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第７９号
平成２４年１２月２６日発 行 現在２００事業所
年末のみぎり、メイクちゃんだよりをお届けします。今年も一年、お世話になりました。来年は巳年
です。お体を大切にまたよい年であればと願います。皆様、良いお年をお迎えください。
お知らせ！
１ 月以降の行事予定

組合事務局の年末・年始休暇

●第５回理事会
（１月１９日）
●広島工学院大学校就職セミナー
（１月２５日）
●広島国大学院大学学内会社説明会
（２月１日）
●平成２４年度経営セミナー

１２月２９日～１月３日まで
１月４日から通常どおりです。

安芸支部忘年会開催
１２月１１日（火）安芸支部（脇田猛支部長）にて
支部忘年会を開催した。
支部会員１５名、賛助会員４名の１９名が参加。
忘年会を盛大に執り行い楽しいひと時を過ごした。

（２月２４日）
お歳暮にご協力ありがとう ございます！
今年も３社（太陽オート㈱・㈱フセパ
ーツ・㈱福山自動車用品商会）協賛で
した。１０社協力いただきました。

（情報 ・写 真提 供者 ：脇 田安 芸支 部長 （㈲ 東広 自動 車））
楽しんでまーす！

脇 田 支 部 長 、熱
く語ってます。

うんうん 、
そうだねぇ！

温かい うちに 、い
ただきましょう！

毎年恒例安芸支部忘年会！
お知らせ！
１月より、組合ホームページに「ご存じです
か？」コーナーを新設します。業界ニュース
ほかをご紹介しますので、お楽しみに！
わが社のここが一番かな？は次号掲載します。

福山支部忘年会開催
１２月１２日（水）福山支部（三島義幸支部長）では、
福山コロナワールドにて支部忘年会を開催した。参加
者は約２０名。支部賛助会さんも一緒です。
会場はカラオケ BOX も併用だったので、飲んで・食べ
て・歌っておおいに楽しいひと時を過ごしました。
２次会は建物内にあるお風呂でのんびり組と夜の街に
消えていく組に別れたようです。親睦を深めたようで
すね・・・
情報・ 写真 提供 者： 三吉 英紀 氏（ ㈲三 吉鈑 金塗 装工 業）
いつも あり がと うご ざい ます 。

写真 左手 前 は三 島 支部 長、 右 側は に こや かに ほ ほ
笑む 備後 板 金の 小 林秀 教氏 か しら ？ 照明 がロ マ ン
チック ？な ので 、ワ カリ ニク イか な… 。

組合ホームページもご活用ください！

ｈttp：//ｗｗｗ.ｈ-make.jp
青年部のアド レス

http://www.facebook.com/hiroshima.seinenbu.hssjc

問合せ先：広島県自動車車体整備商工組合 事務局
☎082-292-2518 FAX:082-292-2519
E-mail:shataiss@lime.ocn.ne.jp
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㈲ カ ー ク リ ニッ
ク松本です。

八景 山自 動車 工業 ㈲の
鈑金塗 装工 場です。

息 子 の松
本です。

①呉支 部の㈲ カ ー クリ ニ
ッ ク松 本 さんにおじゃ ま
しまし た。大 きな 工場 で
す。川には鯉が泳いでいま
した。社長さんはお留守で
息子さ んとお 話さ せて も
らいました。

組合事業所
紹介！
②呉支部の八景山自動車工業㈲
さんの鈑金塗装工場ににおじゃ
ましました。ちょうど、社員の
方が作業をしていらっしゃいま
した。ところを写真に撮らせて
もらいました。町にある本社シ
ョールームはとてもりっぱでし
た。

たわ ら
です。

㈲タ ワラ 自 動 車
です。

③呉支部の㈲ タワラ自 動車 さんにおじ
ゃましました。社長さんはお留守でした。
息子さんがお話をしてくださいました。
ご家族の笑顔がすてきでした。
④安芸支部のワンズオートサ
ービス㈲さんにおじゃましま
した。休憩中だったので、皆
さんに集まっていただき、集
合写真を撮らせていただきま
した。ありがとうございます。

元気に
がんばってます！

社長の中山です。
皆さん ご一緒に。

熊 野 町 のﾜ ﾝｽﾞ
ｵｰﾄです。

⑤呉支部のキッタカホンダ販売㈱ さ
んにおじゃましました。板金担当の川
上さんと営業の息子さんに工場を案
内していただきました。光井工場長は
残念ながらお会いできませんでした。
賛助会 員紹 介：㈱リペアクリエート （リサイク ル部 品販 売・ 買取 ）

TEL:0847-35-3050
㈱ニッタ （ﾏｽｷﾝｸﾞﾃｰ ﾌﾟ・ 養生 シー ト等 販売 ）
TEL:0829-86-1809
エクレドットコム （ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ・Web 制作 ・経 営ｺﾝ ｻﾙﾃｨ ﾝｸﾞ等 ） TEL:082-207-3019

事務局 より ：★ 支部 会な どの 話題 があ りま した ら、 下記 方法 にて ご提 供くだ さい 。
★（日 時、 場所 、参 加人 数、 イベ ント 名、 感想 等と 写真 ）を 必ず 明記 してメ ール で送 って くだ さい 。
★３か 月に 一度 日車 協連 ニュ ース を配 布し てお りま す。 各支 部の 研修 会の報 告の 記事 を載 せて いま す。

問合せ先：広島県自動車車体整備商工組合 事務局
☎082-292-2518 FAX:082-292-2519
E-mail:shataiss@lime.ocn.ne.jp

