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　広島県室内装飾事業協同組合は、去る 5月28日
（木）広島市・リーガロイヤルホテル広島で、第
56回通常総会を開催し、令和元年度の事業報告及
び決算報告の承認、令和 2年度の事業計画並びに
予算の決定等は原案どおり可決した。
　今年の総会は、新型コロナウイルス感染拡大防
止の観点から、来賓未招待や掲示物なし等の規模
縮小また時短で実施し、組合員には本人出席を極
力抑えて、委任状、書面議決書を積極的活用して
頂き粛々と執り行った。恒例の付随行事である永
年勤続従業員表彰式並びに懇親会も残念ながら中
止とした。
　竹内理事長の開会の挨拶に続き、議長に岡田副
理事長を選出して議事に入った。第 1号議案：令
和元年度決算、第 2号議案：令和 2年度事業計画
及び収支予算、第 3号議案：令和 2年度会費賦課、
徴収方法、第 4号議案：令和 2年度短期借入最高
限度額の設定を順次上程し承認された。第 5号議
案：役員改選について、今年度は改選年度に当た

り、議長は執
行部と相談の
上 3名の役員
選考委員を指
名し、委員に
よる選考の結
果理事16名、
監事 2名を推
選し、満場一
致で承認され
た。また、総
会終了後に新役員によって開催された緊急理事会
では、三役として理事長：竹内剛、副理事長：岡
田展政、濱本宏和が再任また新しく専務理事：金
行義也（㈱ムライ）が選任された。
　今年の永年勤続従業員被表彰者は、20年 6 名、
10年11名、 5年 6名　計23名で、総会終了後事業
主経由で表彰状と記念品が各人へ渡された。
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第56回通常総会を開催
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　新型コロナウイルス感染症も、とりあえず第一
波は収束を迎えたようです。緊急事態宣言は解除
され、外出自粛や休業要請も取り下げられました。
国内の移動も一応大丈夫になりました。徐々に経
済活動も再開されてます。しかし、このまま以前
のように戻るかと言えば、そうもいかないようで
す。
　アフターコロナ、ウイズコロナあるいは「ニュー
ノーマル」と言われるように、コロナウイルス拡
大の前と後では人々の考え方や生活様式が大きく

変化しています。飲食業、観光宿泊業なども新し
い基準を設けて何とか再開にこぎつけました。他
人事ではありません。「新しい生活様式」の下で
内装業界はどう変わらなければいけないのか、社
会から何を求められているのか。その対応を間違
えると事業の継続も危ぶまれます。
　今年度は景気後退の厳しい局面の中で、「新し
い生活様式」に見合った事業を模索する難しい一
年になろうかと思います。何卒、組合員皆様のご
協力をよろしくお願い申し上げます。

新年度ご挨拶

　　　広装協　②

役職名 氏　　名 所属事業所 委員会担当 地　　区
理 事 長 竹　内　　　剛 竹内装飾㈱ 西部

副理事長 岡　田　展　政 ㈱マルケン装飾 教育情報、事業
委員会担当 東部地区担当

副理事長 濱　本　宏　和 ㈲インテリアケンソウ 総務、広報
委員会担当 西部地区担当

専務理事 金　行　義　也 ㈱ムライ 事務局担当 西部

理　　事 南　　　利　信 ㈲ミナミ装飾 総務委員 西部

理　　事 木佐貫　良　彦 ㈲ウッドライン 教育情報委員 西部

理　　事 椋　田　裕　士 ㈱ムクダ 総務委員長 西部

理　　事 平　　　裕　一 ㈱堀田クロス 事業委員長 東部

理　　事 茂　山　和　信 ㈱中山装飾 教育情報委員長 西部

理　　事 槇　田　幸一郎 ㈲マキタ・エンタープライズ 事業委員 西部

理　　事 中　島　祥　治 ㈱エヌエー 広報委員長 西部

理　　事 倉　迫　賢　玄 ㈱装匠 教育情報委員 西部

理　　事 青　山　和　之 青山装飾㈱ 広報委員 西部

理　　事 吉　岡　　　猛 ㈲スペースデコ 広報委員 東部

理　　事 田　浦　慶　太 ㈲インテリアタウラ 事業委員 西部

理　　事 佐々木　　　健 ㈱インテリアヒロ 青年部会長 西部

監　　事 村　井　研　一 ㈱ムライ 西部

監　　事 小　林　　　修 ㈱池田ハルク 東部

令和2・3年度新役員名簿

理事長　　竹　内　　　剛　
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広装協　　　③　
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　　　広装協　④

有限会社スペース・デコ

吉　岡　　　猛　

　この度、理事に新任致しました有限会社スペー
ス・デコの吉岡でございます。
　若輩の身でありながら組合理事に選出していた
だき、大変光栄に思っております。未熟者ではあ
りますが、先輩理事の背中を見ながら青年部会で
の経験を活かしまた、青年部会では出来なかった
ことを模索しながら業界・組合・組合員の発展に
貢献できるよう精進してまいります。
　組合というものの可能性を信じて、今できるこ
とを最善の方法で導き出せるように…。

有限会社インテリアタウラ

　田　浦　慶　太　

　この度、理事を拝命致しました有限会社インテ
リアタウラの田浦でございます。

　青年部会発起当初から組合にお世話になり、部
会長という大役までお受けさせていただき私自身
大きく成長させていただいたと思います。
　青年部時代の経験を活かし、組合活動に貢献し、
又この内装業界の発展のために微力ながらお手伝
いできたらと思います。
　今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致し
ます。

株式会社インテリアヒロ

　佐々木　　　健　

　この度、青年部部会長と兼任で理事に任命され
ました株式会社インテリアヒロの佐々木　健でご
ざいます。
　身に余る大役ではございますが、青年部会の活
動を通じでより良い連携を図り、内装業界の発展
により多くの貢献が出来るように取り組む所存で
す。
　至らぬ点もございますが、諸先輩方におかれま
しては、ご指導のほどお願いいたします。

新任理事就任挨拶

副理事長

副理事長東部地区（福山、府中、尾道、三原、三次、庄原、世羅、神石）

地区会

青年部会

西部地区（広島、廿日市、呉、東広島、竹原、安芸高田、安芸、山県）

事務局

三役会          副理事長

　　専務理事

⑧⑧広広島島県県室室内内装装飾飾事事業業協協同同組組合合　　令令和和22・・33年年度度組組織織図図　　

　　　　 副理事長

総会

監　　事

理事会

理事長
組合員

総務委員会

広報報委員会

教育情報委員会

事業委員会

令和2・3年度組織図
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⑤　

総務委員会

　・親睦Carp野球観戦企画　
　・新年互礼会企画・運営
　・組合員台帳更新（正・准組合員）

事業員会

　・�ものづくりフェスタ（県職業能力開発協会主
催）出展検討

　・賛助会員との意見交換会企画・運営
　・研修旅行企画・運営

広報委員会

　・高校生インターンシップ受入についての調査
　・�広装協NEWSやホームページ以降の広報媒体
についての検討

教育事業委員会

　・講習会企画・運営

※�コロナウイルス感染禍の状況に応じて変更や中止の場
合もあります。
　�既に新年度活動としての通常総会の規模縮小での開催
や技能検定及びトライアルの中止という事態も発生し
ています。

令和2年度　組合委員会活動

　年が明けて、令和元年から令和 2年になった
頃、コロナと言う感染症の名前を人ごとのよう
に耳にしていました。それがほんの 2～ 3カ月
後には、世界中を恐怖に陥れる事になるとは、
誰も予想していなかったと思います。コロナを
発症する恐怖感もさることながら、仕事が出来
なくなるんじゃないかと言う、恐怖感を覚えた
方もたくさん居たと思います。
　特にホテル業、観光業、飲食業等は、全く仕
事にならないという事態に至り本当に大変な思
いをされた事と思います。緊急事態宣言も解除
され、自粛要請も解除された今でも、全く元通
りには程遠い状況だと聞いています。私も友人
や仲の良い知り合いに、ホテルの経営者の人や
旅行代理店を経営している人が何人か居ます
し、飲食店を経営している知り合いもたくさん
いますが、みなさん本当にこれから先どうすれ
ばいいのだろうと言うのが、本音だと思います。
　我々建設業界は、ホテル業や飲食店ほどの直
撃は受けていませんが、無傷と言う訳には行き
ません。工事が延期や中止になったと言う話も

ちらほら耳にしますし、新築のホテルやその他、
今年、来年に着工予定の現場が、様子を見るた
めにとりあえず延期になったと言う話も伝え聞
いています。来年あるはずだった現場がなくな
るという事もありうると思います。
　バブル崩壊やリーマンショックといった経済
的な崩壊と違い、コロナウイルスと言う感染症
でここまで経済的な打撃を受けるとは思いませ
んでしたが、これに負けるわけには行きません。
ウィズコロナやアフターコロナと言う言葉をよ
く耳にしますが、我々も新しい生活様式、新し
い仕事のやり方と言うものを真剣にそして早急
に考えていかなくてはならいと思います。特効
薬やワクチンが出来ても、またいつ別の感染症
が襲って来るかわかりません。簡単な事ではあ
りませんが、経済を止めずに感染症と共存して
いけるような仕組みが出来たらと思います。広
島県室内装飾事業協同組合でも皆で知恵を出し
合い皆で助け合って前に進めていけたらと思い
ます。

コロナの時代
理　事・㈱エヌエー　中　島　祥　治　
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　　　広装協　⑥

　　通常総会は書面議決にて実施
　本年度の通常総会は 5月15日（金）に実施予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から、会議体としては行わず総会審議事項は書面議決に依って実施し、全ての議案は承認された。
＜議案＞
第 1号議案�　令和元年度事業報告及び決算報告並びに監査報告について
第 2号議案　令和2年度事業計画及び収支予算について
第 3号議案　役員改選について
　通常総会書面議決後に行われた理事会にて、別紙三役が互選された。

青 年 部 会 活 動

　平素は格別なるご支援、ご愛顧を賜り誠にあり
がとうございます。この場をお借りして感謝申し
上げます。
　さて、弊社は昨年大きな節目となります「創業
100周年」を迎えることが出来ました。今年は次の
100年に続く「千里の道の一歩」となり、弊社の企
業理念である【HIT「Harmony：和」「Innovation：
革新」「Technology：技術」を掲げ、豊かな生活
空間の創造に取り組みます。】の実現の為に広島
営業所一丸となって日々精進して参ります。
　中国エリアの拠点となる広島営業所は、今から
58年前の昭和37年にまだ社名が「三星プラスタイ
ル」の時代に広島事務所として開設し、その後、
平成26年に防水事業部と経営統合し、㈱タジマか
ら田島ルーフィング㈱床材営業部と名前を変えて
営業活動を行っております。現在の広島営業所は
営業職 5名、事務職 2名の 7名体制で広島県、岡
山県、山口県、島根県、鳥取県の 5県を担当して
おり、営業職の平均年齢が30.8歳と全国でも一番
若いメンバーで構成された営業所となっておりま
す。その為、皆様からは頼りないと思われる面も
あるかと存じますが、若さ故の勢いとスピード感、
そして営業と事務員がワンチームとなることで業

務を連携し、
お客様にご
迷惑を掛け
ない営業体
制に努めて
参ります。
　この先グローバル化、働き方改革、AI導入等々、
さらにはコロナ渦によって今まででは考えられな
かった事象が今や重要な課題として突き付けられ
手ごわい時代がやってきそうです。しかしながら、
その中で時代と共に変化していくニーズを見極め
「メーカー」として、【ものづくり】で培った技
術力を生かし皆様のお役に立てる製品の開発、ま
た新たな市場を創造すべく【ものづくり】に邁進
し、これからも床材を通じて利用される人々の安
全や豊かな生活空間の創造に貢献できるよう努め
て参ります。そして、広島県室内装飾事業協同組
合の会員の皆様と共に我々田島ルーフィング㈱も
広島県の内装業界発展の一助となるよう精進して
参ります。
　今後共何卒ご支援ご鞭撻賜りますようお願い申
し上げます。お客様のと共に広島県の内装業界の
発展に貢献出来る営業体制に努めて参ります。

賛助会員ご紹介

� 広島営業所所長　石　﨑　真　也
（後列中央）　

　　田島ルーフィング株式会社床材営業部
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　この度　新青年部部会長をさせていただく事と
なりました㈱インテリアヒロの佐々木　健でござ
います。
　青年部会に入会させていただき、早いもので 6
年位になるかと思いますが、振り返ればあっとい
う間で時の経つ速さに驚くばかりです。
　 2年目から副部会長として活動させていただ
き、いろんな経験や交流を通して私自身も少なか
らず社会人として又人間として成長出来たと思い
ます。
　その経験を生かして、青年部会の活動に取り組
む所存でございます。

　今年はコロナウィルスの影響で大変な年にはな
りましたが、青年部会の皆様におかれましては、
ご指導とお力添えを賜りますようにお願い申し上
げます。

青年部会　新部会長挨拶
㈱インテリアヒロ　　佐々木　　　健　

役職名 氏　　名 事　業　所　名

部 会 長 佐々木　　　健 ㈱インテリア　ヒロ

副部会長 池　田　君　美 ＭＡ－ＤＯ㈱

副部会長 世　良　和　彦 ㈲セラケンサービス

理　　事 青　山　和　之 青山装飾㈱

理　　事 松　村　大　地 ㈲ティーエムプランニング

理　　事 尾　崎　裕　一 ㈱池田ハルク広島支店

理　　事 藤　田　祐　次 ㈱ムライ

理　　事 渡　辺　和　也 ㈱中山装飾

監　　事 吉　岡　　　猛 ㈲スペース・デコ

青年部会　新役員名簿

「方針」　�組合主要活動に基づき会を運営すると
ともに、インテリア業界の底上げを図
り業界の次世代経営者候補として事業
を担っていく人材育成をめざす

「活動」　�前条の目的を達成するため、次のよう
に活動を行う

　　　　　１．県立工業高校職業体験授業
� 10月～11月 ⇒ 2校程度に絞る予定
　　　　　２．ボランティア事業� 8 月
　　　　　３．卸街祭（旧AGT祭）� 12月
　　　　　４．日装連次世代委委員会交流会
� （仮）ジャパンテックスにて
　　　　　５．研修旅行� 年１回

　　　　　６．親睦納涼会（カープ観戦）
� 7 月17日 ⇒ 中止
　　　　　７．会員交流会� 年１回

「会議」
　　令和 2年度通常総会� 5 月 ⇒ 書面議決
　　理事会� 年 8 回（ 5月～12月/毎月開催）
　　中国ブロック青年部交流会� 10月～11月
　　新年互礼会� 令和 3年 1月

「活動方針」　�参加メンバーでいくつかのグルー
プに分けて各事業ごとに役割分担
して活動します。

※�活動計画策定後にコロナウイルス禍により、既に中
止や内容変更を余儀なくされたものもあります。

部会長
佐々木　健

副部会長
池田　君美

副部会長
世良　和彦

理　　事
青山　和之

理　　事
松村　大地

監　　事
吉岡　　猛

理　　事
尾崎　裕一

理　　事
藤田　祐次

理　　事
渡辺　和也

青年部会　令和２年度事業計画



広 島 県 室 内 装 飾 事 業 協 同 組 合

　　　広装協　⑧

新規加入組合員のご紹介
　（令和 2年 1月～ 6月加入）

★正組合員
◦㈱ベストナビ� 代表者　伊　澤　耕　作
　広島市南区松川町2-4

◦㈱インテリアハマモト
� 代表者　濵　本　章　司
　広島市佐伯区五日市町上河内686-3

◦㈲ワイ・エス・ジー� 代表者　矢　舗　誓　司
　広島市西区己斐上2-44-4

◦㈱t.i.First� 代表者　長谷川　義　博
　広島市西区庚午南2-22-8　

◦㈱UNITY&Co.� 代表者　岩　岡　秀　明
　広島市安佐北区安佐町後山1386-1

◦合同会社ライズ興社� 代表者　影　山　貴　司
　広島市南区南蟹屋1-7-15

◦イシオカシャイン㈱� 代表者　石　岡　幸　輝
　福山市多治米町5-6-13

★准組合員
◦ヒロカワ内装� 代表　廣　川　弘　渉
　広島市安佐南区東原3-6-7-102

◦森田装飾� 代表　森　田　弘　樹
　広島市西区己斐西町19-11-4

◦エムフロア� 代表　宮　地　克　典
　福山市高西町川尻3901-6

◦インテリア武内� 代表　武　内　真　一
　広島市安佐南区長束2-10-9-7

組合からのお知らせ
◦令和2年度前期技能検定試験は中止
　今年度の前期技能検定は、新型コロナウイルス
感染症に関する状況を踏まえ、 5月22日に主管の
厚生労働省より全国での中止が発表されました。
組合からもプラスチック系床、木質系床、化粧フィ
ルム工事作業の内装仕上施工 3職種及び表装・壁
装工事 1職種の計 4職種に計26名が受検予定でし
たが、残念ながら今回は断念するに至りました。

◦防火壁装講習・防炎業務講習会は延期
　今年は 3年毎の防火壁装・防炎業務講習会を 7
月上旬に開催予定でしたが、新型コロナウイルス
感染拡大防止の為に12月へ延期しました。
◦備後地域地場産業振興センター
� 12月 8 日(火)午後 1回
◦RCC文化センター
� 12月 9 日(水)午前、午後 2回
◦RCC文化センター� 12月10日(木)午後 1回
※ご案内は10月を予定しています。

◦�次回広装協NEWS11号は、10月中旬発行予定で
す。

　通常総会書面議決後、新理事は一度Web会議
ソフトZoomにて顔合わせを行いましたが、 6月
9日に改めて集まって理事会を開催しました。長
い自粛生活のせいか、久しぶりの再会で話も弾み
改めて青年部会の仲の良さを実感しました。
　この良い関係か
ら良いアイデアが
生まれるはずで
す。
　コロナ禍のなか

でも出来ることを模索し
ながら、青年部らしさを
忘れず、この理事メン
バーを中心に頑張ってい
こうと思います。

編　集　後　記
　 広報委員会委員長　　中　島　祥　治
　梅雨の本番を迎え鬱陶しい日が続いていま
す。
　梅雨が終われば猛暑の夏がやってきますが、
皆さん体には十分気を付けて頑張りましょう。
　今年は年初から新型コロナウィルスで大変な
事になり、オリンピックまでまさかの延期に
なってしまいました。早期の終息を願うばかり
です。
　さて、広報委員会ではより多くの会員の皆様
に、組合活動に興味を持っていただき、より多
くの会員の皆様が自分も参加してみたいと思っ
ていただけるような広報活動をしていきたい
と、努力して参りますので今後ともよろしくお
願いいたします。

青年部会　理事会開催


