
　 五十嵐会長と笑顔で握手 　 

★部長　古川孝助さん（B.B.HOUSE　マルニ）★ 

（取材：文＝北村泰一朗特派員）

五十嵐：この度は京都青年中央会に加入していただき有難うご

ざいました。 

　　　　まず京都府自転車軽自動車商協同組合青年部さんのこと、

少し自己紹介していただけますか。 

古　川：我々の青年部は、3年前に出来たところのまだまだ新し

い青年部です。 

　　　　設立のきっかけは、我々の業界が他業界からの参入が

多い割に、後継者不足に悩んでいるという、少し変わ

った構造になっていたことです。 

　　　　私が中心になって青年部を設立し、現在部員数は20名

強です。 

五十嵐：では青年中央会に加入していただいた理由は？ 

古　川：我々の業界は狭いので、異業種交流による情報収集が第一の目的です。 

五十嵐：青年部の運営方針などはありますか？ 

古　川：何でも新しい考え方を持ってやっていこうと考えています。他業種から自転車の業界に参入されてこられるよう

な大資本の企業は、考え方から何から新しいものを持ち込んでこられま

す。我々も昔ながらの商売をただ続けるのではなく、新しい取り組みを

していこう…と。 

五十嵐：話は変わりますが、古川部長さんは見るからにスポーツマンといった感

じですが？ 

古　川：アメフトをやっています。と言っても、体力的には、もう若い人にはか

ないませんけどね。ただ、アメフトは戦略のスポーツ。例えば「守る」

にしても、ただ守るだけの「パッシブ　ディフェンス」と、攻撃的に守

る「アクティブ　ディフェンス」があります。この「アクティブ　ディ

フェンス」という考え方は、商売にも共通します。こんな考え方を、青

年部を通じて部員に伝えたいと思います。 

五十嵐：とても積極的な部長さんで、心強いですね。そのようなお考えを京都青

年中央会での異業種交流を通じて、いろんな業種の青年部の皆さんにも

お伝えいただければと思います。本日はお忙しい中、長時間有難うござ

いました。

京都青年中央会の五十嵐会長と各青年部の

部長さんとのトークコーナーです。

今回は今年4月に京都青年中央会に新しく

加入された京都府自転車軽自動車商協同組

合青年部部長で、B.B.HOUSE マルニの古川

孝助さんにお話を伺いました。



　このコーナーは、京都青年中央会の会員組合青年部の中から、

特に「名物組合青年部」「名物会長」的な方々にお話を聞くコ

ーナーです。 

　今回は、代表者会議などでも切り口の鋭い発言で印象的な、

京都シール印刷工業協同組合 青年部 山田裕彦　副部長に

ご登場願いました。 

　私どもの京都シール印刷工業協同組合 青年部は、シール印

刷に携わる若者の集まりで、現在部員数は正会員が13名、原

材料メーカーさんからなる協賛会員が13名の合計26名です。 

　3期前には藤木氏を京都青年中央会さんの会長に輩出したこ

ともあり、活発な活動をしている様に見られがちですが、規

模が小さいので独自の活動というものは少なく、青年中央会

さんの事業に参加することがシール組合青年部の主な活動と

なっているのが現状です。 

　青年中央会さんの事業への参加は、個人的には色々な人の

意見が聞け、また、他業種の方からシール屋がどのように見

られているのだろうかという事も知る事ができるので、見識

を広める意味においても大変意義のある事だと思います。ただ、

青年中央会さんの理事さんのご苦労を理解した上で苦言を呈

するとすれば、決められた事業に追いまわされ、事業をこな

すことで精一杯になっておられないでしょうか？ここらで一

度青年中央会というものがあるべき姿（求められている姿）

を考え直す事も必要だと思います。 

　私どもは青年中央会さんを利用させてもらっているからこ

そ協力もするし、また意見もします。各組合青年部の代表者

の方々も、もっと積極的に事業に参加し、そして意見を述べる

べきだと思います。理事さん方は、その意見を噛み砕いてもらっ

て、今後の会の運営に役立てて頂きたいと思います。 

　プロ野球の世界でも、「記録に残る選手」と「記憶に残る選

手」という言い方をよくされます。シール組合青年部の事業

をする上で私どもがいつも念頭においているのは、「記憶に残

る事業を！」ということです。事業をこなすだけではダメ、

同じ事業でも切り口を変える工夫をすることによって、参加

する部員の気持ちも変わり、上手くいけば新しいメンバーも

加わると思います。 

　これからの青年中央会さんが、我々の「記憶に残る会」に

なることを期待しつつ、我々加盟組合青年部の方もそれぞれ

の青年部の色をもって青年中央会というものを染め上げてい

ければと思っております。 

　優しい顔立ちから、代表者会議の時と全く同じ切れ味鋭い

ご意見でした。山田さんのような代表者がおられる限り、京

都青年中央会は必ずやよい方向に発展することと思います。

山田副部長、さしずめあなたは、我々の「記憶に残る代表者

さん」ですね。 

　このコーナーでは、熱い思いを伝えたい青年部さん、代表

者さんを募集しております。お申し込みは京都青年中央会事

務局まで。どんどんお待ちしております。

（文＝小谷昌生特派員）

　平成16年6月4日（金）に高知市文化プラザに於きま

して、全国青年中央会　通常総会が行われました。総

会は滞りなく終了致しました。二部のパネルディス

カッションにおきましては、パネラーに橋本大二郎

　高知県知事をお招きし、全国中小企業青年中央会

　杉浦会長、田中副会長、久保副会長を交えて、「自立

と組織改革」という難しい議題に熱い論議が交わさ

れました。夜の懇親会では高知名物、よさこい踊りを

鑑賞したり、はし拳なども体験させていただきました。

　また、翌日に行われました全国中小企業青年中央

会会長会議でも、前日同様の熱い論議が交わされま

した。

全国中小企業青年中央会
平成16年度　通常総会

（文＝内藤克敏特派員）

京都シール印刷工業協同組合 青年部　山田 裕彦 副部長をお訪ねしました。

第２１回　京都市長杯争奪ボウリング大会第２１回　京都市長杯争奪ボウリング大会

（取材：文＝北村泰一朗特派員）

平成16年6月25日（土）午後6時30分より京劇ドリ

ームボウルにてボウリング大会を開催いたしま

した。19組合青年部、114名と非常に多くの方々

が腕を競い合いました。今回は従来の青年部対

抗戦（団体戦）と併せて個人戦にもかなりのウェ

ートを置きました。2ゲームによる団体戦と個人

戦により順位を決定しました。また交流促進の

ため表彰式を兼ねた懇親会も開催しました。114

名中女性は2名だけという事もあって懇親会場は異様な雰囲気のなか大変盛り上が

りました。尚、上位の結果は以下の通りです。 

　　団体戦　優　勝　京都全魚類卸協同組合青年会　　　　　Ａチーム 

　　　　　　準優勝　全京都建設協同組合青年部ＪＩＣ　 　　　Ｂチーム 

　　　　　　3　位　京都シール印刷工業協同組合青年部　　Ａチーム
 　

　　個人戦　優　勝　塚田 篤史さん（京都全魚類卸協同組合青年会） 

　　　　　　準優勝　池垣 英司さん（京都シール印刷工業協同組合青年部） 

　　　　　　3　位　岩崎 健輔さん（京都全魚類卸協同組合青年会） 

※詳しくは後日ご案内致します。皆様のご参加お待ちしています。
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　今年度から年間6回の開催と
なりました組合青年部代表者会
議、その第2回目が先日7月12日
（月）午後6時45分から京都府
中小企業会館710会議室に於き
まして、『あなたの青年部に身
近な問題・深刻な悩みはありま
せんか？皆で話し合ってみまし
ょう！』というのテーマ
のもと、30青年部54名の参加を頂き開催されました。それ
ぞれの青年部が共有している悩みもあり、非常に熱のこも
った中身の濃いディスカッションになりました。 
　今後も代表者会議が京都青年中央会からの連絡会だけで
は無く、一番身近な『話す』というコミュニケーションを
とって、それぞれの絆の構築、活性化を図りたいと思いま
す。 
　まだまだ今年度の代表者会議は続きます！より一層のご
参加をお願い致します。

　平成16年7月8日（木）午後7時よりホテル西山に於きまし
て、高知商工会議所青年部（高知YEG）節目委員会の皆さん
12名と京都青年中央会の役員とで意見交換・交流会を開催致
しました。高知YEGさんが今年20周年を迎えられるというこ
とで、「京都青年団体会議」の話題を中心に田中監事の話を
交えながら活発な意見交換がなされました。 
　その後の交流会では、高知流のお酒の飲み方を教わりなが
ら、非常に楽しいひと時を過ごすことができました。さらに
大人数で祇園に繰り出し、京都府電気工事工業協同組合　
Decksの内藤理事による京青中流のお酒の飲み方も披露しな
がら、賑やかなひと時を過ごすことができました。
　高知YEGの今後のご発展を祈念すると共に、京都青年中央
会として、これからもさまざまな団体との連携を大切にして
いきたいと心新たに致しました。 
　お世話になりました皆さん、ありがとうございました。
そしてお疲れ様でした。

高知商工会議所青年部

京都青年中央会

意見交換・交流会

（文＝高倉雅紀特派員） （文＝杉本直樹特派員）

新コーナー「あの人に聞こう！」です。

皆さんが普段、疑問に思っておられる事や、不思議に思われて

いる事をご質問いただき京都青年中央会のネットワークを活用

して、構成員さんにご解答いただくというコーナーです。

では、ご質問をどうぞ！

質問者…藤田宏康さん（京都塗料商業協同組合　こだま会）　

　昨今よくコンピュータウイルスが蔓延していると聞きます。ウ

イルスに感染してしまうと、どのような症状が現れるのでしょうか？

また、ウイルスに感染しないようにするにはどうすればよいので

しょうか？予防法を教えてください。

なるほど、パソコンに関する質問ですね。京都青年中央会

でパソコン関係に詳しい方といえば…。 おられました！

パソコン教室の講師の経験もおありだという“パソプロ”が！ 

では、この方に聞きましょう！

解答者…野本浩司さん（協同組合日新電機協力会　青年経営研究会）

　ウイルスに感染してしまうと、悪いプログラムが勝手に動き出し、

皆様のコンピュータの大切なデータを破壊したり、ハードディス

クの管理領域を消して、パソコンが立ち上げられなくなってしま

うことがあります。また、最近流行のワームというウイルスは電

子メールによって伝染していきますので、重要な相手にウイルス

メールを送ってしまい、信用を失うこともあります。自分自身の

物理的な被害より、こちらの方がダメージが大きいかも…。イン

ターネットを利用する者のマナーとして、ウイルス対策は必須の

ものになっていると言っても過言ではありません。

　手っ取り早くウイルス感染を防ぐには、ウイルス対策ソフトを

購入してインストールするのが一番良いでしょう。2,000～10,000

円程度で十分な機能を持ったソフトを購入することができます。

　ウイルス対策ソフトには、侵入してくるウイルスを検知したり、

受発信メールがウイルス感染していないか監視したり、パソコン

内のファイルを定期的に検査し、検知したウイルスを駆除するな

ど様々な機能が付いています。また、ウイルス定義ファイルを自

動的にアップデートする機能を使えば、面倒な作業をすることな

く常に最新のウイルスに対処することができます。

　ウイルス対策ソフトのインストールの他に下記の対策を行えば、

より万全なものになっていきます。

　１．WindowsなどOSのUpdateを欠かさない

　　　セキュリティ修正プログラムでウイルスが突いてくる穴

　　　を防ぎましょう！

　２．メールをプレビューしない、添付ファイルは要注意

　　　知らない人からまともなメールは来る訳ないので、怪し

　　　いメールは即完全削除！

　　　ワームは知人になりすまして来ることもあります。

　　　怪しい件名にも注意しましょう。

　３．怪しいサイトはセキュリティ設定を高にするか、見ない

　　　怪しいサイトには危ないソフトがいっぱいです。

　４．もらったデータは必ずウイルス検査

　　　フロッピー、CD-ROMなどは必ずウイルス検査にかけ

　　　ましょう。

　５．大切なデータは常にバックアップ

　　　大切なデータのバックアップ（控え）さえあれば、パソ

　　　コンは復旧できるのです。

大切な友達をなくさないためにも、是非是非実施して下さい

ね（^̂）v
 

野本さん、丁寧なご解答有難うございました。

このコーナーでは、質問者を募集しています。

「日頃から疑問に思っていることがあるんだけど、誰に聞

いたらよいのかわからない…」というあなた。どのよう

なことでも結構です。ドシドシご質問をお寄せ下さい。

 

　ご質問の投稿は、京都青年中央会ＨＰの「ＣＡＰかわら版」の

ボタンをクリック！ 中に投稿フォームがございます。

もしくは、 事務局 ＦＡＸ 075－314－7130までお願いします。

平成16年度　第2回
定例　組合青年部　代表者会議



『第15回　 まいづる魚まつり』

　毎年恒例となりました「まいづる魚まつり」も

今年で15回目を迎えます。 

　例年以上に様々なイベントが行われる中、かれ

ぶり会では毎回好評の海鮮バーベキューを出店し

ます。

 「中央会」と一言言っていただくと、豪華商品

が当たる抽選券をプレゼント！ 

数に限りがありますのでお早めに！

日時：平成16年10月3日（日）9時30分～14時

場所： 舞鶴水産流通センター

お問い合わせ先：舞鶴水産流通協同組合青年部

　　　　　　　　かれぶり会

　　　　　   ＴＥＬ（0773）75－3275

『西陣夢まつり』

　今年も恒例の「西陣夢まつり」が西陣界隈で開

催されます。

　西陣織会館から北野天満宮までを糸人形の御神

輿でのパレード。

　北野天満宮の境内では屋台村が待ちかまえてお

り、

我が西陣意匠紋紙工業協同組合青年会もＣＡＰフ

ェスタでおなじみのやきそば屋さんを出店します。

　その他いろいろな屋台が多数の出店しています

ので、皆さん是非遊びにきてくださいね～！

日時：平成16年10月17日(日)11時～16時

『京都府中小企業団体中央会会長

渡邉隆夫氏講演会』

　親会の渡邉会長に「中小企業にとっての協同組

合組織の必要性」をメインテーマに、元気の出る

話をしていただきます。 

日　時：平成16年9月11日（土） 17時30分受付 

　　　　　　　　　　　　　　　 18時開演 

場　所：ホテルグランヴィア京都　5階竹取の間 

参加料：12,000円（ただし講演会のみのご参加　

　　　は無料）先着100名様 

お問い合わせ先：京都府製麺卸協同組合　

　　　　　　　　TEL 075-841-2010

『近畿ブロック青年中央会に関する情報』 

滋賀県青年中央会様より
「第5回滋賀県中小企業青年中央会祭り
（びわこフェスタ2004）」開催！ 

日時:平成16年11月7日（日）10時～17時

場所:道の駅 あいとうマーガレットステーション 

（愛知郡愛東妹184－1　TEL（0749）46－1110）

　出展コーナーとイベントコーナーによりアミュ

ーズを兼ねた祭りです。

兵庫県青年中央会様より
「フェニックスフェスタ」開催！ 

日時:平成16年11月7日（日）

場所:神戸市中央区

　　　ハーバーランド内スペースシアター

奈良県青年中央会様より
「第2回　青年中央会祭り」開催！ 

日時：平成16年10月23（土）、24日（日） 

場所：奈良県　橿原神宮

と　き：平成16年9月23日（祝）  （雨天中止）

ところ：京都府立丹波自然運動公園内軟式野球場

　　　   （京都府船井郡丹波町字曽根小字崩下代110-7）

受　付：9時～
 

※恒例の人気事業です！お弁当での“交流大昼食会”や

　アトラクションも企画しております！

と　き：平成16年9月13日（月）

ところ：京都府中小企業会館　7階　710会議室

受　付：18時30分～

開　始：18時45分～

 

※会議終了後には懇親会（自由参加）もご用意しております！

小谷　昌生さんからの 
（京都建築工事金物協同組合　青年部会）

長崎　寿夫さんからの 
（舞鶴水産流通協同組合　青年部　かれぶり会）

奥野　貴史さんからの 
（京都府製麺卸協同組合　青年部）

長谷　航さんからの
（西陣意匠紋紙工業協同組合　青年会）

9月と言ってもまだまだ暑い日が続きますが、皆さま、いかがお過ごしでしょうか？　

さて、今回の編集後記は少しスペースをいただきましたので、私の目撃談から、読者の皆さんにもお役に立てていただきたいという話を一つ。

先日、車で信号待ちをしていました。何気なくふと左側を見ると、隣の車線で同じく信号待ちをしている車がありました。運転者は女性（推定26歳）、同乗者

はいません。その女性、カーステレオをかけておられるのでしょう、どうやら歌を歌っておられる様子です。この暑さです、当然窓は閉まっていますので何

の歌を歌っておられるかは分かりませんが、かなりご自分で入り込まれている様子です。ジッと見ていたかったのですが、そんな勇気もない私は、ちらちら

と横目でその様子を窺っていました。おそらく曲がサビに入ったのでしょう、その女性も完全に曲に入り込まれておられます。次の瞬間、おおっと！左手が

上がってきました。リズムを取られています。そして、なんと！曲がクライマックスに差し掛かったのでしょうか、リズムをとっていた左手がビューンと伸

びたのです！　しかし、ここで無情にも信号が青に変わってしまいました。もう少しで歌いきれたでしょうに、残念です。さて、皆さん。皆さんも何処で誰

に見られているか分かりませんよ。ご自分の部屋、カラオケボックス以外での熱唱はくれぐれもご注意ください。　　　　　　　　　　　　　　（編）

『
編
集
後
記
』

　　　　　　 全国中小企業青年中央会 交流会

　　が11月10日、新潟県に於いて開催決定！

　　翌日の11日には毎年約6,000人が集う中

　　小企業団体の全国大会も開催されます。

※詳細は後日お知らせしますので、皆さんぜひ奮っ

　てご参加ください。

このコーナーは、京都青年中央会会員の各青年部員がお互いに耳寄りな情報を提供・交換出来る

オープンスペースです。あなたの青年部が開くイベント、私の知っているお店、などなどいろんな

耳寄り情報待ってま～す！　掲載希望は事務局 辻本まで。


