
　千葉県商工会連合会から異動して参りま
した石毛雅也（いしげまさや）と申します。
私は、民間企業から香取市商工会、酒々井
町商工会、県連合会を経てこちらに参りま
した。
　県連合会在籍中には、中小企業大学校東

京校の中小企業診断士養成課程で学び中小企業診断士の
資格を取得致しました。今後はこれまでの商工会での勤
務経験と併せ、商工会員の皆様に真に必要な情報提供等
に努めて参る所存です。何卒宜しくお願い致します。

かめやま
特許商標
事　務　所

㈲百年社㈱タニマ

亀山　夏樹 塙　盛人谷間　大輔

新幹事紹介

　工業部会発足27年目の今年、新たな任期３年を再び部会長として再任することとなりました。
　今までの役員と新しく加わった役員に囲まれ心機一転新たな気持ちで頑張ります。
　新任の３年間は、研修事業の継続や、交流会など手探り状態でありながらも新企画の研修事業の継続や、年
３回トータル７回開催の交流事業の継続など成果があった一方、反省として2017年度は視察研修が未実施
であった。役割分担が不明瞭で権限移譲ができていなかった。会員のニーズが把握できないまま活動していた。
など多数あげられます。
　これからの任期は、委員会制に基づく円滑な組織運営の遂行。会員ニーズの調査推進をし、業種と地域性に
配慮してバランス良い活動を目指すことを方針として会員企業の発展に寄与する工業的で専門性の高いサポー
ト活動を目指します。
　このような工業部会の活動が多くの方々のビジネスチャンスや勉強の場になると共に、商工会・工業部会の
更なる発展となるよう願っております。
　これからの任期３年を引き続きご協力お願い申し上げます。

●副部会長　工業振興委員会　委員長

●副部会長　広報委員会　委員長

●会員交流委員会　委員長

●工業部会担当指導員　石毛 雅也

●部会選出理事

工業部会長

高　橋　章

㈲斉藤プレス　代表取締役　斉藤　健治

コネクト　代表　村山　隆史

㈲岩井製作所　代表取締役　岩井　武己

㈲大黒建装　代表取締役　谷口　裕哉
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●発行 ／ 鎌ケ谷市商工会　工業部会

【今年度重点事業計画】
①研修・講演会の実施　　　　　　②ビジネス交流会の実施
③部会員事業所案内パネルの展示　④会員事業所案内の改訂版発行

新 役 員 紹 介

　商工会と会員の方にご支援いただき工業部会に参
加するようになりました。皆様のお話をお聞きし鎌
ケ谷市の発展の為、会員の皆様の為と目的も理解し
て参りました。少しでもお役に立てるように、がん
ばりたいと思います。

　副部会長としてこれから3年間は広報委員会委員
長も含めてですが、自分の一番得意な広報活動で工
業部会に貢献できたらと思っています。高橋部会長
の目指す工業部会の存在価値をより多くの方に効果
的に伝えていくお手伝いが出来ればと思います。

　会員の皆様に価値のある会、会員の皆様の魅力を
発信できる環境を提供し、皆様の事業発展のお手伝
いが出来ればと思っております。皆様と一緒に魅力
のある会にしたいと考えておりますのでご協力よろ
しくお願いします。

　馬込沢駅前で塗装・リフォームをやっています、㈲大黒建装の谷口です。
今年度より工業部会の幹事に参加させていただきまして、工業部会選出理
事の役目も拝命しました。鎌ケ谷市商工会に所属してまだ２年ほどです
が、今まで他団体などで役員なども数多くこなしてきていますので、その
経験を工業部会のために少しでも役に立てていければと思っております。

平成 30 年度 年間行事予定
・30年４月 17日㈫…工業部会総会開催

・30年５月 23日㈬…商工会通年総代会開催

・ビジネス交流会　第 8 回　30年 7月 3日㈫
　　　　　　　　第 9 回　30年 11月初旬予定
　　　　　　　　第 10回　31 年 2月予定
・30年 9月…東葛工業人交流会
・30年 10月…市役所ロビーにてパネル展示
・30年 10月 27・28日…第30回産業フェスティバル
・30年秋頃…研修計画
・31年２月…第 10回交流会、14号部会報
・幹事会　 4月 17日（総会）　12月 11日
　　　　 6月 12日　　31年 2 月 12日
　　　　 8月 7日　　  3月 12日
　　　　10月 9日

幹　事
鎌ケ谷給食㈱　井原 勇一郎 ㈲藤田電機サービス　藤田 次男
㈱中村塗工　　中村 　茂 茂野製麺㈱　　　　大山 秀一
㈱栄光防災　　西坂 正吉 ㈱ヒューテック　　阿部 　豊
㈲初富製作所　口石 幸久 ㈲中村製作所　　　中村 光良
㈱銅秀　　　　佐藤 秀勝 ㈱日本パック　　　西野 一美

本年４月１日より事務局の職員体制が変更になりました
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事業所名 代表者名 業　　種 住　　所
㈲ティーエスエンジニアリング 田村　勇夫 プラント設計業 道野辺中央4-12-29
㈱慶和鋼業 白川　慶浩 鉄筋工事業 東道野辺4-10-5-201
㈲三成工務店 三浦　則夫 建築業 西佐津間2-15-3
むつみ産業㈱ 曽根　哲 建設業 佐倉市青菅1089
㈲すがもと 菅本　洋介 解体業 西道野辺2-14-204
藤井電気工事 藤井　昭人 電気工事業 東鎌ケ谷2-6-25
金子事務所 金子　光則 電気事業保守 南初富6-2-48
TEPサービス 高橋　努 電気工事 東初富2-4-2-1

中小企業庁『はたばく中小企業・小規模事業者300社』受賞

企業基本情報

生産性向上 担い手確保

ポイントポイント

需要獲得

サービスサービスものづくりものづくり

所 在 地 千葉県鎌ケ谷市くぬぎ山3-16-39

電話 /FAX 047-384-3706/047-387-4391

U R L http://www.iwaiseisakusho.co.jp/

代 表 者 代表取締役
岩井　武巳

設 立 1980年

資 本 金 500万円

従 業 員 数 22人

若手後継者への事業承継による事業見直し
を経て、歯科・医療分野で使われる極小部
品と器機製造のスペシャリストへ

○ 小回り幅と身体負荷を軽減させた革新性の高い内視鏡
処置具の試作開発

○ 国際医療機器展示会への出展により、海外展開への取
組を進める

○ 新代表取締役への事業承継とともに医療機器製品市場
への参入を進めている

千葉県鎌ケ谷市
有限会社岩井製作所

『労務管理セミナー』開催

第７回『かまがやビジネス交流会』開催第７回『かまがやビジネス交流会』開催 第８回『かまがやビジネス交流会』開催第８回『かまがやビジネス交流会』開催

事業所案内パンレット配布先一覧

　平成 30年 2月 22日と 3月 23日の 2日間にわたり『労
務管理セミナー』が開催されました。
　講師は商工会元理事、青年部所属の「ねぶや労務経営事務所」
の根布谷健氏。セミナーの内容は【労務管理の基礎】【労務管理
におけるリスクマネジメント】をわかりやすく、実例を交えて
講演いただきました。
　参加者からは「知らなかったことが知れて良かった」「知らな
いでこのまま経営していたらヤバかったかも」「今後の会社の発
展のためにとても役に立った」などの感想が寄せられました。

　平成 30年 2月 6日
（火）に第7回『かまが
やビジネス交流会』を
開催しました。今回は
26名の参加といつもよ
り少人数でしたが、新
規参加者が6割を占め、
大変盛り上がりました。

　今回の交流会は趣向を変えて一部セミナー講演を行います。
　内容は「千葉県産業振興センター」って、利用したことない、知らないっ
て方も多くいらっしゃると思うのですが、実は経営戦略上のあらゆる分
野でのサポート体制が非常に充実しているんですよ！　そこでどんなサ
ポートをしてくれるのかをお話しいただきます。『知らなきゃ損』という
言葉は今回のためにあったのではないでしょうか。
　後半では今までの様にビール片手に和気あいあいとした交流時間も設
けておりますので、奮ってご参加ください。
【日時】平成30年７月３日　18：30－ 20：45（受付18：00より）
【場所】鎌ケ谷市商工会３F　　【定員】50名　　【参加費】￥1,000

～『実は知らなかった！』千葉県産業振興センターがサポートしてくれることとは～
かまがや経営情報交換会かまがや経営情報交換会

平成29年度　工業部会新会員 訃　報

　平成 30 年 4 月 14 日に
商工会理事、工業部会幹事と
して永年にわたり会の運営に
ご尽力いただきました　㈲筑
波美装の平間弘勝さんが他界
されました。享年71歳
　ご冥福をお祈りいたします。

鎌ケ谷市商工振興課
鎌ケ谷市教育委員会
関宿商工会
我孫子市商工会
沼南商工会
野田商工会議所
松戸商工会議所
流山商工会議所
柏商工会議所
白井市役所
白井市商工会
船橋商工会議所
白井工業団地連絡協議会
市川工業高校
松戸六実高校
鎌ケ谷西高校

船橋北高校
ポリテクセンター
（※敬称略順不同）
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