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～協同組合前橋問屋センター創立50周年記念事業を
実施します～
50周年記念事業については、（協）前橋問屋センター創立50周年記念式典実行委員会を設置し、平成

26年10月15日に第１回実行委員会を開催して以来、計４回開催し、その概要については、問屋センタ
ーニュースでお知らせしてきたところです。

さらに実行委員会の中の事業部会では、記念誌の構成等について検討を続けており、今までの記念誌

とは違った斬新的なものになる見込みです。

また、ＮＨＫ大河ドラマ花燃ゆをテーマとした記念講演会も予定されております。

つきましては、10月に開催される各事業について、ご案内申し上げるとともに、それぞれの事業に

ついて、組合員並びに従業員の皆様のご参加をお願い申し上げます。

○記念式典の挙行
日
会

時：10月16日（金）午後３時30分から（受付は午後３時から）
場：問屋センター会館２階「華の間」

出 席 者 ： 来賓、関係機関、組合員

ご来賓は、国、県、前橋市、前橋商工会議所等、多くの方々を予定しています。
組合員の皆様には、是非ご参加をお願いします。

なお、記念式典終了後（概ね午後４時30分頃）「龍の間」で祝賀会を開催します。
祝賀会には、組合企業の従業員が所属するバンドの生演奏も入る予定です。
組合員の皆様には式典に引き続きご参加をお願いします。

○記念講演会の開催

日 時：10月23日（金）午後６時から午後７時15分まで
会 場：問屋センター会館２階「華龍の間」
講 師：前橋市文化スポーツ観光部参事 手島 仁氏
テーマ：
「楫取素彦と花燃ゆ」

参 加 者 ：組合員はじめ組合企業の従業員、問屋町にお住まいの市民の方々にご案内を申し上げる予
定です。

○記念誌（前橋問屋センター 50年のあゆみ）の発行
 創立50周年を記念して、前橋問屋センターのこれまでの歩み、並びに前橋市と前橋商工会議所の
方々をお招きして問屋センターの今後の将来像を語りあった座談会の模様等を掲載します。

なお、50周年を記念して前橋問屋センターのリーフレットを作成します。
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～ 50周年記念事業で座談会を開催～
組合創立50周年を記念して、問屋センターの将来像等について語っていただくため、前橋市、前橋
商工会議所からも参加をいただき、次により座談会を開催しました。
○日 時：７月27日（月）午後４時から午後５時45分まで
○出席者
組 合：都丸正樹理事長
廣田哲也常務理事（共同利用施設活性化特別委員会委員長）
阿部純治理事（共同利用施設活性化特別委員会副委員長）
高野和之共栄会副会長（前橋商工会議所青年部代表幹事）
都丸雄太共栄会副会長（前橋青年会議所元理事長）
前橋市：中西章都市計画部長、永井尚宏にぎわい商業課長
前橋商工会議所：都丸和俊商業・物流委員長、村井誠志地域政策部長
○座談会の内容
廣田哲也常務理事の進行で会議が始まり、都丸理事長の挨拶の後、廣田氏から組合・団地の現状認識
及び課題等について問題提起がありました。
次に、市行政における団地・組合の現状での位置づけについて、中西章都市計画部長並びに永井尚宏
にぎわい商業課長から発言があり、続いて市内流通業における団地・組合の現状での位置づけについて、
村井誠志地域政策部長並びに都丸和俊商業・物流委員長から発言がありました。
続いて、組合側の現状を踏まえての将来構想、並びに前橋市・前橋商工会議所への要望について阿部
純治理事、高野和之・都丸雄太共栄会副会長からそれぞれ発言がありました。
以上の発言を踏まえて、その後、参加者から活発な意見が交換され、１時間45分があっという間に
経過しました。
なお、この座談会の模様は、記念誌（10月16日（金）発行予定）に掲載いたします。

ス

ク
組合トピッ

都丸理事長群馬県総合表彰受賞祝賀会並びに役員夏期懇親会を開催
今年の夏は、連日35度を超える猛暑日が連続し、真夏の暑さ
の厳しさを実感しているおり、この暑さを乗り切ろうと８月３日
（月）に恒例の役員夏期懇親会を開催しました。
また、問屋センターニュース272号（27年７月１日号）でお知
らせしたように、本組合の都丸正樹理事長が、５月に群馬県総合
表彰を受章されています。組合関係の方々（今回は理事長）が表
彰されることは組合にとっても大変栄誉なことでありますので、
受賞祝賀会も合わせて行いました。
当日は、前橋市長山本龍様、前橋商工会議所会頭曽我孝之様を
はじめ、多くの皆様のご出席をいただき、理事長の挨拶、記念品
贈呈、受章者挨拶（理事長）のあと、高野紘一監事の乾杯により
祝宴が始まり、夜が更けるまで盛大に交流が行われました。
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前橋真夏の祭典に参加しました

～７月の七夕まつり・８月の花火大会～
（協）前橋問屋センターでは、組合員皆様のご協力を

いただき、前橋真夏の祭典に参加しています。

今年で65回目となる「前橋七夕まつり」は７月９日

（木）から12日（日）まで開催し、天候にも恵まれ昨年

以上に大勢の方々にお越しいただくことができたようで
す。

半世紀以上にわたり中心市街地で開催されている北関

東最大級を誇る七夕まつりであり、
市内の商店や小学校、
企業などが、伝統的な竹飾りをはじめ、人気アニメのキ

ャラクターをかたどったものなど約650本の七夕飾りが
出品されました。

今年は浴衣を着て、指定された店で買い物や飲食をす

るとサービスが受けられるなど、
「ゆかた」をキーワー
ドにしたイベントも開催されました。

また、前橋七夕まつり実行委員会では「七夕飾りコン

クール」を開催していますが、
（協）前橋問屋センターは、

「理事長賞」として２点協賛しており、商店街・個店の
部では、“橋本洋品店”の「清水寺」と題した作品、一般

の部では、“グリーンライフ中央前橋デイサービスセン

ター ”の「楫取素彦とぐんまちゃん前橋発展に花を咲かせる」と題した作品がそれぞれ選考されました。
七夕飾りコンクール表彰式は、８月20日（木）元気２１・１階にぎわいホールで表彰者、受章者が

出席し盛大に開催され、組合も理事長賞を付与してきました。

８月８日（土）第59回前橋花火大会に「（協）前橋問屋

センター」として、阿部産業（株）
、
（株）オオタヤ、
（株）
岡野機械、木戸（株）
、
群馬ビーエス（株）
（株）ＳＡＮＫＩ、
、

（株）鈴木商会、トリニティアグリ（株）
、
原沢商事（株）
（株）
、
春木堂、平出紙業（株）、（株）藤田、
（株）ホンダカーズ
群馬の組合員13社からご協賛をいただき、プログラム42

番目にウルトラスターマイン（前橋の流星）を打上げ、真

夏の夜空を彩り多くの来場者に堪能していただきました。
ご協力をいただきました組合員皆様には大変ありがとうご
ざいました。

また、当日の午後には、「スマイルフェスティバルin前

橋（前橋青年会議所主催）」がグリーンドーム前橋を主会
場に開催され、多くの子供達と大人が、国際的にも有名な
アスリートのパフォーマンスショー・トークショー・スポ
ーツ教室を楽しみました。
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新組合員紹介

株式会社ＳＡＮＫＩ
新しく組合に加入された「
（株）ＳＡＮＫＩ」さん

を紹介します。

（株）ＳＡＮＫＩは、
関連会社を４つ（
（株）三機工、

（株）高設、
（株）前橋機材、
（株）高崎管財）有して

おり、その中でも元々の出身母体であり中心的な会社
である（株）三機工（榛東村広馬場）の社屋で、風間
健徳社長にお話を伺ってまいりました。

（株）三機工は、昭和43年に、風間社長の先代が設

立したが、一般建設業の県知事許可を受けるなど、業
態としては建設業である。事業内容としては、大きく

分けて３つ（配管工事、メンテナンス、搬入搬出工事）
（株）ＳＡＮＫＩ

代表取締役

風間健徳氏

あり、それぞれが有機的に結びつき相乗効果を上げて

いるとのこと。営業品目の一つである配管工事では、工場プラント配管設備、食品及びサニタリー配管
設備、排水処理プラント設備などをやっているが、技術的な面ではかなり特化しているため“腕一本で
勝負している”とも言えるとのことでした。

また、安全、工期、品質のために社員教育に力を入れており、現在、新人研修、ミドル研修、幹部研

修といったように大きく３パターンに分けて行っている。具体的には、技能講習・特別教育など分け隔
てなく全作業員を対象に行っており、有資格者数は延べ人数で247名に達しているとのこと。

先代が創業後、もう少しで50年になるので、歴史と技術を大切にしたい。今年新入社員が２人入り、

従業員は30人になった。知識・経験を如何に伝えていくかが大事で、建設業とはいえサービス業的な

意味合いもあり、客への思い、社会インフラに携わっている思いが必要である、例えば溶接が50年保
てば社会貢献できる、と熱意を持って話されていました。

今回、問屋町に拠点を設けられたので、人の流れも物の流れも問屋町を中心に考えて行きたい。問屋

町は群馬県どこに行くにも便が良いという立地の良さに魅力を感じた。2020年前後に本店機能を移し

たいと考えている。コールセンターの窓口も一本化出来るようにしたい。今後、問屋町には、名前だけ
でなく実質的な本店を持って行きたいと考えているという、心強いお言葉をいただきました。

一方、うちの会社には営業マンと呼べる人は一人もいない。うちの仕事を見た人が、仕事の依頼に来

るというのが基本的なスタンス。そういう意味では全員が営業マンと言える、とのこと。現在、お客の
現場を選ばないという経営方針のもと、会社内の営業部門を増やしており、将来的には、事業規模を現
在の３倍にして上場も考えて行きたいという

言葉に風間社長の強い意気込みを感じまし
た。

最後に風間社長にプライベートなことも少

しお聞きしたところ、
小学生のときから高校、
大学とずっとラグビーをやっていて、大学は
帝京大学だったので、大学選手権の決勝の時
は、現在でも応援に行っている。2019年の

ラグビーワールドカップはとても楽しみだと
のこと。風間社長の身体からほとばしるバイ
タリティーは、このラグビーによっても培わ
れたものと拝察いたしました。

問屋町にある（株）前橋機材の倉庫
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共栄会だより

春の日帰りバスツアーを実施

恒例となりました「春の日帰りバスツアー」は６/21(日)に11社32名と多くのご参加をいただきました。
今回は劇団四季「ライオンキング」を鑑賞しました。
朝９時過ぎに問屋センターを出発し、東京へと向かいました。当日は日曜ということもあってか、高
速道路も空いており三芳SAで休憩後、非常にスムーズに都内へと入ることが出来ました。予定よりも
早かったことから、急遽運転手さんとバスガイドさんのご好意で、車窓見学で都内を案内して頂きまし
た。車内にて各自昼食のお弁当を味わいながら、皇居や東京タワーを間近で観ることが出来ました。
いよいよ13時からは四季劇場「春」にてライオンキングの鑑賞。今年の７/15に公演10,000回を迎え
るというロングランの人気通り劇場は満員でした。冒頭、主人公シンバの誕生を祝う動物たちの迫力あ
る賛歌に惹きつけられると、そこからは四季ワールド全開。子供ライオンたちのかわいいダンスや仲間
の動物たちのコミカルで楽しい台詞、そして悪役のスカーとハイエナの憎らしい演技に成長したシンバ
の力強い歌声とどれも楽しむことが出来ました。
途中の休憩時間を挟んで、あっという間の３時間
でした。
帰りの集合も、参加者皆さまのご協力で素早く
集まっていただき、定刻通りに出発すると、行き
と同様に渋滞することなく問屋センターへ到着、
無事にバスツアーを終えられました。次回の企画
も楽しみにして頂けましたら幸いです。
（Ｙ・Ｔ）

組合・共栄会合同ゴルフコンペを開催
７月26日（日）伊香保カントリー倶楽部において、第10回（協）前橋問屋センター・共栄会の合同
ゴルフコンペを開催しました。
当日は、晴天のもと猛暑の中でのプレイとなりましたが、皆さん体調を崩すことなく、組合員と共栄
会会員で交流を楽しみながら実施することができました。
表彰式は、スコア、プレイ、さらにはこの日の暑さの話に花が咲くなど、大変賑やかに行われました。
参加をいただいた皆様にはご苦労様でした。また大変お世話になりました。
成績は下記のとおりです。
（敬称略）
優 勝 都丸和俊（
（株）オオタヤ） 第２位 永見信国（前事務局長）
第３位 志塚尚英（木戸（株）
）
ベストグロス 志塚尚英
ニアピン賞
曽我孝之、都丸雄太
何打でもニアピン賞 曽我孝之、都丸和俊
※何打でもニアピンとは、何打かかってもグリーンに乗ったときピンに一番近かった人で誰にでも
チャンスがあります。

秋の日帰りバスツアーを予定しています。
共栄会では、組合からの委託事業として“秋の日帰りバスツアー ”を企画しています。日程は、10月
25日（日）に決定しました。行き先は、担当幹事が多くの方の参加をいただけるよう現在検討中です。
申込等は、決定次第共栄会会員を通して募集します。ご期待ください。
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～ 私の好きなこと ～
今回（８回目）は、鈴木肇さんです。お忙しい中、時間を取ってい

ただき、７月23日（木）に原澤委員長と(株)鈴木商会社屋でお話をお
伺いしました。

斬り合い（柳生新陰流では剣道のことをこう言うそうです）は38歳

で始めたとのこと。中学では柔道、高校・大学ではラグビーをやって
いたので、大人になってから高校の先輩のラグビースクールに顔を出

したが、思うように走れなかったのでラグビーはあきらめたそうです。
もともと刀が好きだったので、やはり高校の先輩の剣道教室に教わ

りに行ったが、先輩が欠席のときに子供達に自分が稽古を付けてあげる
ことになり、それ以来、自分でも真剣に稽古をするようになった。剣

道は稽古するほどに面白くて40歳の頃からは東京の柳生道場まで毎週

通い、新陰流をやったおかげで剣道も強くなったと思うとのことでした。

50歳の時には剣道５段を取得したが、この頃から剣を自由に使えるようになったそうです。武道館で

の練習の時、先生の竹刀が時々止まっているように見えたが、相手の竹刀が止まって見えるのは、自己
の感覚を異常に高めた結果であり、気を殺すとは自己の気力で相手の気を包んで動きを止めるというこ
とであり、柳生先生（東京柳生会第二十一世宗家柳生延春師範）にも褒められたのを覚えているそうで

す。また、自分が短期間で上達したのは、祖父が高崎15連隊で銃剣道で何度も優勝しているので、そ
の血筋のおかげもあるようだと懐かしそうに話されていました。

居合道も42，43歳の頃に始め、50歳の頃には５段になり、刀をほぼ自由に使えるようになった。居

合いは禅に近く、動く禅と言えるかもしれない。無我の境地に入るにしても、道具を使うので少し早く
到達できる気がするとのことでした。

また、新陰流は袋竹刀なので防具は要らないし、危なくない。中学校の体育の授業に取り入れても良

いのではないか、とおっしゃられていました。

ただ、剣道の練習をしているときに脳出血で倒れた。53歳だったと思うとのこと。救急車で運ばれ、

高玉病院にお世話になり、重傷の診立てだったというのを後日知った。リハビリのとき訓練士からこん

なに体が柔らかいのは珍しいと言われたそうです。病気する前の様々な運動で体力がついていたため、
病気後も奇跡的に回復したとのことです。

また、剣にゆかりのある人が前橋を訪れるときは、上泉町にある伊勢守の銅像、旧武道館の脇にあり

昭和の剣聖と言われた持田10段の頌得碑を案内することにしている
そうです。伊勢守が上州を離れ京都へ旅だったのは60歳。この頃、京
都では果たし合いが多く、例えば宮本武蔵は立合で多くの人を殺した
が、伊勢守は袋竹刀で戦ったため、相手を殺すことはせず、また負け
た相手は弟子になることが多かったとのこと。柳生石舟斎も伊勢守に

負けて教えを請うようになり、新陰流の免許を伊勢の守からもらった。
昔は一子相伝だったので、このことは非常に意味深いことだそうです。
上泉伊勢守に対する鈴木さんの造詣は大変深く、また、とても親しみ
を持って話されていました。

インタビューの最後に無理を言って鈴木氏本人が何本か持っている

刀のうちの一本、関の孫六を持たせていただきました。刀身は２尺２
寸５分～３寸、400年～ 500年前の作とのこと。随分と重いものでし

たので、刀の重さとともに、歴史の重さを併せて痛感いたしました。
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務

理
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NEWS 273

７月９日～12日

会

前橋七夕まつり

■６月18日（木）正午から当会館１階会議室で開催

７月13日

消防設備点検

され、①事務局職員の定期昇給・夏季賞与について審

７月15日

広報特別委員会

議し、決定した。報告事項として事務局より、組合創

７月26日

組合・共栄会合同ゴルフコンペ

立50周年記念式典開催要項他10件が報告され、承認

７月27日

50周年記念事業・座談会

された。



■７月29日（水）正午から当会館１階会議室で開催

７月29日

常務理事会

され、①前橋問屋センター会館の使用状況（１／４半

７月30日

大友町交番連絡協議会

期）②その他について審議し、決定した。報告事項と

８月３日

役員夏期懇親会・祝賀会

して事務局より50周年記念事業の進捗状況として（座

８月８日

前橋花火大会

談会の開催結果、事業部会・記念誌の編集状況、式典

８月11日

50周年記念式典実行委員会・事業部会

部会の進行状況、問屋センター会館リーフレットの作

８月13日～16日

（問屋センター会館幸の間）

問屋センター夏季休業

成）他６件が報告され、承認された。
■８月17日（月）正午から当会館１階会議室で開催さ

８月17日

常務理事会

れ、①協同組合前橋問屋センター創立50周年記念事業

８月20日

七夕飾りコンクール表彰式

について②組合研修視察について審議し、決定した。

８月26日～27日
定期健康診断

報告事項として事務局より前橋まつりの寄付金につい
て他３件が報告され、承認された。

委

員

会

報

編

告

集

後

記

今年の夏は記録的暑さでしたが、お盆を過ぎる頃か
ら朝夕も涼しくなり過ごしやすくなりました。９月に

■広報特別委員会
７月15日（水）正午から当会館１階会議室におい

入っても日中はまだまだ暑いのでご自愛ください。

て開催され、前橋問屋センターニュース第273号（Ｈ

現在、
（協）前橋問屋センター創立50周年の事業と

27 ／９／１発行）について、執筆者及び紙面の割付

して記念誌を作成中です。この記念誌は主に問屋セン

について協議し、８面とすることで決定した。次回は

ターニュースの記事から引用しています。記念事業実

９月15日（火）と決定した。

行委員会の委員の方々で編集をしております。
（Ｙ・Ｈ）

■環境交通委員会
７月８日（水）午前11時30分から当会館１階会議
室で開催され、参加委員、事務局を二班に分け、団地
内路上駐車状況及び環境衛生状況について、団地内巡
視を実施した。
違反駐車の状況
東側巡視班

３台

駐車できない場所

１台

歩道乗り上げ駐車

３台

駐車できない場所

２台

西側巡視班

歩道乗り上げ駐車

前橋問屋センター会館利用のご案内
（駐車場完備）
会 議・ 講 習 会・ 研 修 会・ 展 示 会 等 に 是 非
ご利用ください。
申込み問い合わせ
協同組合 前橋問屋センター
TEL （０２７）２５１－１１７５㈹
◇空 室状況、利用料金表等の詳細は下記ホー
ムページを検索ください。
http://www.maebashi-tc. jp

次回は９月９日（水）と決定した。

事
７月１日

務

局

だ

よ

り

前橋問屋センターニュース第272号発行

７月２日～３日
防火管理者講習（局長受講）
７月８日

環境交通委員会
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