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　　広島県アパレル工業組合

　去る5月2２日（月）午後4時より当組合会館3階大会議室において、広島県アパレル工業組

合の平成１８年度通常総会が開催されました。

　佐藤専務理事の司会で始まり、出席数が法定数を満たし、有効に成立していることを報告

した後、信岡理事長が議長に選任され、議案の審議に入りました。

　まず、平成１７年度事業報告・決算関係書類及び借入金額の最高限度額並びに債務保証

金額の最高限度額と賦課金額の基準額等が原案通りいずれも承認・可決された後、平成１８

年度事業計画及び収支予算案が原案通り承認・可決され、通常総会は滞りなく終了いたしま

した。

《信岡理事長の挨拶要旨》
　総会終了後、ご来賓の方々の入場の後、信岡理事長が、来賓各位のご臨席に対するお礼

を申し述べた後、要旨次のような挨拶をされました。
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　　～賦課金納入へのお礼～

　「組合員の皆様方には、春・夏商売の最盛期に当たっているにも関わらず、ご出席のうえ、

準備した全ての議案を慎重審議のもと、原案通り可決していただきありがとうございました。

又、昨年高速道路料金別納制度の変更により、年間約６００万円の当組合への事業収入が

見込めなくなり、急遽、皆様方に賦課金の大幅な増額をお願いしましたところ、大変厳しい

環境にも関わりませず、組合員全員揃ってご理解とご協力を賜り、滞りなく納入していただきま

したことに対しまして、本席をお借りいたしまして心からのお礼を申し上げます。」と述べられま

した。

　　～18～19年度の２年間、日被連理事長就任予定～

　次いで信岡理事長は「理事長職をお受けした平成15年からの3年間はあっという間でした。

本年度から2年間、埼玉、大阪、岡山それに広島の４地区組合の連合体であります日本被服

工業組合連合会（略称：日被連）の理事長職が当組合に回ってきます。経済産業省と直接繋

がっておりますので、全国的課題への対応の仕事も増加いたしますが、微力ながら頑張って

行こうと思いますので、皆様方の一層のご支援・ご協力をお願いしたい。」と述べられました。

　～3年前の就任当時より景気は大きく回復基調にある～

　次に信岡理事長は、景況について次のように述べられた。

「理事長就任前には株価は、ダウが８，０００円を割り込んだり、デフレは進行し、金融機関も

企業に対して貸しはがしとか貸し渋りとかいやな言葉も多く聞かれた時代でしたが、大企業を

中心にして体質・体力改善が進み、そのリードにより景気は大きく回復し、今ではバブル期を

抜いて戦後二番目の長期景気拡大が続いていると言われております。

　我々繊維業界においても川上の大手メーカーや商社も昨今揃ってすばらしい業績を発表し

ておられる。当産地においても一部ではあるが、過去最高の利益や高収益を続けている会社

もあります。特に昨年末には厳冬により冬物衣料が好調に売れ、まずまずの年であったのでは

ないかと思う。」

　　～ますます盛会になるBINGOレディースフェア～

　信岡理事長は、BINGOレディースフェアの活動に対して次のように述べられました。

「3年前にレディース関係業者１２社で発足された協議会は、今では26社までになり、大変活発

な活動を続けておられ、『BINGOレディースフェア』というキャッチフレーズで期日を統一した

展示会を年2回開催しておられ、回を重ねるごとに盛会になっています。そして何よりもすばらし

いのは、ライバルといえる同業種の会社が、一つの目的に向かって対話・情報交換を重ね、

お互いに協調路線を模索され、厳しい時代の中での生き残り・成長に向かって努力されている

姿だと思います。そこでは、同一商品、同一ジャンルでの価格競争の世界ではなく、各社それ

ぞれの進むべき方向性・独自性を見出し、その為の商品開発等に全力投球されておられます。
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　　～組合としても全面的な協力を～

この活動に対しまして、当組合としましては出来る限りの応援をして行きたい。また、備後地域

地場産業センターや福山市からの補助金対象事業としても認めて頂く状況にあります。

　そして、これとは別に東京で毎年開催されているIFF（国際ファッションフェア）へもメンバーの

中から、5社の方が出展を予定されています。これにつきましても補助金の対象となるよう組合

としても努力しているところです。」

 ～対話により無駄や無益な競争をなくし、フェアな競争を～

　今後の見通しについて信岡理事長は「原油の高騰、中国の大きな変化、乱高下する為替

相場など行く手には我々の力ではどうすることも出来ない不安要素が山積していますが、これ

からの産地発展のためには、同業種での対話の場を出来るだけ多く持ち、お互いの情報不足

・疑心暗鬼からくる無駄な競争や無益なことをなくし、お互いにフェアな競争の出来る環境作り

こそが必要であり、組合としてのこれからの大きな役割だろうと思います。」と述べられました。

　　～収益事業への一層の協力を～

　最後に信岡理事長は「今年度の事業は、先ほど承認された事業計画の実施はもとより、新し

い収益事業として中小企業のための“福利共済”制度に取り組んでいくことになり、いずれ皆様

方のところに説明やお願いに参上することになると思いますので、少しでも組合の運営資金の

足しにできるよう頑張りたい。そして、組合員の皆様方のお役に立てる事業を実施して行きた

いと存じますので、ご来賓各位のご支援・ご指導のもと職員と共に頑張っていく所存です。」

と挨拶を述べられました。
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　　《来賓各位からご懇篤なご祝辞》
　続いて来賓の挨拶に移り、羽田　皓福山市長（同市経済環境局経済部部長　門田　均氏が

代読）伊藤吉和府中市長及び金融機関を代表して三賀森　修広島銀行新市支店長の３氏

からご懇篤なご挨拶がありました。

　来賓は他に、亀田商工中金福山支店次長、河合中国銀行新市支店長代理、竹内両備信用

組合新市支店長及び和泉広島県火災共済協同組合常務理事様のご臨席がありました。

　最後に広島県中小企業団体中央会宮地福山支所長様の乾杯の音頭で懇親会に移り、

終始和やかな談笑が続き、平　謙介副理事長の中締めの挨拶があり、盛会裡に終了しました。
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　～広島県の信岡理事長が新理事長に選出される～

　去る５月２４日、日本被服工業組合連合会は、岡山市内のホテルにおいて正副理事長会、

理事会及び通常総会を開催し、平成１７年度事業報告、決算関係書類が承認・可決された

後、平成１８年度事業計画及び収支予算案が原案通り決定し、特別会計である日被連エコ・

ユニフォームマークの平成１７年度事業報告、収支決算及び平成１８年度の事業計画等が

原案通り可決されました。

　続いて役員改選に移り、広島県の信岡理事長が新理事長に選出されたほか、理事23名、

監事3名が選出されました。任期は、いずれも2年間です。

　～小池俊二元理事長及び野口義行前監事に感謝状～
　総会終了後、永年当連合会及び業界の振興・発展のためご尽力された小池俊二元理事長

及び野口義行前監事のお二人に河合理事長から感謝状が贈呈されました。

　～広島県が事務局を担当～
　日被連の事務局は、理事長所属組合が担当するため、１８年～１９年の２年間広島県アパ

レル工業組合が担当することになりました。
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　　　　　　　　　　　　　　日本被服工業組合連合会役員名簿

平成18年5月24日改選　任期2年

役職名 氏　　名 　　所　属　組　合　　　　　　　　役職名 　会　社　名　　　　　　役職名

理事長 ○信岡　正郎 広島県アパレル工業組合　　理事長 ㈱コーコス信岡　　 　　社長

　長谷川和男 埼玉県被服工業組合　　　　 理事長 ㈱サンペックスアサヒ　社長

副理事長 　谷岡　一治 大阪府被服工業組合　　　　 理事長 ㈱タニオカドレス　　　　社長

　河合　達朗 岡山県アパレル工業組合　　理事長 河合産業㈱　　　　　　  会長

専務理事 ○佐藤　八郎 広島県アパレル工業組合　　専務理事 員外　　　　　　　　　　　　　

　 藤倉　　豊 埼玉県被服工業組合　　　　 副理事長 サンエー㈱　　　　 　　 社長

   矢澤　将之 埼玉県被服工業組合　　　　 副理事長 ㈱アプロンアパレル　専務取締役

   阿部　弘一 埼玉県被服工業組合　　　　 副理事長 阿部被服㈱　　 　　　　社長

　 辰野　幸正 大阪府被服工業組合　　　　 副理事長 辰野㈱　　　　　　　　副社長

　 山田　正一 大阪府被服工業組合　　　　 副理事長 山田辰㈱　 　　　　　　 社長

　 伊藤　清一 大阪府被服工業組合　　　　 副理事長 アイトス㈱　　　　 　　　社長

○谷口　　晃 大阪府被服工業組合　　　 　副理事長 ㈱サンドレス　　　 　　社長

　 亀井　俊男 大阪府被服工業組合　　　　 理事　　 千代田商事㈱　　 　　 社長

理　事 　 大塚　民一 岡山県アパレル工業組合　　副理事長 タカヤ商事㈱　 　　　　 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㈱　　　 　　　社長

　 落司　量則 岡山県アパレル工業組合　　副理事長 テイコク㈱　　　　　 　　社長 

○河合　秀文 岡山県アパレル工業組合　　理事　　 明石被服興業㈱　　   社長

　 国貞　　彰 岡山県アパレル工業組合　　理事　　 ㈱クニサダ　　　　　　　会長

　 後藤　克公 広島県アパレル工業組合　　副理事長 加富屋㈱　　　　　　　　会長

　 出原　群三 広島県アパレル工業組合　　副理事長 ㈱自重堂　　　　　　　　会長

　 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

　 平　　 謙介 広島県アパレル工業組合　　副理事長 クロダルマ㈱　　　　　　社長

　 後藤　　昇 広島県アパレル工業組合　　理事　　 ㈱ジーベック　　　　　　 社長

○谷口　量一 大阪府被服工業組合　　　　 理事    三星商事㈱　　　　　　　社長

監　事 　 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

○印は、新任 理事２３名、監事３名

顧　問 　 小池　俊二 大阪府被服工業組合　　　　　最高顧問 ㈱サンリット産業　　　　社長
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　平成１５年６月、１２社の参加により開催された第１回のフェア以降、年2回春と秋に開催され

てきた「ＢＩＮＧＯレディースフェア」は、引き続き第７回を６月５日（月）～９日（金）の５日間、

協議会に参加している２６社の各社の展示会場で開催されました。　　　　　　　　　　　　　　　

　参加企業と組合は、全国の得意先や百貨店、量販店等の約２５００社へ案内状を送付して

フェアのＰＲを行い、「ＢＩＮＧＯファッション」を全国に発信しております。

　今回の展示会には新たに１社が加わり、２６社へと増加し、備後地方全体の業界の共同

展示会へと発展しつつあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　協議会への参加企業は、アパレルアイ㈱ 、㈱アパレル・ウラベ、アリフク㈱、有木㈱

㈱イツワ、㈱内田太郎商店、㈱鎌倉、㈱川原センイ 、㈱佐々木要右衛門商店、㈱大盛センイ

田邉㈱、田和被服㈱、㈱ツースリー被服、㈱塚孝市商店、ツトム商事㈱、戸田被服㈱

㈱ナツメダ、藤川㈱、富士ドレス㈱、㈱ベルビアン、㈱ボレー、丸栄被服㈱、㈱山武商店  

㈱山名繁治郎商店、山和㈱、㈱由永縫製の２６社です。
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　　　　　会社名：アタックベース株式会社

         住   所：福山市曙町６丁目６番１１号

　　　　 電話番号：０８４－９５４－２６６６

　　　　 FAX番号：０８４－９５４－２６６７

　　　　　代表者：代表取締役　山　根　久　典

　　　　 　　従業員数：９８名

　　　　　　 取扱品目：ユニフォーム、カジュアルウェア、作業用品

　２００６年７月１９日（水）～２１日（金）の３日間、東京ビッグサイトで開催されるインターナショ

ナル・ファッション・フェア（I F F）へ今回５社の企業が出展されます。

　この展示会への出展は、福山市の「中小企業販路開拓支援事業」の補助対象事業にも

なっております。

　展示会開催期間中、東京方面へ出張等される予定の方は、是非足を伸ばして東京ビッグ

サイトの会場をご覧いただけたらと思います。

　なお、出展される企業の５社は、つぎのとおりです。

　　①アパレル アイ㈱　　　　　　　　福山市神辺町川南1302-2　　　TEL 084-960-0303

　　②㈱佐々木要右衛門商店　　　福山市新市町宮内636　　　　　 TEL 0847-52-2121

    ③㈱ツースリー被服　　　　　　　福山市新市町下安井15　　　　　TEL 0847-52-5317

　　④㈱ナツメダ　　　　　　　　　　　 福山市新市町戸手59　　　　　　 TEL 0847-52-2250

　　⑤フジ総合印刷㈱　　　　　　　　福山市新市町新市976-1　　　　TEL 0847-51-3152
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　　　　日本被服工業組合連合会　３青年部会合同研修会　IN広島

　　　　　日被連傘下の大阪・岡山・広島の3青年部会は、毎年交代で合同研修会を開催し、

　　　　研鑽を深めていますが、今年度は、広島県が当番幹事として準備を進めております。

　　　　　　　　～講師にカイハラ㈱会長　貝原良治氏を招聘～

　　　　　　　　　　　　同時にカイハラ㈱の三和工場を視察・見学

　　　　　カイハラ㈱は、ブルーデニム分野で国内の５０％以上のシェアを持っていますが、

　　　　本年2月に約５８億円を投じて神石高原町に三和工場を新設・稼動されておられます。

　　　　　３青年部会では、この新工場を見学させていただいた後、福山ニューキャッスル

　　　　ホテルに同社会長の貝原　良治氏をお招きして講演会を開催する予定です。

　　参加はご自由ですので、ご希望の方は、当組合事務局までお知らせください。◆

　　　　　　　　　　　　　　　合同研修会スケジュール

　１．開催日　　　　平成１８年８月２５日（金）

　２．工場見学　　 カイハラ㈱三和工場見学　１４：００～１６：００
　　　　　　　　　　　　　１４：００　　福山ニューキャッスルホテル出発
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（マイクロバスにて現地へ）

　３．講演会　　　　テーマ：「日本のデニム産業の現状と将来」
　　　　　　　　　　　 講　師：カイハラ㈱　代表取締役会長　貝原　良治氏
　
　　　　　　　　　　　 場所：福山ニューキャッスルホテル
　　　　　　　　　　　 時間：１７：００～１８：３０
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　　《お申し込みは》

　　　　　　広島県アパレル工業組合へ
　　　　　　　ＴＥＬ：０８４７－５２－３３４４

　　　　　　　　　《火災共済引受組合》　　広島県火災共済協同組合

　　　　　　　http://www.memorial-hall.or.jp/
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