実際にボールを使い、ツーシーム、フォーシームなどの投球方法の説明や、 

佐々岡氏自身や最近の有名投手の変化球などについても説明され、プロの技術の奥深さを実感することが出来た。 

 

 

 
- 新・会長 - 

円福寺 雅之 

   
  

                                 
                       

                                                               
                                
                                                           
                 

 
                                                                                                                             

 

                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

                            

      
 

 

 

              

 

                                                           

    

     
                           

                                                           

  

 

                                    

                          

                                                                                                                                                                                                                            

                 

              

 

        

 

 

 

 

 

  

                                                

 
第１2 回目となる今年度の海外研修は、平成 24 年 2 月に『フィリピン：マニラ～ＦＦＩＰ～』を計画しています。 

豊富な若年労働力や優位な外資優遇税制などを背景に発展を続けているフィリピン。今回の研修で訪問予定の住友商事（株）が管理・運

営するファーストフィリピンインダストリアルパーク（FFIP）には、36 社の日系企業が進出しており、今後さらなる発展が見込まれています。 

海外研修を通じて、より一層、会員間の懇親を深めるよい機会です。内容が決定次第、皆様方にご案内させていただきます。奮ってご参

加ください！ 
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広島県中小企業団体青年中央会 

広島県中小企業団体中央会 

このコーナーでは、青年中央会会員からのイベント情報をドンドン掲載します。 

掲載を希望される方は事務局までご連絡ください！  ℡082-228-0926（担当：筒井、畠山） 

【青年中央会活動報告】 
  

日時 行    事 出席者 

4/26 第1回役員会（中央会会議室） 11名 

6/4 第1回中国ﾌﾞﾛｯｸ研究会（米子ﾜｼﾝﾄﾝﾎﾃﾙ） 41名 

6/14 
平成24年通常総会・記念講演 
（ホテルセンチュリー２１広島） 

50名 

6/22 
全国青年中央会総会・創立20周年記念式典 
（東京都 明治記念館） 

327名 

7/11 

第2回役員会・海外展開支援研修 

（リッチモンドホテル福山駅前 会議室） 
講師：住友商事（株） 海外工業団地部 飯島氏 

12名 

8/28 第2回中国ﾌﾞﾛｯｸ研究会（松江東急イン） 14名 

8/30 第3回役員会（中央会会議室） 10名 

9/21 
組合青年部全国講習会 

（ホテルニューオータニ博多） 
260名 

10/14 
第8回広島県青年中央会まつり 

（中国運輸局広島陸運支局） 
15 ﾌﾞー ｽ 

10/25 
組合青年部県大会 

（リーガロイヤルホテル広島） 
67名 

 
青年中央会または組合青年部活動についての            ℡ 082-228-0926  

お問い合わせは青年部中央会事務局まで       E-mail chuokai@chuokai-hiroshima.or.jp     

 
【平成２4 年青年中央会新役員】 

 

会 長   円福寺 雅之  協同組合ベイタウン尾道 

副会長  大方 幸一郎  広島市指定上下水道工事業協同組合 

同    池久保典也  広島県電気工事工業組合 

同    田口 裕以  広島県東部機械金属工業協同組合 

直前会長 丸元 圭司  広島県テント工業組合 

顧 問   久保 満    広島輸送ターミナル協同組合 

理 事   小川 恭史  中国塗装協同組合 

同    谷口 佳陽  広島トラック事業協同組合 

同    藤原 克実  個人会員・(有)このみや 

同    吉田 昌弘  協同組合三菱広島協力会 

同    清永 忠嘉  協同組合三次ショッピングセンター 

同    細野 修平  中国コーヒー商工組合 

同    重森 修一  個人会員・重森板金工業株式会社 

同    丸本 修二   協同組合三菱広島協力会 

同     若槻 一浩   広島県左官業協同組合 

同     高田 浩平  広島県生コンクリート工業組合 

監 事   小島 浩章  協同組合ベイタウン尾道 

同    寺迫 隆志  広島輸送ターミナル協同組合 

 

 

 

広島県左官業協同組合 

青年部会長 若槻 一浩 

 
- 大谷 博国 先生 - 

 

 
元・プロ野球投手 

佐々岡 真司 氏 

 
佐々岡 真司 氏（写真 右） 

横山 雄二氏 



【協賛いただいた企業・団体】 

オタフクソース(株)、フマキラー(株)、リーガロイヤルホテル広島、東洋観光（株）、 

広島農産物流事業（協）（カルビー）、BUY ひろしま、田中電機工業（株）、福山地方 

水産物商業（協）、（協）甲山いきいき村、広島県電気工事（工）、広島県火災共済 

（協）、広島県中小企業共済（協）、三井生命保険（株）、（株）円福寺、(株)大方工業所、(株)池久保電工社、(株)田口鋳造所、 

(有)共立テント、日塗(株)、江波鉄工(株)、江波運送(株)、 (有)このみや、吉田工業（株）、（株）昴珈琲店、若槻工業（株）、重森板金工業（株）、美建工業（株）、アオイ福原（株） 

計 28 の団体及び企業  ご協力、ありがとうございました！ 

青年中央会または組合青年部活動についてのお問い合わせは青年部中央会事務局まで   ℡ 082-228-0926  E-mail chuokai@chuokai-hiroshima.or.jp 

 
  

 

           
 

去る10月14日（日）、第8回「広島県青年中央会まつり」を中国

運輸局広島運輸支局構内において開催した。このまつりは（社）

広島県トラック協会主催の「ひろしまトラックまつり」と同時開催で、

青年中央会及び会員企業等が会場内にブース出展し、組合・企

業の商品や地域特産品の展示・販売及び事業紹介等を行い、青

年中央会の認知度向上や出展者の商品・地域特産品の販路開拓

を目的としており、今年は晴天にも恵まれ、20,000人を超える方々

に来場して頂いた。 

今回は「ひろしまトラックまつり」の 20周年に当たり、会場レイア

ウトも大きく変更され、メインステージではラジオ番組の収録や来

年 4月から開催される「ひろしま菓子博 2013」の応援イベントが行

われるなど、例年に比べても盛りだくさんの内容となった。 

「青年中央会ステージ」では恒例となったダーツゲームにはたく

さんの企業や組合から景品を提供していただき、パネル展示によ

る青年中央会の事業活動ＰＲと共に、ステージにおいて協賛を頂

いた企業・組合や看板やのポスターを掲示するなどした。 

出展ブースでは、広島・島根の地域産品を共同販売する協同組

合平田屋惣右衛門が今年初めての出展し、組合員企業が取り扱

う炭火焼豚串、米、野菜やハッサクソフトなどの販売と宣伝を行っ

た。広島県左官業組合連合会青年部は昨年に続いての出展とな

り、昨年子供達に好評だった｢漆喰（しっくい）ダンゴ作り体験｣と共

にオリジナルＴシャツを販売し、左官業界のＰＲに努めた。その他

のブースにおいても、広島県テント工業組合青年部では毎年好評

なテント・シート素材の加工品販売に加え、業務用ミシンを会場に

持ち込み、カバン作りの実演を行った。また、BUY ひろしま（21 ひ

ろしま県内製品愛用運動推進協議会）からも出展いただき、広島

県の特産品販売を行うなど、それぞれの出展者が工夫を凝らしな

がら積極的に組合・企業等のＰＲを行い、大変好評であった。 

 

昨年同様青年中央会会員の他、多くの方々からのご協賛や商

品のご提供を頂きました。ご協力、ありがとうございました。 

広島県東部機械金属工業（協） 東青会 

（府中焼き・焼きそば） 

今回で第 5 回目の参加。B 級グルメで知名度が向上

し、まつり当日も府中焼きは大盛況。 

お昼過ぎには売り切れとなりました。 

広島県テント（工）青年部会 

（テントシート販売・オーダー作成） 

テントシートはデザインも豊富で、お店では手に入ら

ない価格に加え、職人さんにミシンでオリジナルの

商品を作ってもらうコーナーは大人気でした。 

広島市指定上下水道工事業（協）青年部会 

（駄菓子・わた菓子・スーパーボールすくい） 

7 年連続で参加していただいています。 

今年も駄菓子やわた菓子など、家族連れに喜ばれ、

大人気でした。 

広島輸送ターミナル（協）青年部 

（うどん・おにぎり・ジュースなど） 

第１回目から連続して参加していただいています。 

今回はおいし～い肉＆天ぷらうどんで来場者に大変

好評でした。 

（協）平田屋惣右衛門 

（果物・牛串・米・野菜・漬物など） 

今回、初出店！ 

新鮮な柑橘類を使ったジュースやソフトクリーム、手

間がかかりますが、やっぱり美味しい。 

（協）ベイタウン尾道青年部 

（海産物の販売） 

ご当地、尾道名物の乾物や珍味・ふりかけ等を破

格の値段でご提供いただきました。 

広島県左官業組合連合会青年部 

（漆喰だんごづくり・T シャツ販売） 

昨年度に続き、出店いただきました。 

カラフルな漆喰だんごづくりの体験教室は男女問わ

ず、家族連れに大人気でした！ 

広島県外壁補修工事業（協） 

（ヨーヨー釣り） 

お祭りには欠かせない、子供が大好きなヨーヨー釣り

で出店。連続釣り上げ記録を掲示して、みんな夢中

で釣ってました。 

中国シーリング工事業（協） 

（お菓子釣り） 

恒例となってきたお菓子釣り。 

お菓子詰め合わせの中に抽選券を入れた工夫は子

供たちに大人気でした。 

ホテルプロヴァンス 21 広島 

（ひろしま山海温汁・ホワイトカレーなど） 

今回、初出店！ 

ホテルならではの手の込んだ料理は「さすが！」 

と大変好評でした。 

ぴぃすぅあ 

（タイバーガー・フルーツジュース） 

安佐北区可部で本格タイ料理、タイの雑貨を販売して

いるぴぃすうあ。今回はタイバーガーやライチハチミ

ツなど珍しい商品に人だかりができていました。 

BUY ひろしま・世羅牛 丸焼 三番 

（世羅牛・コロッケ、広島県産品PR） 

今回、初出店！「ひろしま製品」を選ぼう。が合い言

葉の BUY ひろしま。県内の食材を使った様々な料理

が出品されました。 

玉乃屋／美輝 

（手羽先からあげ・鞆の浦コロッケ・ポ

テト・からあげ・牛串 他） 

おまつりならではの様々な料理を出 

品いただき、活気と賑わいを与えてく 

れました。 


