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年頭のご挨拶 

「連携と挑戦」

理事長 小正芳史

新年あけましておめでとうございます。 

清々しい新春を、ご家族揃ってお迎えになられたこ

とと心からお慶び申し上げます。 

昨年を振り返りますと、実質ＧＤＰが 3 期連続のプ

ラス成長となり、生産や出荷が緩やかに持ち直し、政

府の月例経済報告でも景気判断が 21 ヶ月振りに上方

修正されました。しかし、個人消費マインドは冷え込

み伸び悩んでおります。日銀によるマイナス金利政策

も打ち出されましたが、消費税増税も再延期になるな

ど、我々中小企業にとってはあまり景気回復を実感で

きなかったと感じております。 

雇用環境も人手不足感が強く、賃上げによる企業収

益への影響も心配であります。 

本格的な少子高齢化を迎える中、企業に直面してい

る問題は様々であります。しかし、IoT・AI（人口知能）

の発達により、生活が変わり、働き方・仕事も変わっ

ていきます。これらの厳しい問題に取り組んでいくた

め、組合員企業がより一層団結力を強め、情報の共有

化を図り、地域の活性化のためにも活動して参りたい

と思います。 

鹿児島に目を転じますと、1 月の大雪にはじまり、

大雨や台風被害といった気象影響もありましたが、何

と言っても 4 月の熊本地震には恐怖を感じましたし、

又、組合員の中にも直接、間接被害を被ったところも

数多くありました。組合もさっそく耐震調査を実施し

たところ、老朽化はしていますが頑丈な建物であり、

震度 6 強でも倒壊しないという結果が出て一安心して

いるところであります。しかし、我々は会場を貸す事

業を行っており、安全面をより重視するためにも、大

地震により落下が懸念される第 1 展示場の天井改修工

事などにも取り組み、音響面等でもより使い勝手が良

い会場作りに取り組んでいく意向であります。 

うれしいニュースもありました。来年、平成 30年の

明治維新 150 年という節目の年に、ＮＨＫ大河ドラマ

「西郷(せご)どん」の放映が決まりました。放送とと

もに是非、鹿児島のＰＲ、ひいては鹿児島の発展に結

びつけば、という思いであります。 

組合においては各種イベントや委員会行事など、順

調に実行されました。3 月の「フォーシーズンズ・マ

ーケット」、若手組合員の皆さんが活躍してくれました。

8 月の「夏祭り」、好天にも恵まれ、大勢の方に来てい

ただきました。又、鹿児島信用金庫吹奏楽部の皆様に

もパレード演奏など、盛り上げにひと役かっていただ

きました。今年は更に、組合員の連帯を一層深めるた

めに「オロシティー夢音頭」を作り、夏祭りでは、皆

様と一緒に踊りたいと思います。 

今年も昨年同様、色々なことを企画し実行していき

たいと考えておりますが、昨年立ち上げました「青年

部」にも積極的に参加してもらい、若者の自由なアイ

デアで果敢にチャレンジしてもらいたいと思います。 

又、組合はいよいよ創立 50 周年を迎えます。記念事

業委員会で詳細について企画しているところでありま

す。50年という長い歴史を噛み締めながら、盛大にお

祝いをしたいと思っております。 

2017 年は「とりどし」です。酉は商売繁盛の象徴と

いう意味で縁起が良いと言われているそうです。昨年

は世界的にも、イギリスのＥＵ離脱やアメリカではト

ランプ氏の勝利で、為替や株式が乱高下する 1 年でも

ありました。トランプ大統領の政策がどう転ぶか分か

りませんが、今年は安定して景気が上向きになること

を願いたいと思います。 

繰り返しになりますが、我々組合員を取り巻く環境

は決して楽なものではありません。関係各位のご支援

と連携を強めさせていただきながら、この環境を克服

していくつもりです。本年も皆様方の当組合への変わ

らぬご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

最後になりましたが、皆様方のますますのご繁栄と

ご健勝を祈念申し上げまして年頭の挨拶とさせていた

だきます。 
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 1 月 11 日（水）15 時から恒例の第 44 回合同年始会

が、組合員企業のほか政財界から多数の来賓を招き、

オロシティ－ホ－ルにて盛大に開催された。 

 国家「君が代」と「1月 1 日の歌」の斉唱、組合理念

の唱和により会が始まり、小正理事長の挨拶（前述紙

面）に続いて、来賓の三反園 鹿

児島県知事・森 鹿児島市長・鶴

田 鹿児島県議会副議長・上村 

鹿児島銀行頭取から祝辞を頂戴

し、その後、鏡開きで気勢を上

げた。続いて、日本銀行鹿児島支

店の林 支店長の乾杯で祝宴が始

まり、国会議員祝辞・来賓紹介・

祝電披露が行われた。会では参加

者同士の歓談が弾み、和やかに進

むなか、玉利副理事長の指揮の下

全員で組合歌を合唱し、最高潮に

盛り上った。最後に、商工中金鹿

児島支店の堂園支店長の万歳三

唱で盛会裡にお開きとなった。 

平成 28 年 11 月 16 日（水）、ホテル・レクストン鹿

児島において、組合員 28 名、商工中金および地元金融

機関から 6名が参加し、交流会が開催された。 

今回は、組合員である小正醸造㈱がイギリスにて開

催された ISC2016 にて『メローコヅル 磨』が最高賞（ト

ロフィー）を受賞した

こと、同じく組合員で

ある㈱下堂園が南日

本新聞社主催の南日

本経済賞を受賞した

ことを祝う受賞祝賀

会も兼ねて開催され

た。会では、三角副理

事長より受賞したことの紹介とお祝いの言葉、小正理

事長及び下堂薗副理事長より受賞の報告と喜びについ

て来場者に伝えられ、玉利副理事長による乾杯の音頭

とともに参加者全員で今回の快挙を祝った。 

12 月 2日（金）鹿児島サンロイヤルホテル（エトワ

ール）において 6団地 17名が出席し商団連九州ブロッ

ク会議及び懇親会が開催された。会議では小正理事長

（商団連副会長）の挨拶、来賓紹介につづき商団連よ

り最近の動きについて報告、そ

して出席した各団地より現状や

課題について意見交換等が行わ

れた。会議の後の懇親会では玉

利副理事長がギター演奏を披露

するなど、和やかな雰囲気の中

懇親が深められた。 
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去る 11 月 22 日（火）鹿児島高牧 CC において代表

者会・金融機関協力会親善コンペが開催された。暦

の上では冬とはいえ、暖かな天候に恵まれ最高のゴ

ルフ日和であった。 

主な成績 

順位 氏名 企業名 ネット

優勝 田尻 和郎 鹿児島ヤクルト販売㈱ 70.4 

２位 坂之上 久之 鹿児島銀行 70.4 

３位 永山 正人 南九州トーヨータイヤ㈱ 72.2 

４位 水流  昇 ㈱サンケイグリーン 72.4 

５位 長野 哲郎 山形屋商事㈱ 74.0 
（同ネットは年齢上位） 

11 月 15 日（水）12 時よりオロシティーホール 2

階会議室において組合員である㈱Misumi より三角皓

三郎会長を講師としてお招きし、「我が社の会社経営

について」という演題のもと会社経営をテーマにオ

ロシティー講演会（経営塾）が開催され、36 社 54

名の参加者が集まった。  

講演では、創業間もない頃、資金繰りで大変苦労

したことや会社が軌道に乗るきっかけとなったガス

基地建設の話、また、どのような流れで現在の Misumi

のような多角経営になっていったのか詳しくお聞か

せいただいた。長年の実践に基づいたお話を聞け、

参加者たちにとって大変貴重な機会となった。 

10 月 15 日（土）、福利厚生委員会主催による組合

員企業従業員とその家族を対象にしたバスツアーを

開催した。貸し切りバスに家族や夫婦、友達同士な

ど 42名の参加者が乗り込み、午前 9時に出発。最初

に向かったのは南九州市の釜蓋神社。釜の蓋を頭に

のせ、鳥居から拝殿まで落とさずに行くことができ

れば願いが叶うとも言われる有名な神社。参加者た

ちもさっそく

釜蓋を頭の上

にのせ、願い

を叶えようと

チャレンジし

ていた。次に

釜蓋神社から

車で 5 分ほど

離れた番所鼻自然公園にてタツノオトシゴハウス

（観光養殖場）を鑑賞し楽しんだ。時より小雨がぱ

らつく曇り空だった

が、開聞岳と空と海が

織りなす景色を満喫

しながら周辺を散策

した。その後、お昼の

時間となり参加者が

楽しみにしていた、いせえび荘での美味しい伊勢え

び料理を堪能した。 

午後は、知覧の特攻平和館に向かい第二次世界大

戦末期、爆装した飛行機もろとも敵艦に体当たりし

ていった当時 20 歳前後の若い特別攻撃隊員の遺影・

遺品・記録等の資料が館内に展示してあり、参加さ

れた方々は戦争のむなしさ、平和の大切さやありが

たさを感じたのではないだろうか。 

最後に、知覧武家屋敷の建物・庭園を散策しなが

ら、また、鯉の泳ぐ清流溝を見入ったりして楽しん

でいた。 

午後 4 時、武家屋敷を後にして、オロシティーホ

ールに 4時 30 分頃無事に帰り着いた。福利厚生委員

会では、このような企画をまた開催したいと思って

いる。 



平成 29年 1 月                                    №240 

昨年中はお世話になりました。 

本年もよろしくお願い申し上げます。

南栄支店

鹿児島県火災共済協同組合

“地域のために尽くし、 

愛される銀行”をめざして 

●まごころ共済 ●生命傷害共済 ●自動車共済

●火災共済 ●医療総合共済 ●傷害総合共済
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迎 春 
本年もよろしくお願い申し上げます 

がん全身検査（ペットがんドック）でご安心を 
（割引制度があります オロシティー事務局へご相談下さい） 

厚地記念クリニック        

PET（ペット）画像診断センター

照国町 12-1 TEL：099-226-8871

迎 春 
本年もよろしくお願い申し上げます 

鶴丸交通株式会社 
〒892-0836 鹿児島市錦江町 23-4 

タクシーのご用命は 
フリーダイヤル無線配車センター

0120-22-0818（鹿児島市内のみ） 
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平成 29 年 11 月で当組合は創立 50 周年を迎える。10

月 28 日（金）、事務局会議室において創立 50 周年記念

事業実行委員会が開催され、事業の概要や小委員会の

編成、今後のスケジュール等について話し合われた。

実行委員会は 11 名で構成され、会長に小正理事長、委

員長に三角副理事長とし、各委員会の委員長及び部会

長で構成される。今後、小委員会で各事業の内容や費

用等について詳細をまとめ、予算組みを行っていく。

なお、記念式典は平成 29 年 11 月 9 日（木）城山観光

ホテルにて開催予定。 

10 月 6日（木）、栗山理事長をはじめ、協同組合山梨

県流通センターの御一行様がご来訪された。一行は、

当組合の概要と取り組みについて説明を受け、その後

お互いの組合が抱える課題や成功事例などについて活

発な情報交換や意見交換が行われ、大変有意義な機会

となった。最後には、当組合の会議室や展示場などの

貸し会場を見学された。 

11 月 29 日（火）、小正理事

長が東京都内で開催された全

国中小企業団体中央会創立 60

周年記念式典祝賀会に出席し、

安倍総理とともに記念撮影を

された。来年の明治維新 150

年記念を前に薩長同盟の話題

で盛り上がった。 

 12 月 10 日（土）鹿児島サンロイヤルホテルにおいて

組合員の家族を招き、恒例のオロシティークリスマス

パーティーが開催された。 

 小正理事長の挨拶と下

堂薗副理事長（クリスマ

ス実行委員長）の乾杯の

後、サンタが各テーブル

をまわり、子どもたちへ

プレゼントが手渡された。 

今回は、音楽をサウン

ズウインドの N 前田氏（エレクトーン）と松田氏（ヴ

ァイオリン）のお二人、そしてゲストに山田＆路代さ

んをお願いし、振り込み

詐欺撲滅のキャンペーン

ソングをはじめ、クリス

マスソングを中心に演奏

していただいた。終始和

やかなムードの中、来場

者たちは思い思いに家族

で楽しんでいる様子だった。 

11 月 16 日（水）、卸団地青年部が組合員である小正

醸造㈱の日置蒸留蔵を視察見学した。同じ青年部員で

ある小正専務にご案内いただき、原料であるサツマイ

モの産地や種類、等級といったことからどういう流れ

で焼酎が出来るのか、製造工程順に詳しく教えていた

だいた。最後に、オーク樽に貯蔵・熟成されるメロー

コヅルの貯蔵施設を見学し、大きな倉庫内に整然と並

んだ沢山の樽に

参加者は圧倒さ

れたようだった。

品質管理が徹底

された施設、従業

員の取り組みに

ついて学ぶ貴重

な機会となった。
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10月 12日（水）卸本町に釣具のポイント鹿児島谷

山店が新しくオープンした。当日、店内はオープンを

待ちわびたたくさんのお客様であふれ、お目当ての商

品を買い物かごいっぱいに入れてレジの前に長蛇の列

が出来ている様

子が印象的だっ

た。また、30 名

を超える従業員

の「いらっしゃい

ませ、ありがとう

ございます。」と

いう活気ある掛

け声と商品を買

った人が挑戦できるガラポン抽選の「おめでとうござ

います。」の声と鐘の音が店内に響き渡り、まるでお祭

りのような雰囲気だった。 

新しく明るい店

内には商品が、ジ

ャンル別等に整然

と陳列され、見て

いるだけでも楽し

くなる。週末や祝

前日はオールナイ

ト営業ということ

で時間を気にせず買い物が出来るのも魅力。お店で行

っているキャンペーンや釣り情報等、詳しい情報は“ポ

イント鹿児島谷山店”で検索すればチェックできる。 

ポイント鹿児島谷山店 

所在地：鹿児島市卸本町6－9 

営業時間：月～木曜 午前 10時～午後9時 

金曜･祝日前 午前 10時～ｵｰﾙﾅｲﾄ営業 

土曜 ｵｰﾙﾅｲﾄ営業 

祝日･日曜 ｵｰﾙﾅｲﾄ～午後8時 

当社はアグリ、管材・住資、成型品、建設の４つの

事業を柱として商社、製造業、建設業と言う３様の形

を持った企業です。中期経営計画で「農業と食と社会

インフラを支える信頼感と行動力のある総合商社を目

指す」を方針に掲げ２年目に入りました。事業領域を

広げ、各々の事業の重なった領域で強みを発揮し「全

員経営」「総合力展開」「現場力を磨く」を行動指標に

増収・増益を目指しています。 

そして昨年、小規模医療施設や老人介護施設向けに

簡易なスプリンクラーを設置することによる防火対策

事業に参入致しました。九州から始めて近い将来全国

に拡販してゆき５つ目の事業に育てていく計画です。

ハンディを持った方々を救済する防災・減災に着目し

た価値の創造を目指しています。 

来たる2017年２月６日に創立70周年を迎えるこ

ととなりました。70周年という節目の年に当たり社員

一同気持ちを新たにし 100 年たっても存在感のある

企業をめざして２０１７年１月１日にヒノマルから積

水ヒノマルへ社名変更することにいたしました。積水

化学グループとして一体感を醸成するとともに今まで

以上に「変革と挑戦」をすすめ、皆様のご期待に沿う

べく邁進努力いたす所存でございます。 

今後も積水ヒノマルは１００年企業を目指し変革を

してゆきます。なお一層のご指導ご鞭撻を賜りたく宜

しくお願い申し上げます。 

会社概要 

設  立  １９４７年２月６日  

資 本 金  ６億７,２５０万円  

代 表 者  代表取締役社長 嶋田 一眞  

本  社 熊本市中央区九品寺5丁目7番 29号 

従業員数  ３０３人（２０１６年４月１日現在）  

売 上 高 ２５７ 億３,７００万円（２０１６年３月期） 

事業紹介 

・アグリ事業部（肥料・農薬・農業資材分野） 

・管材・住資事業部（管工機材・住宅資材分野） 

・建設事業部（建設・土木資材分野） 

・成型品事業部（食品容器分野） 

支店、営業所 

九州７県（沖縄除く）及び広島、大阪、名古屋、東京

ほか  

工 場 

佐賀県鳥栖市、滋賀県守山市、茨城県筑西市 

鹿児島支店 従業員数 17名 
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当組合では、年に 1回集

団健康診断を実施してお

り、今回も 10 月 17 日

（月）・18 日（火）・19（水）

の 3日間、オロシティーホ

ール2階会議室において実

施し、組合員・賛助会員合計 396 名が受診した。 

労働安全衛生法により、常時使用する労働者につい

ては、年1回の定期健康診断が義務付けられています。

次回も 10 月中旬に実施予定しており、通常の検診内容

の他に、追加で甲状腺がん検査や前立腺がん検査、心

不全検査なども実施している。健康な生活の備えとし

て健康診断は必ず受診しましょう。 

問い合わせは、事務局総務課（260-2111）まで。 

 去る11月21日

（月）に組合事務

局とオロシティ

ーホールテナン

トの方々を対象

として消防訓練

が実施されまし

た。訓練では、本物の消火器や消火栓を使っての訓練

を行い、より実践的な訓練でした。実際の消火器は思

った以上に煙の量が多く、参加者は皆驚いた様子でし

た。また、消火栓を使った訓練では、女性一人の力で

は振り回されてしまいそうになり、その力の強さも実

感することができ、貴重な体験となりました。参加者

たちは、火災が発

生した場合、慌て

ずに避難経路を確

保したうえで初期

消火を行い、無理

をせずに避難する

ことの大切さに教

えていただきまし

た。 

12月14日（水）、

商工中金鹿児島支

店の堂園支店長が

来訪され、組合へ感

謝状が贈られまし

た。これは、商工中

金が創立 80 周年を

迎え、中小企業の発

展に対する功績を讃えるために贈られたものです。 

3 月 19 日（日）10 時～20 時、魅力ある“モノ・ヒト・

コト”が卸本町に集まり、“触れて・学んで・楽しむ”

体感するマーケットの第 3回が開催されます。 

 〈“食”と“モノ”に触

れる〉・〈“体験”して学

ぶ〉・〈“音楽”を楽しむ〉

といった大きく分けて 3

つの内容で開催され、

〈“食”と“モノ”に触れ

る〉出店エリアに組合員

を含め県内外各地から約

110 店舗、〈体験”して学

ぶ〉ワークショップエリ

アには 13 店舗が出店予

定。〈“音楽”を楽しむ〉

では特設ステージで 8 グループが出演するなど、前回

と比べ盛りだくさんの内容となっています。今回はさ

らに 20 時までの開催、最寄駅からの無料シャトルバス

運行等、新たな試みを計画され、誰もが春の一日を楽

しめる内容となっておりますのでぜひお越しください。 

実行委員会では、当日イベントを手伝っていただく

ボランティアを募集しています。「ボランティアの方が

気持ちよく、進んで手伝ってくれて助かった。嬉しか

った。」という出店者からの感想が毎回、多数寄せられ、

大変ありがたく思っております。手伝って頂く内容は、

会場設営・撤去や会場案内等となります。興味がある

方は、2月中旬に配付される告知チラシとともに申込用

紙も配付されるのでぜひご協力ください。また、今回

来場者用の駐車場をより多く確保する為、外部出店者

車両を組合員の敷地に駐車させていただけるようご協

力をお願いする予定です。ボランティアとともに駐車

場のご協力もよろしくお願いします。 
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【２９年２月】 

１４日 ㈱チャイルド社 保育用品総合展示会(～16 日) 

１８日 フランスベッド㈱ ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞﾌｪｱｰ（～19 日） 

２２日 尾家産業㈱ 2017 年 春季提案会 

２５日 ヤマゼンクリエイト㈱   

Reform 快適すまいづくりのお役立ち展(～26 日) 

２７日 ＹＫＫＡＰ㈱ 新窓のエピソード NEO 発表会 

【２９年３月】 

２日 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｺﾝｼｭｰﾏｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱ 商品内覧会 

４日 ㈱川崎塗料 川崎決算フェア(～5日) 

 ９日 国分九州㈱ 春・夏 日配・冷食・青果展示会 

１１日 ㈱マキタ 電動工具展示会(～12 日) 

１１日 ㈱千寿 仏壇・仏具の展示販売(～12 日) 

１６日 菅公学生服㈱ 鹿児島南高校制服採寸 

１９日 フォーシーズンズマーケット 

２３日 ㈱山善 2017 鹿児島どてらい市内覧会 

【２９年４月】 

１日 えびす保育園 入園式 

２４日 ㈱ドラゴンゲート DORAGON GATE ﾌﾟﾛﾚｽ鹿児島大会 

２９日 ㈱第一塗料商会 展示会 

【２９年２月】 

１日（月）理事会 

８日（水）オロシティーボウリング大会

１９日（日）坐禅会／南洲寺 6:20 集合 

２７日（月）オロシティー講演会

【２９年３月】 

１日（水）理事会 

１９日（日）フォーシーズンズマーケット in 卸本町

○会社名変更○ 

2 月 8日受付 

ヒノマル㈱  → 積水ヒノマル㈱ 

○代表者変更○ 

12 月 14 日受付 

日清丸紅飼料㈱ 代表取締役 

鹿間 千尋 → 川合 紳二 

12 月 16 日受付 

ブリヂストンタイヤジャパン㈱ 代表取締役 

清水 実 → 鍋 利明  

1 月 12 日受付 

㈱小園硝子商会 代表取締役 

小園啓一 → 小園洋平 

日暮れの時間がだんだんと遅

くなってきていることは実感す

るものの、厳しい寒さは変わり

ません。暖かな春が待ち遠しいこの頃です。身近に体

調を崩す方も多く、インフルエンザに罹ったという方

も多いのではないでしょうか。 

今年の 11 月、組合は創立 50 周年を迎えます。現在、

50 周年の節目に向け、様々な記念事業の計画が進めら

れています。どんな記念事業になるか今から楽しみで

すが、その前に組合ではフォーシーズンズマーケット

in 卸本町の 3回目が 3月 19 日（日）に控え準備が進め

られています。今回もこだわりのあるお店が 100 店舗

以上並びます。こちらも楽しみにしていただきたいと

思います。また、広報研修委員会では、2月 27 日（月）

に消費税の軽減税率について学ぶ講演会、年を重ねて

も健康に過ごす秘訣を学ぶ講演会を同時に開催します。

こちらもぜひご参加ください。

平成29年 1月 広報研修委員会 

委員長 玉 利 佳 久 


