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４月

日︑横手 セント ラルホ テルに おいて 平成

年度︑

県南工 業振 興会 総会 が開 催さ れ︑ この 一年 間の 事業 ︑予 算
などが承 認され ました ︒
また ︑当 会の 副会 長で ある 渡邊 行光 氏︵ アネ スト 岩田 秋

手で承 認さ れ︑ 引き 続き

や決算 の承 認が 満場 の拍

総会で は︑昨 年の事 業

が﹁ 産業 社会 ・新 時代 の

新聞編集 委員加 藤正史 氏

総会終了 後︑日 刊工業

構図﹂と題し て講演 され ︑
各メーカ ーの収 益モデ ル

年度 事業 とし て各 種

研修会 ︑セ ミナ ー︑ 視察

分析 ︑本 格化 する 情報 革
命な ど会 社経 営に 関す る

などを 行う こと を決 定し
ました︒

お話をし て頂き ました ︒
余談 とし て財 界ウ ラ話
ちょ こっ とお 話さ れ︑ 参

で﹁ポ スト小 泉﹂の件を ︑
今年 度︑ 県南 工業 振興

考に して 頂け れば と話 さ

長年 ︑当 会に
貢献していただ
きました︑副 会長
である簗 瀬賢 悦 氏︵雄 勝 セラミ
ックス㈱代 表 取 締 役 社 長 ︶が４
月 日急逝 いたしました︒
ご冥福 ︑お祈 りいたします︒

れました ︒

日

会が 平成 ９年 ３月
に立ち上 げてか ら丸
年という 節目に あ
たる為︑ 記念事 業を
開催いた します ︒
開催に あたり ︑会
員の皆様 にご協 力等
お願いい たしま す︒

１７

◆ＩＳＯ９００１
内部監査員養成セミナー

開催日：７月５日（水）
・６日（木）
場 所：サンサン横手
申込締切：６月２１日（水）
※定員２０名なり次第締切させていただきます。

◆ＩＳＯ１４００１
内部監査員養成セミナー

開催日：７月１２日（水）
・１３日（木）
場 所：サンサン横手
申込締切：６月２１日（水）
※定員２０名なり次第締切させていただきます。

河村 昌子︵ 県南工 業振興 会事務 ︶

横手市 の人事 異動が あり︑ 新事務 局長 として 藤
井靖己産 業経済 部商工 労働課 長に委 嘱しま した︒
また︑ 事務局 員とし て畠山 宏文産 業経 済部商 工
労働課副 主幹に 委嘱し ました ︒
よろし くお願 いいた します ︒
事務局長 藤井 靖己︵ 産業経 済部商 工労働 課長︶
事務局員 畠山 宏文︵ 産業経 済部商 工労 働課工 業
振興担当 副主幹 ︶
糸井 豪︵ 産業経 済部商 工労 働課工 業
振興担当 主任︶
佐藤 隆徳︵ 横手地 域局産 業振 興課商 工
観光担当 副主査 ︶

開催日：１０月２３日（月）・２４日（火）
１１月１５日（水）・１６日（木）
１２月 ６日（水）・ ７日（木）

１８

田㈱︶ が転 勤さ れ︑ 新副 会長 に池 田英 昭氏 ︵ア ネス ト岩 田
秋田㈱代 表取締 役社長 ︶が就 任いた しまし た︒
振興会 総会に は︑
名︵委任 状

５７

︶が参 加して 開催さ れ

企業・団体

４８

２６

●ものづくり企業ステップアップ研修

２５

ました︒
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