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第32回通常総会の開催 
 

平成23 年5月17日（火） ：ウェスティンホテル大阪 
 

 去る 5 月 17 日（火）、ウェスティンホテル大阪において「（社）日本

バルブ工業会第32回通常総会」が挙行された。 

 冒頭、田渕会長より、3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震

をはじめとした、このたびの大震災によりお亡くなりになられた方々に

対しお悔みの言葉があり、その後、出席者全員による一分間の黙祷

が捧げられた。 

 総会では、平成22年度事業報告・決算報告ならびに平成23年度

事業計画・収支予算が原案どおり承認され、併せて「バルブ産業ビジ

ョン追補版」について説明があった。 

 平成19年3月に策定された「バルブ産業ビジョン2007」から4年

が経過し、経済情勢等の変化や実践できなかったプラン等に対する

反省点も踏まえ、「バルブ産業ビジョン追補版」では、次の 7 分野で

構成し、今後、3 年ごとの短期計画でアクションプランの見直しと実践

を行っていくこととしている。 
 

［バルブ産業ビジョン追補版： 

平成23 年度～平成25 年度の第2 期計画］ 

①信頼頼され成長するバルブ産業へ ②技術、技能を活かした

攻めの経営 ③多様なニーズへの挑戦 ④積極的なグローバル

戦略の展開 ⑤人財の確保と育成 ⑥環境保全とビジネスの両立 

⑦バルブ産業の地位向上 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎総会記念講演会 

・テーマ： 「松下幸之助 好況よし不況さらによし」 

  ・講 師： 北 康利 氏（作家） 
 

当日は、第32回通常総会に引き続き、作家としてご活躍の北 康

利氏を講師としてお迎えし、90 分間の講演会が開催された。 

講演会では、松下電器産業（現：パナソニック）グループを一代で

築き上げ、経営の神様と評される松下幸之助氏の生涯を通じて、い

かに困難に立ち向かっていくべきかを、松下氏の様々なエピソードを

交えご講演いただいた。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          講演中の北氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        総会終了後の集合写真 
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   TEL： 03-3434-1811  FAX： 03-3436-4335      

   E-mail： info@j-valve.or.jp 
URL： http://www.j-valve.or.jp                   ばるちゃん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従来、紙印刷（冊子）で皆様にお配りしておりました「会報バルブ」は、本年度（平成23 年度）より、「ＪＶＭＡ通信」と名称を変更し、当会の 

ホームページ上で情報提供させていただくこととなりました。 （発行予定月： 4 月・7 月・10月・1月の年4 回） 

当会の事業活動報告、関係官庁・団体等からの案内など、迅速に情報発信してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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若手社員研修会の開催 
 

［前期］ 平成23年6月30日・7月1 日 

［後期］ 平成23年8月4 日・5 日 （予定） 
 

 毎年恒例の「若手社員研修会」前期日程が、上記のとおり開催され

た。（本年度は受講生からの要望もあり、上記のとおり、前期 2 日間/

後期2日間の 2回に分けての開催） 

研修会の講師は、当会 3 部会（バルブ・自動弁・水栓部会）よりそ

れぞれ選出された会員企業の方々にお願いし、バルブの製品と関

連技術・市場などについて講義いただいた。 

 研修会のカリキュﾗムは、次のとおり。 

 

［前期カリキュラム］   ※（ ）：講師 

   ・当工業会とバルブ産業 （当会 比企 諭） 

   ・バルブ産業ビジョン （㈱キッツ 五味知佳士 氏） 

   ・バルブの市場 ㈱キッツ 山本育夫 氏） 

   ・バルブの基本 （㈱オーケーエム 村井米男 氏） 

   ・給水栓、ボールタップの種類/構造/特徴 

（ＴＯＴＯ㈱ 駒谷直樹 氏） 

   ・止水栓、分水栓の種類/構造/特徴  

（㈱光明製作所 階元鳴彰 氏）  
 

［後期カリキュラム］（予定） 

   ・国際標準化の現状と動向  

      ISO 国際標準化機構について 

 （㈱昌立製作所 大塚一弘 氏） 

      IEC 国際電気標準化会議について 

（㈱山武 奥津良之 氏） 

   ・見学会 

     有明水再生センター 

   ・自動弁の種類と構造 

     安全弁 （㈱福井製作所 村上 理 氏） 

     スチームトラップ （㈱ミヤワキ 松尾光純 氏） 

     自動調整弁 （フシマン㈱ 切田貴己 氏） 

     電磁弁 （金子産業㈱ 後藤章吾 氏） 

     調節弁 （㈱山武 山本博司 氏） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月30日の研修会の様子 

 

 

 

 

当会の広報活動について 
 

◎Web チラシの募集案内について 【正会員限定】 

 当会では、正会員企業各社の優れた技術や製品を、今後当会ホ

ームページ上において広く紹介する。１社あたりA4サイズ１～2頁の

PDF 形式で、掲載内容の受付・更新は随時。掲載料は無料で、掲載

開始は８月下旬の予定。 

 募集案内は、当会ホームページの「※会員専用サイト」へ 

（※「会員専用サイト」へは、各社のﾕｰｻﾞー ID とﾊﾟｽﾜｰﾄﾞの入力要）  

 

 

◎「ばるちゃん」のイラスト使用規程と申込書について 

 昨年誕生したバルブのイメージキャラクター「ばるちゃん」について

は、会員企業各社の名刺やパンフレットにイラストを印刷していただく

など、幅広く活用いただくため、当会では「ばるちゃん」の使用規程と

申込書を作成した。 

「ばるちゃん」のイラストのご使用にあたっては、事前に当会事務局

にご連絡を。 

 

 

◎「ばるちゃん」グッズの製作と配布・販売について 

○シール 

 当会では広報グッズとして 

「ばるちゃんシール」を作成し、 

会員企業各社に 10枚ずつ 

配布した。名刺やパンフレットに 

貼っていただくなど、適宜ご活用を。  

 

    （ばるちゃんシール見本） → 

   サイズ：125mm×88mm 

 

 

○ぬいぐるみとストラップ 【会員企業向け限定販売】 

 当会では「ばるちゃん」のぬいぐるみ：100 体、ストラップ：500 個を

作成した。購入希望の会員は、事務局までお申し込みを。（購入申込

期限： 平成23年8月12日まで） 

  ぬいぐるみ（下記写真の左側）：1,800 円/1個 

高さ 35cm×幅22cm×奥行19cm  

  ストラップ（下記写真の右側）：800 円/1個 

高さ 11cm×幅9cm×奥行7cm  

 

 

                      

購入申込は 

    当会ホームページの 

                           「会員専用サイト」へ 

                       

                       

                       

                       

http://www.j-valve.or.jp/�
http://www.j-valve.or.jp/valchan/index.html�
http://www.j-valve.or.jp/valchan/index.html�
http://www.j-valve.or.jp/�
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関係官庁からのお知らせ 
 

◎エネ革税制の延長及びグリーン投資減税の成立について（経済産

業省） 

 平成23年6月30日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対

応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

が公布・施行された。 
 

・これにより、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制 

（※エネ革税制）の即時償却は、平成 24 年 3 月 31 日までに延長さ

れる。 

※エネ革税制： 省エネルギー設備等を取得し、その後 1 年以内に

事業の用に供した場合に、税制優遇が受けられる制度 
 

・また、新たに「グリーン投資減税」が創設され、平成 23 年 6 月 30

日から平成26年3月31日までの期間内に対象設備を取得した事

業者は、基準取得価額の 30%特別償却または 7%の税額控除（中

小企業のみ）の措置を受けることができる。 

 

【本件に関する詳細 （資源エネルギー庁ＨＰ）】 

 http://www.enecho.meti.go.jp/enekakugreen.htm 

 

 

 

今後の主な行事予定 
 

◎セミナー開催予定 

①アジア（アセアン諸国含む）・中東地域の物流事情と関税セミナー 

【会員限定】 

 開催日時： 平成23 年年8月30 日（火） 14：00～17：00 

 場   所： （東京タワー前） 機械振興会館 6階 67号室 
 

②コンプライアンスとＣＳＲ推進のために 【会員限定】 

 開催日時： 平成23年9 月2 日（金） 13：30～16：15 

 場   所： （東京タワー前） 機械振興会館 6階 67号室 

 

③二相流に関する新技術研究開発プロジェクト報告会 

 （近日、詳細決定） 

 開催日時： 平成23 年年9月5日（月） 13：30～15：00 

 場   所： （東京タワー前） 機械振興会館 6階 65号室 

 

※上記①、②のセミナーの詳細案内は当会ホームページの「会員

専用サイト」でご確認いただけます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工業会活動報告 （平成23 年4 月～7 月） 
 

理事会 

・第 167 回 

23-05-17(火)  於：ウェスティンホテル大阪 

出席者：39 名 

主要審議事項： 

(1) 第 32 回通常総会開催要領及び付議事項の事前審議につい

て 

(2) 監事候補者の選任について 

(3) 当工業会組織図及び３部会組織図及び事務局職務担当につ

いて 

(4) 若手社員研修会の開催について 

(5) 新技術研究開発テーマ募集（平成 23 年度上期）について 

(6) 理事の交代について 

(7) 会員の退会及び会員種別変更について 

(8) 東日本大震災義援金について 

(9) 近畿支部事務局事務所の閉鎖について 

・第 168 回 

23-07-19(火)  於：機械振興会館 

出席者：40 名 

主要審議事項： 

(1) 第167 回理事会の議事録修正について 

(2) 第32 回通常総会収支報告について 

(3) 第33 回通常総会開催について 

(4) 会員の入退会について 

(5) 理事の交代について 

(6) 平成 22 年度バルブの生産額、内需額および輸出入額につい

て 

(7) 新技術研究開発テーマ採択について 

  ・節湯型機器の JIS 化 

  ・バルブ製品アセスメントガイドライン及び評価チェックリストの実

証 

(8) 平成23 年度若手社員研修会について 

(9) JV12「高温用非石綿ジョイントシートガスケットの選定指針」制

定について 

(10)経済産業省の人事異動について 

(11)広報活動について 

幹部会 

・第 157 回 

23-04-19(火)  於：新阪急ホテル 

出席者：６名 

主要審議事項： 

(1) 当工業会組織図及び３部会組織図及び事務局職務担 

当について 

(2) 平成22 年度決算要旨について 

(3) 第33 回通常総会開催場所等について 

(4) 廣瀬バルブ工業㈱の会員種別変更（正会員→賛助会員）に 

ついて 

(5) 東北関東大震災義援金について 

http://www.enecho.meti.go.jp/enekakugreen.htm�
http://www.j-valve.or.jp/�
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(6) 定款改正(案)について 

(7) 第32 回通常総会懇親ゴルフ大会の中止について 

(8) 理事の交代について 

・第 158 回 

23-06-21(火)  於：機械振興会館 

出席者：５名 

主要審議事項： 

(1) 第32 回通常総会収支報告について 

(2) 平成 22 年度バルブの生産額、内需額および輸出入額につい

て 

(3) 第33 回通常総会（平成24 年 5 月）について 

(4) ＣＳＲ研修会の開催について 

バルブ部会 

◎◎幹幹事事会会・・部部会会合合同同会会議議  

23-07-08(金)  於：京都 ㈱幾松 

出席者：14 名 

主要審議事項： 

(1) バルブ産業ビジョン追補版に伴う関係委員会(ビジョン、技術、 

国際、広報)の活動方針の説明とバルブ部会の新規事業の提 

案について 

(2) 平成23年度若手社員研修会について 

(3) 平成23 年度分科会の活動報告について 

◎◎工工業業用用分分科科会会  

○○電電力力弁弁ＧＧ会会議議  

23-05-12(木)  於：機械振興会館 

出席者：９名 

主要審議事項： 

(1) 震災後の市場の動向について 

(2) 夏季の節電による各社の対応策について 

○○鋳鋳鍛鍛鋼鋼弁弁ＧＧ／／スステテンンレレスス・・ボボーールル弁弁ＧＧ合合同同会会議議  

23-05-27(金) 於：大阪鐵鋼会館  

出席者：12 名 

主要審議事項： 

(1) 震災後の市場動向について 

(2) 夏季の節電による各社の対応策について 

(3) 材料価格の高騰の対応策について 

◎◎建建築築用用分分科科会会  

○○建建築築用用合合同同ＧＧ会会議議  

（ステンレス・ボール・継手Ｇ、青黄銅・鋳鉄弁Ｇ、 

バタフライ弁Ｇ合同） 

23-05-19(木)  於：大阪鉄鋼会館 

出席者：10 名 

主要審議事項： 

(1) 震災後の市場動向について 

(2) 材料価格の動向及び部品調達の現状報告 

◎◎船船用用弁弁分分科科会会  

23-04-22(金)  於：メルパルク OSAKA 

出席者：５名 

(1) 世界の船舶量及び建造量の動向について 

(2) 近畿地区の造船業、船舶工業の現況について 

 

 

◎◎産産業業用用弁弁分分科科会会  

○○彦彦根根産産業業用用弁弁ＧＧ・・彦彦根根船船用用弁弁ＧＧ・・水水道道用用弁弁ＧＧ合合同同会会議議  

23-04-08(金)  於：支部会議室 

出席者：５名  

23-05-12(木)  於：やす井 

出席者：12 名 

23-05-27(金)  於：彦根キャッスルホテル 

出席者：13 名 

主要審議事項： 

(1) 各分科会活動報告 

(2) 情報交換 

自動弁部会 

◎◎幹幹事事会会  部部会会合合同同会会議議  

23-07-21(木)  於：銀行倶楽部 

出席者：13 名 

主要審議議題 

(1) バルブ産業ビジョン追補版に伴う関係委員会(ビジョン、技術、 

国際、広報)の活動方針の説明と自動弁部会の新規事業の提 

案について 

(2) 平成23 年度若手社員研修会について 

水栓部会 

◎◎幹幹事事会会  

23-04-14(木)  於：大阪「サニーストンホテル」 

出席者：９名 

23-06-09(木)  於：名古屋「安保ホール」 

出席者：10 名 

23-07-28(木)  於：機械振興会館 

出席者：10 名 

部会審議事項について事前協議した。 

◎◎部部  会会  

23-04-14(木)  於：大阪「サニーストンホテル」 

出席者：22 名 

主要審議事項： 

(1) 部会長の交代について（23-04-01付） 

新：濱崎雅幸 氏（ＴＯＴＯ㈱） 

旧：古田  悟 氏（ＴＯＴＯ㈱）  

(2) 消費生活用製品安全法に基づく報告義務の周知について 

(3) カドミウム浸出低減検討会最終報告について 

(4) 平成22 年度水栓部会事業活動報告について 

(5) 平成23 年度若手社員研修会水栓部会代表講師について 

(6) バルブ産業ビジョン追補版発行について 

(7) JIS B 2061(給水栓)追補1：2011 訂正について 

(8) 給水栓標準化小委員会審議報告について 

(9) 止分水栓標準化小委員会審議報告について 

(10)保証小委員会審議報告について 

(11)技術小委員会審議報告について 

(12)節湯ＷＧ審議報告について 

(13)会員専用ウェブサイト拡充について 
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23-06-09(木)  於：名古屋「安保ホール」 

出席者：19 名 

主要審議事項： 

(1) 巧水（たくみ）スタイルチーム発足について 

(2) kitchen & Bath China 2012 視察について 

(3) 新技術研究開発テーマ募集(23 年度上期)について 

(4) 給水栓標準化小委員会審議報告について 

(5) 止分水栓標準化小委員会審議報告について 

(6) 保証小委員会審議報告について 

(7) 技術小委員会審議報告について 

(8) 節湯ＷＧ審議報告について 

(9) バルブ展示会について 

23-07-28(木)  於：機械振興会館 

出席者：23 名 

主要審議事項： 

(1) バルブ展示会について 

(2) 巧水（たくみ）スタイルチーム活動について 

(3) 国内外技術・市場の最新情報調査チーム設置及び部会代表

委員の選出について 

(4) 部会入会について 

(5) 給水栓標準化小委員会審議報告について 

(6) 止分水栓標準化小委員会審議報告について 

(7) 保証小委員会審議報告について 

(8) 技術小委員会審議報告について 

(9) 節湯ＷＧ審議報告について 

(10)バルブ展示会について 

◎◎給給水水栓栓分分科科会会  

23-04-14(木)  於：大阪「サニーストンホテル」  

出席者：10 名 

23-06-09(木)  於：名古屋「安保ホール」 

出席者：11 名 

23-07-28(木)  於：機械振興会館 

出席者：９名 

給水栓分科会関連事項について、協議した。 

◎◎止止分分水水栓栓分分科科会会  

23-04-14(木)  於：大阪「サニーストンホテル」  

出席者：12 名 

23-06-09(木)  於：名古屋「安保ホール」 

出席者：７名 

23-07-28(木)  於：機械振興会館 

出席者：15 名 

止分水栓分科会関連事項について、協議した。 

◎◎給給水水栓栓標標準準化化小小委委員員会会  

23-04-21(木)  於：機械振興会館 

出席者：10 名 

23-05-27(金)  於：機械振興会館 

出席者：８名 

23-06-29(水)  於：機械振興会館 

出席者：10 名 

 

 

 

主要審議事項： 

(1) 給水装置構造材質基準・試験方法見直し検討会審議 

報告・対応協議について 

(2) 長住協の水栓金具標準化対応協議について 

(3) JIS B 2061(給水栓)の改正について 

(4) 節湯JIS 化について 

◎◎止止分分水水栓栓標標準準化化小小委委員員会会  

23-06-02(木)  於：機械振興会館 

出席者：８名 

23-07-06(水)  於：機械振興会館 

出席者：９名 

主要審議事項： 

(1) バルブ用語JIS改正における止・分水栓関連用語見直しについ 

て 

(2) 関連JWWA (B 107 水道用分水栓、B 108 水道用止水栓、

B 117 水道用サドル付分水栓)見直しについて 

◎◎保保証証小小委委員員会会  

23-04-19(火)  於：機械振興会館 

出席者：５名 

23-06-15(水)  於：機械振興会館 

出席者：９名 

主要審議事項： 

(1) 水栓金具に関する広報活動資料について 

(2) 水栓金具の安全確保のための実施要領(付表2)見直しについて 

(3) 耐用年数・部品保有期間について 

(4) 凍結情報の告知について 

◎◎技技術術小小委委員員会会  

23-04-15(金)  於：機械振興会館  

出席者：８名 

23-06-20(月)  於：機械振興会館 

出席者：12 名 

主要審議事項： 

(1) 今後の活動テーマの検討 

◎◎節節湯湯ＷＷＧＧ  

23-04-22(金)  於：機械振興会館 

出席者：11 名 

23-05-26(木)  於：機械振興会館 

出席者：11 名 

23-06-30(木)  於：機械振興会館 

出席者：８名 

主要審議事項： 

(1) 節湯型機器のJIS化について 

(2) 関係団体審議状況の報告及び対応について 

(3) 節湯Ｃ型について 

(4) 節湯効果の算出基準について 

(5) 節湯Ｑ＆Ａの作成について 

ビジョン委員会 

23-06-28(火)  於：機械振興会館 

出席者：６名 
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主要審議事項： 

(1) ビジョンに関わる他の委員会の動向について 

(2) ビジョン委員会担当分アクションプランの実施について 

広報委員会 

23-04-20(水)  於：機械振興会館 

出席者：10 名 

主要審議事項： 

(1) 委員長交代について(23-06-22 付) 

新：矢島荘衛 氏（㈱清水合金製作所） 

旧：中北健一 氏（㈱中北製作所） 

(2) 平成22 年度の広報委員会活動について 

(3) 「ばるちゃん」使用規程案について 

(4) バルブ展示会実行委員会の発足について 

(5) 寄附講座及び懸賞論文実施案について 

(6) 平成23 年度の広報委員会活動について 

23-06-22(水)  於：機械振興会館 

出席者：８名 

主要審議事項： 

(1) 「ばるちゃん」使用申込状況の報告 

(2) 「ばるちゃん」のシール製作について 

(3) バルブ展示会実行委員会活動報告 

(4) 懸賞論文の実施及びセミナー開催案について 

(5) バルブの日のイベントについて 

(6) 「ばるちゃん」のぬいぐるみ＆ストラップ製作案の検討 

(7) JVMA サブキャッチコピー案の検討 

◎◎ババルルブブ展展示示会会実実行行委委員員会会  

23-05-30(月)  於：機械振興会館 

出席者：４名 

主要審議事項： 

(1) 本委員会の発足について 

(2) 日本能率協会からの提案について 

(3) バルブ展示会基本コンセプトの検討 

23-06-21(火) 於：機械振興会館 

出席者：５名 

主要審議事項： 

(1) バルブ展示会基本コンセプトの検討 

技術委員会 

23-06-16(木)  於：機械振興会館 

出席者：８名 

主要審議事項： 

(1) 新技術研究プロジェクトについて 

①節湯型機器の JIS 化 

②「バルブ製品アセスメントガイドライン」及び「評価チェックリス

ト」の実証 

(2) バルブ産業ビジョンアクションプランについて 

(3) 環境WG の審議状況について 

(4) 若手社員研修会について 

(5) JV12(高温用非石綿ジョイントシートガスケットの選定指針)につ

いて 

(6) 技術研修会について 

 

 

 (7) 本年度重点施策について 

◎◎環環境境ＷＷＧＧ  

23-04-21(木)  於：機械振興会館 

出席者：12 名 

主要審議事項： 

(1) バルブ製品アセスメントガイドラインについて 

(2) 環境適合評価チェックシートの改善点の検討 

(3) 平成23 年度の活動予定について 

(4) 環境セミナー(H23-07-29)開催案について 

23-06-09(木)  於：機械振興会館 

出席者：12 名 

主要審議事項： 

(1) 新技術研究開発プロジェクト応募について 

(2) 環境適合評価チェックシートアセスメントツール開発案につい

て 

(3) バルブ製品原単位ツールについて 

(4) 環境セミナー(H23-07-29)について 

◎◎ババルルブブ用用語語 JJIISS 原原案案作作成成 WWGG  

23-04-06(水)  於：機械振興会館 

出席者：12 名 

主要審議事項： 

JIS B 0100(バルブ用語)改正に向けて用語名称及び定義の規定

内容の見直しについて検討を行った。 

◎◎ババルルブブ用用語語 JJIISS 原原案案作作成成分分科科会会  

23-05-19(木)  於：機械振興会館 

出席者：９名 

23-07-21(木)  於：機械振興会館 

出席者：９名 

主要審議事項： 

(1) JIS B 0100(バルブ用語)改正に向けて、現行規格と改正原案

の対比表について検討を行った。 

(2) 改正原案に対する各委員からのコメントについて検討を行っ

た。 

バルブ技報編集委員会 

23-07-22(金)  於：機械振興会館 

出席者：９名 

主要審議事項： 

(1) 通巻第67 号制作状況報告 

(2) 通巻第68 号特集企画について 

調節弁規格作成委員会ＷＧ 

23-04-26(火)  於：機械振興会館 

出席者：６名 

主要審議事項： 

(1) 国際投票のコメント検討について 

(2) JIS B 2005-1/4 解説について  

23-06-06(月)  於：機械振興会館 

出席者：７名 

主要審議事項： 

(1) 国際投票のコメント検討について 

(2) ソウル国際会議について 
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 (3) IEC 活動推進会議総会について 

   ISO／TC153／SC1 対策委員会 

23-06-17(金)  於：機械振興会館 

出席者：10 名 

主要審議事項： 

(1) ISO/TC67/WG10 との打合せ 

(2) オランダ国際会議について 

(3) 委員長及び委員の交代について 

(4) 平成23 年度若手社員研修会について 

(5) 平成23 年度アクションプランについて 

   ISO／TC153／SC2 対策委員会 

23-06-07(火)  於：機械振興会館 

出席者：６名 

主要審議事項： 

(1) 委員長及び委員交代について 

(2) ISO の動向について 

(3) 今後の活動について 

ISO／TC185 対策委員会 

23-06-29(水)  於：機械振興会館 

出席者：12 名 

主要審議事項： 

(1) ISO 4126 シリーズの JIS 化について 

(2) 国際投票について 

(3) その他 

国際委員会 

23-05-13(金)  於：機械振興会館 

出席者：７名 

23-07-13(水)  於：機械振興会館 

出席者：８名 

主要審議事項 

(1) バルブ産業ビジョン追補版に基づく、平成23 年度アクションプ 

ラン詳細について 

(2) 各国の規制、法規についてのセミナー開催について 

   法人移行作業グループ会議 

・第３回 

23-06-21(火)  於：機械振興会館 

出席者：７名 

主要審議事項： 

(1) 定款改正(案)について 

 

支部だより 
 

支部総会 

 各支部において、次のとおり支部総会が開催された。 

・東京支部 

 23-05-10(火)  於：銀行倶楽部 

 出席者：41 名 

・東海支部 

 23-05-13(金)  於：岐阜グランドホテル 

 出席者：13 名 

 

 

・彦根支部 

 23-05-12(木)  於：やす井 

 出席者：13 名 

・近畿支部 

 23-05-17(火)  於：ウェスティンホテル大阪 

 出席者：29 名 

東京支部 

○○役役員員会会  

23-05-10(火)   於：銀行倶楽部 

出席者：21 名 

主要審議事項： 

(1) 平成23年度東京支部総会開催要領及び付議事項の事前審 

議について 

(2) 第32回通常総会開催要領及び付議事項の事前審議について 

(3) 理事の交代について 

(4) 会員の退会について 

(5) 東京支部秋期会員総集会での講演会講師について 

(6) 第33 回通常総会開催場所等及び同日の支部役員会原則中 

   止について 

23-06-21(火)  於：機械振興会館 

出席者：21 名 

主要審議事項： 

(1) 平成23年度東京支部総会収支報告について 

(2) 平成24年度東京支部総会開催計画(案)について 

(3) 東京支部見学会、講演会について 

(4) 電気事業法第27 条による電気の使用制限の発動について 

(5) バルブ展示会について 

東海支部 

○○懇懇親親ゴゴルルフフ大大会会  

23-05-13(金)  於：岐阜関カントリー倶楽部 

参加者：９名 

優 勝：後藤節夫 氏（㈱ＫＶＫ） 

彦根支部 

○○役役員員会会  

23-07-26(火)  於：彦根支部会議室 

出席者：５名 

(1) ３部会活動報告 

(2) 情報交換、その他 

近畿支部 

○○役役員員会会  

23-07-19(火)  於：機械振興会館 

出席者：８名 

主要審議事項： 

(1) 幹部会審議事項報告について 

(2) 平成23 年度支部定期総会収支報告について 

(3) 秋季会員集会開催について 

(4) 会員の入退会について 

(5) 平成24 年度新年互例会実施要領(案)について 

(6) その他 
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会員の動向 

 

会員の入会 
 

（正会員） 

・アサヒ衛陶㈱ （平成23 年8 月1 日付入会） 

  本 社 所 在 地 ： 大阪府堺市 

  主要製造品目： 給水栓、衛生陶器、洗面化粧台 

  URL： http://www.asahieito.co.jp 

 

（賛助会員） 

・鋼鈑工業㈱ （平成23年8 月1日付入会） 

  本 社 所 在 地 ： 山口県下松市 

  主要営業品目： ベルトルク（空気式バルブアクチュエータ）、 

全自動結束機、結束ツ－ル、エアベアリング、その他 

      （業種：省力機器製造） 

  URL： http://www.e-koko.jp 

 

 

会員の退会 
 

（正会員） 

・㈱首藤バルブ製作所 （平成23年4月1 日付退会） 

 

 

社名変更 
 

平成23 年4月 

新社名： ㈱ＬＩＸＩＬ （旧社名： ㈱ＩＮＡＸ） 

   ※㈱ＬＩＸＩＬではカンパニー制を導入しており、㈱ＩＮＡＸの本社・開発・生産 

部門は、㈱ＬＩＸＩＬ 住設・建材カンパニーとしてスタート 

 

 

代表者変更 （※就任年月順、敬称略） 
 

・㈱ＬＩＸＩＬ  

  平成23 年4 月  住設・建材カンパニー 社長 有代 匡 

・日立バルブ㈱ 

  平成23年4月  代表取締役社長  徳永 正道 

・㈱三協製作所 

  平成23年5月  代表取締役社長  杉山 孝子 

・㈱日邦バルブ 

  平成23年6月  代表取締役社長  和田  晃 

・㈱日阪製作所 

  平成23年6月  代表取締役社長  前田 雄一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移 転 
 

・㈱ケイヴイシー 

 新住所 （平成23 年5 月より） 

 〒601-8303 京都市南区吉祥院西ノ庄西中町46-2 

 TEL：075-321-3361  FAX：075-321-3368 

 

 

お悔み 
 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
 

・㈱三協製作所 

 代表取締役会長 松井孝夫 殿 （平成23 年5月ご逝去） 

 

・㈱相川バルブ製作所 

 代表取締役会長 相川 弘 殿 （平成23 年7月8日ご逝去） 

 

 

 

 

～さらなる節電へのご協力をお願いいたします～ 

  平日の 9 時～20時は、電力需要が高まり、節電が必要な 

  時間帯です。皆様の節電へご理解とご協力をお願い致します。 
 

    政府の節電ポータルサイト  節電.go.jp 

 

 

http://www.asahieito.co.jp/�
http://www.e-koko.jp/�
http://setsuden.go.jp/about_setsuden/�

