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第 38 回通常総会

ゲーム
の歴史

青経会
大連・旅順視察研修記
災害対策アンケート結果まとまる

青経会交流
副委員長
吉澤 啓介
ゲームの歴史は奥が深いです。私
もゲーマーではありますが、今の世
代でゲームをやらないという人はな
かなかいないのではないかと思い
ます。ゲームの歴史としましては、
皆様もご存知ファミコンやプレイス
テーションそして現代の Wii などい
ろんなハードができ、ソフトもそれ
に伴いスーパーマリオブラザーズな
どのアクションゲームやテトリスやぷ
よぷよなどのパズルゲーム、ドラゴ
ンクエストシリーズやファイナルファ
ンタジーシリーズなどのロールプレ
イングゲーム、最近では Wii Fit な
どの体を動かすゲームなどが生まれ
てきました。当時のファミコンのソ
フトは平面な画像で横にスクロール
していくゲームで単純明快なゲーム
が多かったと思います。
そこにエニッ

クスのドラゴンクエストという新た
なゲームシステムが入りました。今
までの正義のヒーローが悪をやっつ
けるという勧善懲悪のシンプルな物
語から、謎にみちたストーリー、複
雑にからみあう人間性、物語が奥
深いものができてお店に長蛇の列
ができるほどの空前のブームがおき
ました。ロールプレイングゲームは
日本人の奥ゆかしい性格にフィット
していると思います。時間がたつに
つれゲームも多様化していき、パズ
ルゲーム・シューティングゲーム・ス
ポーツゲーム・戦略シュミレーショ
ンゲームが台頭して発展していきま
す。そして技術が進化するにつれ
画像も現実の世界と変わらなくな
り、スポーツと同じように運動でき
るゲームまで現れました。これから

は 3D のゲームもでることでしょう。
しかし、ゲームの発展によって失
われつつある文化、そして弊害もう
まれてきたのも事実です。まず視
力低下・家族とのコミュニケーショ
ンが希薄になりがち、そして【キレ
ル子供】の増加、それによる短絡
的な犯罪の増加、社会的協調性の
欠如、ゲームはその一因にあげら
れています。私が思うに技術が進
化しすぎてリアルとヴァーチャルの
境界があいまいになってきているた
め、リアルとヴァーチャルを混同し
てしまう人が増えてきているのでは
ないかと推察しております。実際私
もちょっと怒りっぽいところもあり
ますし
（笑）
そして昔ながらの遊び
『文
化』たとえば、ざりがに釣りやかぶ
とむしとりなど今はもうあまり聞きま
せん。逆に今の子供たちには昔な
がらの遊び『文化』をまた継承さ
せたほうが人間力が高まると思いま
す。今後のゲームはどう進化するか
注意して見守る必要がありますが、
今後どういうゲームがでるか楽しみ
でもあります。

首、肩のコリと背中のハリが、ど
うにも我慢できず、整体にかかった。
問診の後、身体全体のバランスを
チェックされた。診断の結果、骨盤
と背骨のゆがみが少しあり、これを
補おうと不自然な体制になる癖が
ついており、これがコリとハリの原
因だという。
そこで治療時間の大半を、身体の
バランス矯正に費やし、首、肩、背
中への治療は、簡単なマッサージ程
度で終わった。
でも、治療が終わったら、コリや
ハリはうそのように消えていた。
我々素人は、気になるところばか
りをもんで治そうとするが、それで
は効果が全くないのだそうだ。痛み
の根本原因を見つけ出し、その原因
を取り除く。対処療法では同じ繰り
返しになりますよ、とは先生の言葉。
なんだかこれって、日常生活やビ
ジネスの問題解決と同じプロセス
ではないか。つい表に表れたことが
原因だと判断してしまい、それを取
り除こうとする。でも同じ繰り返し
を続けていることに気がつかない
自分がいる。
根本原因を冷静に見つけ出すこ
とが、意思決定を誤らせない大前提
なのかもしれない。
その場の「気持ちいい」マッサー
ジだけではだめなんだなあ。
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第 38 回通常総会提出議案

通 常
総 会
第 38 回通常総会は、平成 22 年
6 月 23 日午後 3 時より、組合会館
3 階 会議 室に於いて、商工中金 柴
崎支店長を来賓としてお招きし、組
合員 64 名（うち委任状出席 27 名）
の出席のもと開催された。
総会は、大久保理事長の挨拶の
後、理事長を議長に選任して別掲９
議案について審議を行い、いずれの
議案も可決承認された。
続いて、春秋会の総会は、中澤
代表幹事が議長となって行なわれ、
「平成 21 年度事業報告」・
「平成 22
年度事業計画」が原案通り承認された。
総会終了後の懇親会は、藤澤副
理事長の乾杯の発声で和やかな宴
が催され、商工中金柴崎支店長から
も御祝辞を頂き、組合員相互の交流
を深め、大久保副理事長の締めに
より、午後 5 時 30 分閉宴となった。

議案第 3 ～ 4 号（22 年度計画等）
平成 22 年度は、共同事業を更に
充実させ、物流事業及び所有不動産
の有効活用により一層の収益強化を
図ると共に、委員会組織を活用しイ
ンフラ整備に取り組んで行くことと
する。
議案第 5 ～ 8 号
前年度に同じ。
議案第９号（定款変更）
平成 19 年４月に組合法の改正が
行われ、当組合は改正を急ぐ条項
について、同年７月の臨時総会に於
いて変更を行った。
この度は、全国中央会の雛形に
基づいて、全面的に見直しを行って
いる。

第１号議案
平成 21 年度事業報告の承認
を求めることについて
第２号議案
平成 21 年度決算の承認を求
めることについて
第３号議案
平成 22 年度事業計画の承認
を求めることについて
第４号議案
平成 22 年度収支予算の承認
を求めることについて
第５号議案
平成 22 年度賦課金および徴
収方法の承認を求めることに
ついて
第６号議案
組合の借入金残高の最高限度
の承認を求めることについて
第７号議案
一組合員に対する貸付等の最
高限度の承認を求めることに
ついて
第８号議案
理事及び監事の報酬額の承認
を求めることについて
第９号議案
定款の変更について

総会提出議案の概要は次の通り。
議案第 1 ～ 2 号（組合運営状況等）
平成 21 年度は、事業別利益では
当初計画を上回ることが出来たが、
転貸先組合員２社の倒産に伴う償却
処理を行ったことにより、当初予算
を下回る結果となった。

青経会６月例会
６月の研修例会は、
当 会 のメンバーであ
る、秩父プラスチック
工業㈱の、不 破取締
役業務部長に講師を
お願いし、
「当社を取
り巻く建 築 板 金 業 界
の現状とその対応」と
題して行われた。

青経会６月例会

理 事会開催
5 月 20 日
第１号議案
「第 38 回通常総会提出議案に
ついて」
第 2 号議案
「定款変更について」
以上 2 議案原案通り承認
7 月 13 日 報告事項
「団地東側歩道の舗装について」
「まるそう産業㈱の倒産処理
について」
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青経会 大連・旅順 視察研修記
7月3日
成田から約３時間、日本の梅雨を
凌ぐかと思われる蒸し暑さの中、大
連空港に降り立った我々は、ドライ
バー董さん現地ガイド何さんの案内
で大連市内に向かった。
トウ

カ

旧ロシア人街

町並みの両側は復元されたロシア
風建物が立ち並び、その前にはマト
リョーシカ等ロシア風の土産物を売
る露店が列をなしていた。建物の中
には、実際に使用しているものもあっ
て生活感が出ていた。10 分程歩い
てロシア人街の奥には元大連自然博
物館、現在は使われておらず外観は
痛みが激しかった。
大連大和ホテル

満鉄によって作られた旧大連大和
ホテル（現大連賓館）。中山広場に
面し、外観は歴史の重みを感じさせ
る洋風な造りであった。施行 100 周
年記念ということで館内を見学する
ことが出来た。館内には往時の資料
や物品を集めた陳列室、特別復元
ルーム。中曽根元首相等日本の要
人も宿泊しており、大連市長と行わ
れた会見場は重厚な感じがする部屋
だった。

は、司令部、兵舎、弾薬庫、治療室、
台所などが作られており、国対国の
威信をかけた戦争のスケールの大き
さを思い知らされた。
水師営会見所

1905 年 1 月、日本軍司令官 乃木
希典とロシア軍司令官 ステッセルが
歴史的会見を行い、日露戦争が事
実上終了した所で、野戦病院として
も使用されていた。建物は往時の農
家を 1996 年に復元したものであった。

２０３高地

日露戦争主戦場の一つ 203 高地。
日露の攻略戦は山形を変えてしまう
ほど壮絶な攻防戦だったとされ、現
在の標高は 200 ｍ。戦争で山が３
ｍ低くなったといわれている。
以前は歩いて上った道も、今は有
料のマイクロバスが別ルートで山頂
まで。山頂には銃弾の形の忠魂碑、
これは戦後乃木将軍が 203 高地で
拾い集めた弾丸と砲弾の薬莢を日
本でライフル弾の形に鋳直したもの
で、碑には爾靈山と刻まれ、乃木将
軍の戦争に対する思いが伝わる碑で
あった。
にれいさん

東鶏冠山

運んできた花崗岩。山頂で旅順口区
軍 港と市 街 区の
風 景を一望でき
るとのことであっ
た が、 当日は 風
もなく日本 の 光
化学スモッグのよ
うなモヤで、鮮明
に見えなかったの
が残念であった。
大連マイカル百貨店

中国資本のマイカル大連本店は総
営業面積が 5 万平方メートル、品数
は 15 万種類といわれている。B1 は
スーパーと飲食店、1 階は化粧品と
宝石類、2 階から婦人服、紳士服、
4 階収 納関 係、5 階 が電 気 製 品 6
階は食堂になっていた。
商品の陳列等は日本の造りに似て
いるので日本人には入りやすい店で
あろう。ただ、日本製品の価格はや
や高い印象をもった。
7月5日
旧満鉄本社

この建物は帝政ロシアが学校とし
て建築中だったものを満鉄が改修
し、本 社ビルとして使 用したもの。
今でも現役で中国鉄路局の大連支
局として使用されていた。

7月4日
大連港

ロシアが建設し、日本が更に拡張
した大連港は、旧満鉄大連埠頭事
務所の屋上から望むとその規模の大
きさを目の当たりに出来た。現在、
隣接して港が作られており、その開
発計画の壮大さに度肝を抜かれた。
東鶏冠山

ロシア軍が築いた堡塁（ほうるい：
要塞）の外側の壁には弾痕の跡が
生々しく残っており、日露戦争の傷
ましさを今に伝えている。堡塁の中

旧日本人街

白玉山

山頂には蝋燭の形をした「白玉山
塔」があった。塔は日露戦争後、海
軍大将東郷平八郎と陸軍大将乃木
希典の提案で戦死者追悼のために
建立。塔の基盤に使った石は殆ど乃
木希典の故郷である山口県徳山から

ここには、満鉄や関東軍のお偉方
が住んでいた。今では再開発され、
日本円で 1 億円もするような真新し
い高級住宅の建て売りもやっていて
あたかも住宅展示場のようであった。
今回訪れた大連・旅順は、戦争
の傷跡を残しながらも町並みは新旧
の建物が混在し全体に活気があり今
後の発展を予感させるものがあった。
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災害対策アンケート 結果
大規模災害時対応プロジェクト
チームでは、今後の活動の参考に
すべく、防災に対する取り組み等に
ついて組合員の皆様にアンケート調
査を実施致しました。多くの組合員
様からご回答を頂き大変有り難う
御座いました。
当委員会では、アンケート結果
等を踏まえ、問屋町内における災
害への対応策を検討し、組合員の
皆様に還元していきたいと考えてお
りますので、引き続きご協力をお願
い致します。
なお、アンケート集計結果につき
ましては、組合のホームページに掲

載しておりますのでご覧下さいます
ようお願い致します。

ホームページアドレス
ＵＲＬ：http://www.socio.jp
Q：アン

A：答え

ケート

内容

答え
答え
答え
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組合員の動き
代表者変更
菱陽エンジニアリング㈱
新代表取締役社長
大倉野 泰之
平成 22 年 7 月
社名変更
三菱重工印刷紙工機械販売㈱
新社名
三菱重工印刷紙工機械㈱
平成 22 年 7 月
脱退
関東総合資材㈱
平成 22 年 6 月

商工中金担当者交代

事務局日誌
商工中金の人事異動により、当組合の
担当者が変わりました。
新担当者、堀 祐晃氏を紹介すると共
に、益々のご活躍を期待致します。

◆氏名

堀 祐晃
（ほりゆうこう）
◆出身地
茨城県
◆中金入社 平成 21 年
◆趣味
食べ歩き、
スポーツ観戦
◆血液型
Ａ型

年に一度は健康診断を
組合では、組合員企業で働
く社員様の福利厚生の一環と
して、毎年健康診断を実施し
ております。今年も 10 月 14
日・15 日の二日間行いますの
で、ご希望の方でまだ申し込
まれていない方は、事務局ま
でお問い合わせ下さい。

AED 講習会開催
昨年 12 月に設置した AED
（自動体外式除細動器）の講習
会を 7 月 8 日に開催した。当日

今後の抱負
岡の後任として担当させて頂くことにな
りました堀でございます。
全国でも有数の大型流通団地である
貴組合を担当することとなり、大変な重
圧を感じております。若輩者ではありま
すが、貴組合及び組合員様のお力にな
れるよう精一杯努力して参る所存でござ
いますので、ご指導ご鞭撻の程宜しくお
願い致します。

は、参加者 60 名が日本赤十字
社救急法指導員 2 名の指導のも
と、一次救命措置、心肺蘇生法、
AED の使用方法について実技
を交えた約 2 時間 30 分の講習
を受けた。

４月13 日
15 日
20 日
21 日
23 日
30 日
30 日
５月14 日
14 日
20 日
26 日
27 日
６月 3 日
8日
15 日
21 日
23 日
24 日
25 日
25 日
７月 3 日
6日
8日
8日
13 日
20 日
８月 4 日
6日
6日
19 日
20 日
26 日

新入社員研修
正副理事長会議
青経会ＧＣ
設備小委員会
ＢＣＰ個別指導①
監査期間開始
ＢＣＰ講評・講義①
正副理事長会議
環境委員会
理事会
県金融課来組
ルール・設備合同委員会
中小機構来組
青経会 6 月例会
正副理事長会議
ＢＣＰ個別指導②
第 37 回通常総会
中央会情報連絡員総会
ＢＣＰ講評・講義②
商団連総会
青経会視察研修～ 5 日
中央会トップセミナー
正副理事長会議
ＡＥＤ講習
理事会
組合会館耐震構造診断
ルール・設備合同委員会
広報等小委員会
青経会委員会
県金融課来組
ＢＣＰ個別指導③
設備小委員会

