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現在２００事業所

新春のお喜びを申し上げます、メイクちゃんだよりをお届けします。

新年あけましておめでとうござい ます。
平成 2 5 年 の新春 を迎 え、 謹ん で年 頭の ご
挨拶を 申し 上げ ます 。
昨年の 暮れ に衆 議院 解散 総選 挙が あり 、
自民党 の圧 勝と いう よう な結 果と なり 再
度、政 権の 交代 とい うこ とに なり まし た。
政府与 党は デフ レか らの 脱却 に向 け大 型の
緊急対 策を 盛り 込む 補正 予算 を２ 月に 、さ
らに 1 3 年 度予算 を５ 月中 に成 立さ せる 日
程が想 定さ れて いま すこ とが 、新 聞紙 上等
に報道 され てい ます 。そ して 、日 銀総 裁人 事の 採決 と、 新し い
政権に なり 新た な取 り組 みが 始ま りま す。 景気 が上 向き にな っ
てくれ るこ とが 望ま しい こと は全 企業 が思 うこ とで すが 、そ う
願い良 き年 にし たい もの です 。
我々の 車体 整備 業界 にお きま して も 、自動 車車 体整 備事 業の
「認証 制度 創設 」を 要望 する アン ケー トを 実施 しま した が、 お
陰さま で 80 ％を 超え る回 収が できま した こと を報 告さ せて い
ただき ます とと もに 、会 員の 皆様 には アン ケー トに ご協 力を い
ただき 誠に あり がと うご ざい まし た。 今回 は次 のス テッ プと し
て「不 適切 な車 体修 理事 例の 調査 」の 調査 を１ 月よ りス ター ト
いたし ます 。い まな ぜ「 車体 整備 認証 制度 」を 作る 必要 性が あ
るのか 、も う一 度皆 様に ご理 解と ご協 力を 頂き 調査 の必 要性 を
各支部 にお いて 説明 して いく 予定 です 。
現状 に甘 える こと なく 、今 すぐ に取 り組 むこ と、 今や らな け
ればい けな いこ と、 そし て中 期的 な計 画、 将来 のビ ジョ ンと い
うよう に、 今ま で以 上の スピ ード と変 化が 要求 され てい ます 。
こんな 時だ から こそ 、身 の丈 に合 った 堅実 な経 営が 求め られ 、
愚直に 本業 に取 り組 む姿 勢を 忘れ ては いけ ない と思 いま す。
最後に 皆様 のご 健勝 とご 多幸 を記 念申 しあ げま して 、年 頭の ご
挨拶と させ てい ただ きま す。
平成 ２５ 年１ 月
理事長 森 園 俊樹

おしえて！

Q わが社のここが一番かな？
小林秀教さま紹介の青年部の三吉英紀さん（㈲三吉
鈑金塗装工業、福山支部）にお聞きしました。

２ 月以降の行事予定
●広島国際学院大学就職セミナー
（２月１日）
●安芸支部親睦旅行（２月９～10 日）
●経営セミナー
（２月２４日）
●第２回教育指導委員会（３月予定）
●第 回総合企画委員会（３月予定）
１２月のﾅﾝ ﾊﾞｰﾌﾟ ﾚｰﾄ申請件数
２６社、109 件 （広島・福山）
１２月の再封印申請件数
１２社、97 件 （広島・福山）
お歳暮にご協力ありがとう ございました
昨年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。１４社の事業所から協力をいただ
きました。ありがとうございました。

第５回理事会開催
１月 19 日（土）14 時よりﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞ
ｨｱ広島にて理事会を開催した。
議題は次の通り。
第１号議案 各員会事業報告
総合企画委員会より
教育指導委員会より
経営委員会より
第２号議案 日車教連本部報告
第３号議案 不適切な車体整備事例
のﾃﾞｰﾀｰ収集について
第４号議案 その他

A.わが社の強みは、スタッフのスキル
と設備です。修正機や診断機が充実し
ています。ﾘ ﾌﾄ
が 10 基という
のもウリです。
次は三吉さま紹介の岡田員宗
さん、または中元さま紹介の
田中和律さんです。
よろしく！
三吉鈑 金塗 装工 業の 社員 の皆 さん

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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正田健一氏黄綬褒章受章
平成２ ５年 １月 １９ 日（ 土） ホテ ルグ ラン ヴィ
ア広島 悠久 の間 にて 、正 田健 一氏 黄綬褒 章受
章祝賀 会が 開宴 され た。
平成２ ４年 度秋 の褒 章伝 達式 が１ １月 １３ 日、
国土交 通省 共用 大会 議室 で行 われ 、正 田健 一氏
が黄綬 褒章 を受 章し た。 長年 の組 合運 営と 、業
界発展 にご 尽力 され た功 績を 評価 され 、当 組合
⑦福山支部のボディーショップ
が推薦 。
サコダ㈱さんにおじゃましまし
正田健
一氏
（日
車協
連副
会長 ・前 理事 長） 主催 の黄 綬褒 章祝 賀会 に
た。特認取得をめざしています。
は、当
組合
森園
理事
長、
岡田
副理 事長 、杉 岡元 理事 長他 ２名 が発 起人
金属塗装技 能士の有資も積極的
として
開催
され
た。
また
組合
員の 代表 とし て慣 例に 従い 、現 理事 １８
に取り組んでいます。
名、理 事代 行１ 名、 事務 局２ 名が 出席 した 。
受章に あた って 、正 田顧 問は 組合 員の 多く の皆 様に 支え られ 推薦 し
ていた だい たお かげ で、 この たび 晴れ て受 章の 運び とな りま した 。
ここに 熱く 御礼 申し 上げ ます 、と受 章の喜 びの こと ばを 頂戴 しま した 。
おめで とう ござ いま す。
代 表 発 起 人 とし て
挨 拶 する、森 園 理
事長！
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受章 の 喜びをか
みしめる正田 顧問

国土交 通省 の方 をに
こやか にお 出迎 えす
る正田 夫妻

受付と接待は 理事の
方全員で！初めて の
ことで緊張しました。

５名 の発 起人 の方 々。
岡田副理 事長も閉 会
のあい さつを 担当。

記 念 品 の贈 呈 とお
祝 い の言葉 を 述べ
る杉 岡元理 事長

組合の 代表 とし て事
務局楠 田さ んが 花束
を贈呈 をし まし た。

グループ保険に加入している事業所の皆様へ
退職や新入社員の異動がありましたら、お早めに手続き
ください。（ 今 か ら 手続 きを しま すと最 短で ４月 １日 の脱 退・
移 動と なり ます 。）

毎月２０日締めの翌々月加入・脱退となります。
手続きは、書面（異動通知書）で行います。
異動通知書は組合事務局にあります。

ホームページのおし らせ
技術情報（＆工数についての疑問など）コー
ナーを新設の予定です。お楽しみに！
皆さまの情報をお待ちしています。

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した。
業界ニュースやお得な情報などを紹介しますので、ご活用してください。
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

