
　　　　　組合だより　◆№１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２２年６月発行

　　去る、５月２８日（金）福山ニューキャッスルホテルにおきまして、当組合の創立６０周年記念及び

　旧広島県被服工業組合の創立５０周年記念式典及び祝賀会が、中国経済産業局の湯浅地域経済

　部長様や広島県の湯﨑英彦知事を始め、多数の来賓と関係業界の方々そして組合員のご参加の下

　盛大に開催されました。

　　記念式典は、午後５時より佐藤専務理事の司会で始まり、後藤克公副理事長が開会宣言を行い、

　物故者へ黙祷をささげた後、信岡正郎理事長が主催者を代表して挨拶を述べられました。

　　その後、各種の表彰に移り、組合役員に対して、中国経済産業局長表彰（１名）、広島県中小企業

　団体中央会々長表彰（８名）、広島県アパレル工業組合理事長表彰（１８名）が行われました。

　　そして永年、組合員企業に勤務された従業員の方に対して理事長表彰が行われ、３０年以上勤続

　の方が１１６名、１０年以上勤続の方が４名で合計１２０名に対して信岡理事長より表彰状が授与され

　た後、全ての受賞者を代表して平　謙介副理事長が謝辞を述べられました。

　　次いでご来賓各位からの祝辞に移り、はじめに主務官庁である中国経済産業局の湯浅　憲義地域

　経済部長様が挨拶された後、多忙の中、湯﨑　英彦広島県知事様が来場され、ご懇篤なご挨拶を

　頂戴しました。この後、伊藤吉和府中市長、櫻井親広島県中小企業団体中央会会長、田辺信幸東レ

　㈱機能製品・縫製品部門長及び加藤誠伊藤忠商事㈱相談役の各氏からご祝辞を頂戴しました。

　　次に商工中金福山支店の舘崎支店長様から感謝状が信岡理事長に対して授与されました。

　　次いで、各方面、各団体等から多数のご祝電を頂戴いたしましたので、参会者にご披露させて

　いただきました。

　　最後に、山名作太副理事長が閉会の挨拶を述べて、記念式典は滞りなく終了し、参会者は次の

　祝賀会会場へと移動しました。

　　なお、当日の参会者は、約１６０名でした。



　　　　　　　　【立礼する正副理事長】 　【主催者挨拶：信岡理事長】

　【各種の表彰～中国経済産業局長表彰・平謙介氏】 【挨拶される湯﨑広島県知事】

　　式典の後、会場を移動して記念の祝賀会が開催されました。渡邉哲也青年部会部会長の司会で始ま

　り、平副理事長が開会の挨拶を述べ、岡﨑福山市副市長様の乾杯の音頭の後、参会者は和やかに

　祝賀と懇親を深めました。

　　一息ついた頃、イエス玉川師匠による漫談が行われ、巧みな話術とユーモアにより、しばし、談笑が

　続き、漫談を楽しんだ後、舘崎商工中金福山支店長様の万歳三唱があり、後藤昇副理事長の参会者

　への謝辞で祝賀会を締めくくりました。



　　翌２９日（土）、新市クラシックゴルフクラブにおいて、記念のゴルフコンペが盛大に開催されました。

　　当日はお天気にも恵まれ、新緑の下で参加されたプレーヤーは、日頃の腕前を思う存分に発揮

　された後、イエス玉川師匠の進行で懇親会と成績発表が行われ、和気藹々の内に終了しました。

　　このコンペには、日本繊維新聞社から優勝トロフィーが、グンゼ㈱からは参加賞として下着セット

　が、シキボウ㈱からはボストンバッグ、会場の新市Ｃ・Ｇ・Ｃからバッグが、そして信岡理事長から

　理事長賞がそれぞれ提供されました。ありがとうございました。

　　尚、当日の参加者は、組合員が２７名、関係業界から３４名の合計６１名の参加があり、優勝は

　シンメン㈱平　祐介社長でした。　１～１０位までのコンペの成績は、次のとおりです。

 　　  (敬称略）

順　位 氏　　名 会　社　名 ＯＵＴ ＩＮ ＧＲＯＳＳ ＨＤＣＰ ＮＥＴ

優勝優勝優勝優勝 平平平平　　　　　　　　祐介祐介祐介祐介 シンメンシンメンシンメンシンメン㈱㈱㈱㈱ 39393939 38383838 77777777 7.27.27.27.2 69.869.869.869.8

２位 鎌田　　登 モリリン㈱ 47 44 91 20.4 70.6

３位 高浦　吾郎 タカウラ㈱ 39 43 82 10.8 71.2

４位 藤原　眞司 ㈱藤和 42 40 82 10.8 71.2

５位 平　　謙介 クロダルマ㈱ 37 42 79 7.2 71.8

６位 塔本　泰広 ㈱コーコス信岡 44 46 90 18.0 72.0

７位 與田　邦男 モリト㈱ 40 44 84 12.0 72.0

８位 佐藤　卓己 ㈱サンエス 43 43 86 13.2 72.8

９位 藤原　和郎 ㈱藤和 51 45 96 22.8 73.2

１０位 藤井　秀憲 モリト㈱ 48 41 89 15.6 73.4



　　記念式典に先立ち、午後３時より福山ニューキャッスルホテルにおいて、当組合の平成２２年度通常

　総会が開催されました。総会は、佐藤専務理事が定数に達したので開会を告げ、信岡理事長を議長に

　選出して議事が進められました。

　　第１号議案の平成２１年度事業報告、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案を原案

　どおり承認し、借入金額の最高限度額や平成２２年度経費の賦課及び徴収方法を決定した後、平成２２

　年度の事業計画及び収支予算案を原案どおり決定しました。

　　　　（クロダルマ㈱社長）

　　最後に役員改選が行われ、理事２５名と監事４名が選出された後、理事会が開催されて、正副理事

　長が互選により選ばれ、平　謙介副理事長（クロダルマ㈱社長）が、第９代理事長に選出されました。

　　議事が終了後、信岡前理事長が退任の挨拶を述べられた後、平新理事長が新任の挨拶を述べられ

　て、通常総会は滞りなく終了しました。　当日選出された新役員は次のとおりです。
　

（敬称略）

役職名 氏  名 役職

理事長 平　　謙介 社長

山名　作太 社長

後藤　昇 社長

佐藤　卓己 社長

棗田　和敏 社長

理事・顧問 信岡　正郎 会長

児玉　廣造 社長

塚　　弘光　　 社長

大崎　勲一 社長

林　　吉宏 社長

平川　秀之 会長

川原　明 社長

小川　一利 社長

井口　和明 社長

福永　一夫 社長

藤原　眞司 社長

田邉　和憲 社長

鎌倉　博治 社長

平　　祐介 社長

高橋　邦治 社長

江草　和広 社長

山根　久典 社長

由永　英雄 社長

戸田　好明 社長

中塚　恭平 社長

畠山　直秀 社長

有木　康彦 社長

後藤　和弘 社長

橘高　佳明 社長

事務局長 佐藤　八郎

有木㈱       

加富屋㈱

橘被服㈱  

員　外

㈱由永縫製

戸田被服㈱

中塚被服㈱

㈱コダマコーポレーション

シンメン㈱

㈱大盛センイ

㈱クレヒフク

アタックベース㈱

アパレルアイ㈱

㈱藤和

山和㈱

ブルーウェイ㈱

㈱イーブンリバー

㈱川原センイ

㈱セカイトンボ

㈱井口商店

旭蝶繊維㈱

㈱塚孝市商店

クロカメ被服㈱

ハチダイヤ㈱

副理事長

理　事

監  事

会 社 名　　

クロダルマ㈱

㈱山名繁治郎商店

㈱ジーベック

㈱サンエス

㈱ナツメダ  

㈱コーコス信岡



　　平成２２年度の日本被服工業組合連合会の通常総会が、６月３日（木）新大阪ワシントンプラザホテ

　ルにおいて開催されました。

　　総会に先立ち、正副理事長会が開催された後、埼玉県、大阪府、岡山県及び広島県から役員等が

　参加して、通常総会が開催されました。総会では平成２１年度の決算関係書類の承認や平成２２年度

　の賦課金額、事業計画、収支予算案が原案どおり可決・承認されました。

　　　　（岡山県アパレル工業組合理事長）

　　続いて、任期満了に伴う役員改選が行われ、理事２２名、監事３名が選出されました。次いで、役職

　理事の選出のための理事会において、河合達朗氏（岡山県理事長）が新理事長に互選されました。

　　総会終了後、懇親会が開催され、盛会裡に終了しました。又、翌日は、伏尾ゴルフ倶楽部において、

　１９名の参加によるゴルフコンペが開催されました。

　　当日選出された新役員は、次のとおりです。

（敬称略）

役職名 氏名 役職名 役職名

河合　達朗 岡山県アパレル工業組合 理事長 河合産業㈱ 会長

阿部　弘一 埼玉県被服工業組合　　 理事長 阿部被服㈱ 社長

伊藤　清一 大阪府被服工業組合　　 理事長 アイトス㈱ 社長

平　　謙介 広島県アパレル工業組合 理事長 クロダルマ㈱ 社長

専務理事 松本　隆茂 岡山県アパレル工業組合 専務理事 員　外　　　

矢澤　將之 埼玉県被服工業組合　　 副理事長 ㈱ガードナー 社長

江森　照雄 埼玉県被服工業組合　　 副理事長 トップエース㈱ 会長

金久保定男 埼玉県被服工業組合　　 理事 トーマセンイ㈱ 社長

山田　正一 大阪府被服工業組合　　 副理事長 山田辰㈱ 社長

中谷　善紀 大阪府被服工業組合　　 副理事長 中谷㈱　　 社長

西川　典男 大阪府被服工業組合　　 副理事長 丸十服装㈱ 会長

今荘　政明 大阪府被服工業組合　　 副理事長 ㈱イマジョー 社長

高畠　耕斎 大阪府被服工業組合　　 理事 千代田商事㈱ 社長

尾崎眞一郎 岡山県アパレル工業組合 副理事長 尾崎商事㈱ 会長

落司　量則 岡山県アパレル工業組合 副理事長 ㈱トンボ　　 社長

河合　秀文 岡山県アパレル工業組合 副理事長 明石被服興業㈱ 社長

太宰　幹夫 岡山県アパレル工業組合 理事 セロリー㈱ 社長

山名　作太 広島県アパレル工業組合 副理事長 ㈱山名繁治郎商店 社長

後藤　　昇 広島県アパレル工業組合 副理事長 ㈱ジーベック 社長

佐藤　卓己 広島県アパレル工業組合 副理事長 ㈱サンエス 社長

棗田　和敏 広島県アパレル工業組合 副理事長 ㈱ナツメダ 社長

信岡　正郎 広島県アパレル工業組合 理事・顧問 ㈱コーコス信岡 会長

高島　　明 大阪府被服工業組合　　 理事 丸賀㈱　　 社長

藤井　勇雄 岡山県アパレル工業組合 副理事長 ㈱桑和　　 社長

児玉　廣造 広島県アパレル工業組合 理事 旭蝶繊維㈱ 社長

監事

会社名所属組合

理事長

理事



　　岡山県の河合理事長が同連合会理事長に選出されたことにより、日被連の事務局は今後２年間

　岡山県アパレル工業組合が担当することになりました。

　　平成２２年２月５日の閣議において特定調達品目制服・作業服の判断基準が改定されることになり、

　日被連が実施している「日被連エコ・ユニフォームマーク」について、どのように対応するか同連合会の

　正副理事長会・理事会・総会において検討が行われ、連合会としては、新判断基準に合わせることと

　なりました。最終的には、有識者や関係団体等も加わって形成されている「認定委員会」で、検討・

　決定し、関係者へ啓発することにしております。

　　　【現行の判断基準】

　　　　●　製品重量比で再生ポリエステル繊維が１０％以上であること。

　　　【新判断基準】

　　　　●繊維部分全体重量比（裏生地、縫糸除外）で２５％以上

　　　　　ただし、次の①又は②の場合は１０％以上が認められます。

　　　　①ポリエステル繊維が５０％未満、再生ポリエステル繊維がポリエステル繊維重量比５０％以上

　　　　②製品使用後に回収及び再使用若しくはリサイクルされるためのシステムがあること

猶予期間：平成２２年度の１年間です。

組合だよりが１００号となりました。
　昭和５９年１０月よりはじまった当組合の情報誌「組合だより」が今号をもって１００号と

なりました。今後共組合員の皆様方の情報源として、頑張って編集する所存です。（佐藤）

　　　　　　　　　　　　　　　　岡山県アパレル工業組合

　　住所：〒711-0921 岡山県倉敷市児島駅前１－４６
　　　　　　　　　　　　　　　倉敷ファッションセンター内
　　電話：０８６－４７３－３４１１　　ＦＡＸ：０８６－４７３－７０４０
　　ＵＲＬ：http://www.okayama-ap.or.jp/

　　理事長：河合　達朗（河合産業㈱会長）氏
　　専務理事：松本　隆茂氏


