
   
 
    
  
 

 

去る6月28日（金）、道後プリンスホテル（愛媛県松山市）において

平成 25 年度全国中小企業青年中央会通常総会及び全国代表者会

議が開催され、全国から約 300 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ました。通常

総会では、平成24年度事業報告、決算報告並びに平成25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ました。各県代表者（会長等）が参加

するディスカッション形式の全国代表者会議では、下記の５つのテー

マに分かれてグループディスカッションを行い、その結果を模造紙に

まとめ、それぞれのグループから発表が行われました。 

【ディスカッションのテーマ】 

Ａ．会員の減少、新規会員の加入促進 

Ｂ．ビジネス連携、組合青年部やメンバー間の連携 

Ｃ．対外的な情報発信（青年中央会の知名度アップ） 

Ｄ．事業参加者の固定化及び参加率の低下 

Ｅ．予算（資金）の調達・確保 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

 

      
 

 

去る平成 25年 6月 25日(火)、マツダスタジアム・スポーツバーにおいて、広

島県中小企業団体青年中央会通常総会及び意見交換会・懇親会が開催されまし

た。 

通常総会は、広島県中小企業団体青年中央会円福寺雅之会長（（協）ベイタウ

ン尾道）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

しました。 

役員改選では、会長に円福寺雅之氏が選出され、２期目に入りました。 

（その他平成２５年度役員は下記のとおり） 

引き続き、参加した会員組合青年部等による意見交換会が開催され、それぞれ

の組合青年部等に関する活動報告が行われました。 

その後の懇親会では、丸本修二新副会長の乾杯挨拶で始まり、プロ野球・広島対巨人戦を観戦しながら参加者一同

懇親を深めました。この度は初めての試みとして球場内施設にてナイター観戦をしながらの懇親会を行い、参加者か

らも大変好評でした。青年中央会では、今後も組合青年部の若手経営者等が集まる組織として、斬新なアイデアを活

かした行事を開催することとしています。（出席者３８名） 

 

- 円福寺 雅之 会長 - 

   
  

                                 
                       

                                                               
                                
                                                           
                  
                                                                                                                             

 

                                                                                                        

                                                                      

 

 

 

                            

      
 

 

 

              

 

                                                           

    

     
 

                                                           

  

 

                                    

                   

                                                                                                                                                                                                                            

                 

              

 

        

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

2013 年１1 月発行 

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：連携支援部 筒井、藤本） 

☆ 青年中央会にぜひご加入を！ ☆ 
 

青年中央会には、現在様々な業種の27会員(個人会員含む)、約400名の若手経営者

が参加し、様々な活動を通じて参加メンバー間の絆を深めながら、様々な問題の解決、

ビジネスチャンスの拡大に向けて互いに助け合っています。 

あなたも今こそ青年中央会に参加して、自分のチャネルを広げてみませんか？ 

興味を持たれた方、参加してみようと思われた方は、事務局まで連絡ください。 

【青年中央会活動報告】 
  

日時 行    事 出席者 

4/23 第 1 回役員会（中央会会議室） 15 名 

6/14 
平成 25 年通常総会・記念講演 
（マツダスタジアム スポーツバー） 38 名 

6/18 
第 1 回中国ﾌﾞﾛｯｸ研究会 
（ホテルハーベストイン米子） 36 名 

6/28 
全国青年中央会総会・全国代表者会議 
（愛媛県 道後プリンスホテル） 約 300 名 

7/11 第 2 回役員会（ローズコム 会議室） 14 名 

8/3～4 
ひろしまキッズシティ 2013 
（広島市中小企業会館） 

来場者 

約 4,000名 

10/17 第 3 回役員会（中央会会議室） 9 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２５年度青年中央会新役員 】 

 
今年一年、このメンバーで青年中央会を盛り上げていきます！ 

会員皆様方のより一層のご理解、ご支援、ご協力をお願いします。 
 

会 長 円福寺 雅之   協同組合ベイタウン尾道＜（株）円福寺＞ 

副会長 大方 幸一郎  広島市指定上下水道工事業協同組合＜（株）大方工業所＞ 

副会長 田口 裕以   広島県東部機械金属工業協同組合＜（株）田口鋳造所＞ 

副会長 丸本 修二   協同組合三菱広島協力会＜江波鉄工（株）＞ 

理 事 丸元 圭司   広島県テント工業組合＜（有）共立テント＞ 

理 事 小川 恭史   中国塗装協同組合 ＜日塗（株）＞ 

理 事 谷口 佳陽    株式会社イーライン 

理 事 藤原 克実   有限会社このみや 

理 事 吉田 昌弘    協同組合三菱広島協力会＜吉田工業（株）＞ 

理 事 細野 修平   中国コーヒー商工組合＜（株）昴珈琲店＞ 

理 事 重森 修一   重森板金工業株式会社 

理 事 若槻 一浩   広島県左官業協同組合＜若槻工業（株）＞ 

理 事 高田 浩平   広島県生コンクリート工業組合＜美建工業（株）＞ 

理 事 小島 浩章    協同組合ベイタウン尾道＜アオイ福原（株）＞ 

理 事 佐竹 孝司   広島県電気工事工業組合＜中国菱機（株）＞ 

監 事 池久保典也    広島県電気工事工業組合＜（株）池久保電工社＞ 

監 事 内田 裕之   広島輸送ターミナル協同組合＜丸一倉庫運輸（株）＞ 

 
 

－広島市指定上下水道工事業協同組合 青年部会－ 

去る 9 月 14 日(土)、オリエンタルホテル広島において「水道事業発展の経緯と今後について」 

をテーマとした講演会及び意見交換会を開催しました。普段、目の前の仕事に追われがちな 

青年部会員にとって、あらためて水道事業の意義や役割、歴史や将来像、そして、その中で 

水道工事業者がどうあるべきかを考える貴重な機会となりました。特に、災害発生時には、 

ライフラインを守る上で広島市水道局と組合との連携は欠かすことはできず、普段から緊密 

な関係を築く必要があると認識することができました。 

 

 

 

株式会社イーライン 

代表取締役 谷口 佳陽 

                                            

 
第１3 回目となる今年度の県外研修は、平成 26 年 2 月に『沖縄』を計画しています。 

今回は国内の研修ということで、現地の沖縄県青年中央会との連携による企画や戦後、アメリカの影響を最も受けた街「KOZA（コ

ザ）」でのオプショナルツアーなど、沖縄ならではの内容を予定しております。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。詳しい内容が決定次第、皆様方にご案内させていただきますので、奮ってご参加ください！ 

                     



 

 

  
 

           
 

広島県中小企業団体青年中央会は、去る 8月 3日（土）、4日(日) 、組合青年部ＰＲ事業の一
環として広島市中小企業会館において開催された「広島キッズシティ 2013」に初めて参画しまし
た。 
今回で 3回目の実施となったこのイベントは、広島キッズシティ 2013実行委委員会（一般社団

法人広島青年会議所、広島県、広島市による共催）が主催しており、青年中央会は後援団体とし
ての参画となりました。当日は総出店数 72ブースのうち、青年中央会の会員組合青年部等から 8
ブースの出店があり、子ども達に対する職業体験を通じて組合や業界のＰＲを行いました。また、
青年中央会役員及び事務局職員が運営支援として、事前登録された“キッズアルバイト”に対し
て出展ブースでのアルバイトの紹介を行う「ハローワーク」での受付業務を担当しました。 
物販のブースでは、出店者それぞれが事前レクチャーした“子ども店長”が中心となり、1時間

ごとに数名の“キッズアルバイト”を受け入れ、販売等の職業体験を実施。広島県針工業協同組
合（針のお店「おはりや」）ではフェルティングアクセサリー作り体験や手芸用品の販売体験、協
同組合ベイタウン尾道青年部会（こざなかくんベイタウンおのみち）ではちりめんのパック詰め・
販売体験、（株）マークスラッシュ（洋服リサイクルショップベクトルキッズシティ店）では洋服
リサイクルショップでの販売体験などを行いました。 
また、「お仕事学校」のブースでは子どもたちが様々な業種の職業を体験。広島市指定上下水道

工事業協同組合青年部会（すいどうやさん）や（株）大方工業所（キッズシティ配管工事店）で
は管工事、配管の体験、広島県電気工事工業組合青年部（キッズシティ電工）では電気工事体験
と資格証の発行、広島県二輪自動車協同組合（キッズバイク２りんくみあい店）ではミニバイク
の乗り方教室・試乗体験、（株）マークスラッシュ（デザインマーク教室）ではトートバックのマ
ーク加工教室などを行いました。 
その他、中央会の会員組合からも出店があり、広島広告美術協同組合青年部会（かんばん屋さ

ん）では高所作業車による看板取り付け作業体験、広島県室内装飾事業協同組合青年部（かべが
みやさん）では壁紙を使用したフォトフレームの製作体験などを行いました。 
会場ではそれぞれの出店者が工夫を凝らしながら子供たちへの職業体験をサポートしつつ、業

界や組合のＰＲを行っていました。2日間で事前登録した約 1,000人の子供たちがアルバイト体験
を行い、また、当日来場した子供たちやその保護者等を含め 3,000 人を超える来場者が訪れ、ど
のブースも大変好評でした。 
青年中央会としては、一般社団法人広島青年会議所等との連携を図りながら今後も積極的に当

イベントへ参画し、次年度は更に多くのブース出店を目指すこととしています。 

【59】協同組合ﾍﾞｲﾀｳﾝ尾道 青年部会 
こざかなくんﾍﾞｲﾀｳﾝおのみち 

「ハローワーク」での受付業務 

【20】広島県針工業協同組合 

はり「針」のお店『おはりや』 

【80】広島県二輪自動車協同組合 
キッズバイク 2りんくみあい店 

【64】（株）大方工業所 
キッズシティ配管工事店 

【70】広島広告美術協同組合 青年部 
かんばん屋さん 

【57】【74】（株）マークスラッシュ 

洋服リサイクルショップベクトルキッズシティ店 

デザインマーク教室 

【73】広島県電気工事工業組合 
青年部 キッズシティ電工 

【65】広島市指定上下水道工事業協同組合 
青年部会 すいどうやさん 

【78】広島県室内装飾事業協同組合 青年部 
かべがみやさん 


