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これは︑秋田市 の工業 技術セ
ンター のよう な製品 の品質
保証や 研究開 発のた めの検
査︑分析 機器の 施設を 整備し
たらど うかと いう構 想であ
り︑需要 を把握 するた めに県
南工業 振興会 の名前 でアン
ケート を実施 したい という
ことであ ります ︒まだ 構想段
階でい ろいろ 課題は 残って
おり︑役 員の方 々から も様々
な意見が ありま したが ︑まず
一度ア ンケー トをと らせて
いただき ︑その 結果を 見て需
要など を把握 した上 でまた
審議を するこ ととな りまし
た︒会員 に限ら ず県南 の製造
業企業 等に広 くアン ケート
をお願 いする ことと なりま
した︒ご 協力よ ろしく お願い
致します ︒

〜参加された企業〜

◆河野光学レンズ㈱秋田工場
◆㈱フルヤモールド
◆横手運送㈱
◆日発精密工業㈱
◆ＴＫＫ㈱
◆ＪＵＫＩ電子工業㈱
◆㈱しすてむ工房
◆㈱丸和製作所秋田工場
◆雄勝セラミックス㈱
◆㈱ロイヤルパーツ

㈱タカ ヤナギ 取締 役人財 開
発ゼネラ ルマネ ジャー五 十嵐
純吉氏よ り﹁ 意欲あ る女性 が活
躍できる 職場づ くり ﹂と題 して
事例発表 して頂 き︑９割が 女性
という事 で働き やすい環 境づ
くりなど 自社の 取組を紹 介し
て頂きま した︒
参加さ れた皆 様あ りがと う
ございま した︒

７月９日 ︑横手市 就業改 善
センター におい て ︑第１ 回役
員会が開 催され ︑会長 より ︑
﹁原 材料 や諸 資材 の値 上が
りが続き ︑各企業 でも製 品に
転嫁 する のも 難し く苦 しい
状況が続 いてい ると思 うが ︑
なん とか 頑張 りこ の苦 境を
乗り 切っ てい かな けれ ばな
らない ﹂
︒とあ いさつ があり ︑
振興 会の 今後 の事 業に つい
て話し合 われ ︑具 体的な 事業
計画を決 定いた しまし た︒
事業の詳 細につ いては ︑そ
のつどご 案内い たしま す︒
次に ︑
﹁新 産業育 成施設 構
想 ︵ 案 ︶﹂ に つ い て 話 合 わ れ
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ました︒

７月２日 水( ︑)湯沢ロ イ
ヤルホ テル にて開 催さ
れ︑ 企業団 体・ 名参
加いたし ました ︒
ＮＥＣラーニング㈱代
表取締役執行役員社長内
海房子氏を迎え﹁ポジテ
ィブ・アクションの理解
と促進﹂と題して講演さ
れ︑
﹁働 く女性 のキャ リア
意識の変化は均等法のお
かげで周りの意識が変わ
った︒また︑多様な個性
を活かす ３つの ﹃き﹄ と
して①きめつけない②期
待して③鍛えるがある︒
これからは︑人材育成し
なければならない﹂と熱
く語って 頂きま した︒
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１１月１２日（水）
・１３日（木）
横手市就業改善センター
未定
JＱA （財）日本品質保証機構
ISO 東北事務所
開催日
場 所
講 師

１２月予定
未定
未定
開催日
場 所
講 師

１１月６日（木）・７日（金）
横手市就業改善センター
齊藤一郎氏
JＱA （財）日本品質保証機構
ISO 東北事務所
開催日
場 所
講 師

開催日＆カリキュラム
①８月２８日（木）
経営効果が見える総合的 ISO の活用セミナー
②８月２９日（金）
慢性不良撲滅のためのメカニズム解析セミナー
③９月３０日（火）
製造現場のヒューマン・エラー対策セミナー
④１０月１日（水）
製品開発段階からの不良対策セミナー
⑤１０月２日（木）
経営直結型５S 実践セミナー
⑥１０月２７日（月）
工程スピード改善と標準化基礎セミナー
⑦１０月２８日（火）
工程改善および 自動化によ るリードタ イム革新 セミナー
講 師：中村茂弘氏
（社）日本能率協会 専任講師
場 所：横手市就業改善センター
時 間：午前９時３０分〜午後４時３０分

