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平成25年の新春を迎え謹んでお慶び申し上げ
ます。

昨年は、消費税率引き上げ法案の可決や原発政
策の混乱によるエネルギーコストの増加など、デ
フレ不況下にもかかわらず景気動向の足を引っ張
る出来事が次々と起こり、加えて全国的に秋口か
ら製造業を中心とした落ち込みに拍車がかかり、
都市部はもとより地方の中小企業は非常に厳しい
経営環境にさらされました。そのような中、年末
には3年3か月に及んだ大衆迎合政治が終焉を迎
え、民主党の圧倒的敗北により自由民主党政権が
誕生しました。併せて、時流に持てはやされてい
ただけの国会議員らも退場させられ、残ったとし
ても大きく力を削がれました。ばらまきによる国
家予算の無駄遣いを止め、デフレ脱却のための投
資を大胆に展開するであろう安倍総理が、景気回
復に一筋の光明を示したことは経済界として大い
に喜ぶべきことです。

昨年8月、射水商工会議所は新湊地区の閉塞感
漂う現状を打破するため、経済活動のみならず社

会全般に対して人、物、金、情報が活発にまちを
循環するための、概ね5年から10年の期間で実現
可能な「新湊近未来構想」を提言しました。誰か
に頼れば何とかなる時代は過ぎ去り、自己責任、
自助努力、自主判断で自らが切り開いていく創造
の時代を迎えている今、考え、行動する組織とし
てこれからも対外的発信力を高めていきたいと考
えています。発信力を高めるものは正しい時代認
識と明るい未来への夢です。時代認識は知恵を生
みます。そして、夢は希望を生み、希望は勇気を
育て、勇気は同志をつくります。22期最終年を迎
え役員任期も10月までとなりましたが、たくさ
んの同志が集い、新湊地区ひいては射水市の経済
発展にとって不可欠な、創造の時代を切り開いて
いく射水商工会議所を目指します。本年も会員各
位には何卒倍旧のお引き立てを賜りますようお願
い申し上げ、併せて今後益々のご隆盛をご祈念申
し上げます。

大変僭越ではありますが、年頭にあたり所感を
述べさせていただきました。

2013年の新春を迎えて

　年頭のあいさつ
射水商工会議所
　会頭　牧田　和樹
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年 頭 所 感

平成25年の新春にあたり、謹んでご挨拶申しあげます。本年が日本再生へ力強く踏み出す一年である
ことを心より祈念いたします。

■｢決める政治｣のもと
　　　産業の競争力強化を

2012年はわが国をはじめ米国、中国など、世
界経済に影響力のある国々が新たな指導体制に移
行した年でした。本年は各国が協調し、日本、欧
州、米国、新興国のそれぞれにおいて、力強い経
済発展が実現されることを期待したいと思います。

しかし、現下の世界経済は減速懸念が強まる状
況にあります。欧州の財政金融問題は当面の危機
は回避しているものの、経済不安は依然くすぶり
続け、また、米国の財政問題や新興国の成長力鈍
化など不安材料も多く、今後も注意深く見守る必
要があります。国内経済も10年以上にわたるデ
フレにより国内市場は縮小し、ＧＤＰ（国内総生産）
も減少し続ける中、長引く円高やエネルギー供給
制約など企業経営を圧迫する要因も重なり、景気
後退局面との見方も強まっています。

こうした中、昨年末の選挙を経て発足した新た
な政権には、強いリーダーシップによる「決める政治」
のもと、成長戦略の着実な実行、なかでも私ども
が求め続け、その柱に位置づけられた中小企業戦
略を強力に進めることを強く期待します。「科学
技術創造立国」、「文化立国」を旗印に、官民あげ
て成長分野へ集中的投資を行い、国内需要を喚起
しながら、世界を牽引する気概を持って産業のイ
ノベーションを巻き起こす政策を断行するときです。

■被災地復興と「攻め」の
　　　　　中小企業政策を

東日本大震災から間もなく２年が経過しようと
する中、被災地復興と福島の再生は遅々として進
まない状況にあります。震災の記憶を風化させず、
国内需要を拡大させるためにも復興のスピードを
上げなければなりません。被災地の復興が日本の
再生の第一歩であることを改めて強く認識する必
要があります。商工会議所では具体的な活動とし
て遊休機械の無償提供事業や被災地域産品の販路
開拓支援事業などを展開していますが、今後も復
興の支援活動を継続的に展開してまいります。

また、わが国の国民生活や企業経営を左右する
重要課題については、その解決に一刻の猶予もあ
りません。国家の命運を握るエネルギー政策、給
付の重点化・効率化策の多くが先送りされた社会

保障と税の一体改革、価格転嫁対策などの課題が
残る消費税増税、早急な決断が求められるＴＰＰ

（環太平洋経済連携協定）への交渉参加問題、企業
の海外進出などの加速に伴う国内産業の空洞化や
雇用の減少など、今後の経済社会にとって極めて
重要な課題ばかりです。

日本経済を成長させる原動力は中小企業のダイ
ナミズムです。中小企業の「成長」を促す視点を
踏まえた起業・創業や販路開拓、海外進出支援、
人材供給・育成など「攻め」の政策が必要です。
中小企業の支援ニーズは多様かつ成長段階に応じ
て異なりますが、我々としてもきめ細かく、より
踏み込んだ具体的な支援策を政府などへ強く働き
掛けてまいりたいと存じます。

日本商工会議所でも全国の商工会議所間のネッ
トワークをさらに強固にし、これら直面する諸問
題の解決に向けて全力でまい進してまいります。

■よりよい経済社会を
　　　　　　　次の世代に

高度成長の象徴として1964 年に開催された東
京オリンピックから56 年の時を経て、2020 年オリ
ンピック・パラリンピックの招致が実現するならば、
東日本大震災という国難を乗り越え、日本経済再
生に向かう大きな目標となります。この3月には
ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）評価委員会が来
日、最終調査を実施し、9月7日にＩＯＣ総会で
開催都市が決定します。まさに最終決戦となりま
すが、日本中に勇気と希望を与え、未来を担う子
供たちの健全な育成のためにも、全力を挙げて勝
ち取りたいと存じますので、全国の皆様の熱いご
支持をお願いいたします。

今日の日本は閉塞感の中にありますが、我々に
は将来の世代に対してよりよい経済社会を創り、
襷を渡していく責務があります。長年にわたり積
み残してきた課題に勇気を持って切り込み、日本
経済の再生を果たしながら、50年、100 年後の社会
発展の基盤を再構築しなければなりません。絶え
間ない「イノベーション」への挑戦により閉塞感を
打ち破り、日本経済の再生と持続可能な経済社会
の実現を果たすため、本年も皆様とともに前進し
ていく決意であります。皆様の一層のご支援とご
協力を心からお願い申しあげます。

以　上

世界を牽引する日本へ、「攻め」の政策を
日本商工会議所
　会頭　岡村　　正
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新年明けましておめでとうございます。
旧年中は青年部の活動に多大なるご理解、ご協

力を賜り、誠にありがとうございました。青年部
会員を代表し、厚くお礼を申し上げます。

昨年２月には日本商工会議所青年部第31回全
国大会「越中富山大会」を盛大に開催することが
出来ました。射水商工会議所青年部会員の皆様は
もとより、射水商工会議所会員の皆様にも多大な
るご協力を頂いた事に深く感謝し、心よりお礼を
申し上げます。

平成24年度は『義と愛〜楽（ら）しく笑顔で〜』
をスローガンに「義をもって接すれば笑顔が生ま
れる、笑顔が増えれば優しい心が広がる」という
信念のもと、日々活動をしております。昨年は新
湊大橋開通を好機と捉え、積極的に県外へ出向き

我々楽（ら）しく存分に射水市をアピールしてまい
りました。全国大会を開催した経験と自信を胸に
射水市をアピールしてきた事により、会員同士も
さらに絆を深めることが出来たと思います。

今年は射水商工会議所青年部から富山県商工会
議所青年部連合会（県連）の会長が輩出され、県
連を主導する年となります。県内各単会と積極的
に連携・交流を行い、会員一人ひとりが射水市を
さらにアピールしていきます。

最後になりますが、会員事業所の皆様にはこれ
までと変わらぬご指導ご鞭撻いただきますようお
願い申し上げると共に、青年部の皆様のご多幸と
益々のご繁栄をお祈りし、新年の挨拶とさせてい
ただきます。

新年明けましておめでとうございます。
皆様には、お元気で新しい年をお迎えのことと

お慶び申し上げます。
また、平素は当女性会の運営に対し、ご指導ご

協力を賜り年頭にあたり心より厚くお礼申し上げ
ます。

さて、当女性会は昨年11月28日に創立20 周年
記念式典を盛大に開催し、成功裏終えることがで
きました。これもひとえに関係各位、役員、会員
の皆様のご支援、ご協力の賜物と感謝申し上げま
す。また、９月23日には新湊大橋が開通しました。
高さ127 メートルの２本の主塔が青空に向かって
まっすぐに伸びているのを見ると、元気と勇気を

もつことができます。この新たなランドマークと
ともに私達、女性経営者、おかみさんがこれから
も頑張って行かなければと気持ちを新たにしたと
ころです。

私達を取り巻く経済情勢は、円高の長期化、電
力の安定供給問題、近隣諸国との外交問題など
様々な点で大きく変化しています。こうした変化
に敏感に反応し時代を読み取る豊かな感性と柔軟
な発想力を活かしながら、微力ながら地域経済発
展のため今年も邁進していきたいと存じます。

本年が皆様にとって健康で幸せな一年でありま
すように、お祈り申し上げ新年のご挨拶とさせて
いただきます。

2013年の新春を迎えて

　年頭のあいさつ

　新春を迎えて

射水商工会議所青年部
　会長　竹山　　実

射水商工会議所女性会
　会長　木谷　泰子

年 頭 所 感
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特 設 コ ー ナ ー

本所議員

年男・年女
座右の銘

今年の干支は「巳」です。「巳」という字は、胎
児の形を表した象形文字で、蛇が冬眠から覚めて
地上に這い出す姿を表しているとも言われ、「起
こる、始まる、定まる」などの意味があります。
巳年の人には、ビジネスの成功者が多いそうで、
今年、年男・年女を迎える本所議員6名の方々に、

『座右の銘』を掲げていただきました。本年が明る
い未来の始まりの年となるよう祈念いたします。

チャールズ・ダーウィンはイギリスの生物学者で、
1859年に『種の起源』を出版しています。「生存競争には、
最も強いものが生き残るのではない。最も賢いものが
生き残るものでもなく、変

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
わりうるものが生き残る」

変化の激しい昨今、私達の経済環境もあっという間
にステージが移って行きます。しなやかに、したたか
に生きていかなければと思っています。 〜巳年の年頭に〜

鷲北　昭雄
鷲北水産物加工㈲

変
わ
り
う
る

 

も
の
が

  

生
き
残
る

自分ではまだまだ若いと思っていましたが、今年は
還暦という事で、時の過ぎる早さに驚いております。
40才を過ぎた頃からは、特に一年が早く過ぎる様な気
がしています。

これからも智恵をしぼり、健康に留意して、目標を
たてて、それに向かって頑張りたいと思います。
『不言実行』だまってただ実行する事です。口で言う

よりも行動を起こす事が大切だと思っています。

中瀬　孝喜
㈲アルビー

不
言

実
行

38年前、名古屋の食器メーカーに就職した私に課せ
られた仕事は、先輩方と一緒に倉庫に入り包装の仕事
でした。同じ場所で複数の人と一緒に単純作業をして
いると、仕事よりも口数ばかり多くなりがちです。そ
の時ある先輩から「不言実行」という言葉を教えていた
だきました。それ以来、この言葉の重みを常に頭に置き、
仕事をする事と思っています。今年還暦を迎えるにあ
たり、あらためてこの言葉を思い頑張りたいと思います。 

石井　　稔
㈱柳屋

不
言

実
行

人生まだまだ先は長いと思っていましたが、早、還
暦という節目の年になりました。

今の世の中、言ったことが、なかなか実行できず、
右往左往していますが、そういった流れに負けず、一
年一年、年相応の新たな夢を持って実現できるよう頑
張りたいと思います。

加治　定弘
㈲加治商店

実
践

躬
行

前向きに物事をとらえ、素直な心で、感謝して、まえへ・
まえへ進む。 

昭和23年にロシア材が入り60年余り、物事の周期が
60年ぐらいと言いますが、最盛期から見ると仲間も少
なくなりました。 

還暦に当たり、心あらたに、お客様・仕入先と共存
共栄の精神で誠実に、誠意をもって行動して行きたい
と思います。

鳥本　正信
㈱丸進製材

誠
実

誠
意

定期購読している ｢致知｣ の中より引用させてもらい
ます。時代が変わっても不変なものがある。また変え
てはならないものがある。と言う事だそうです。日本
には二百年以上続いている会社が約三千社、韓国はゼロ、
中国は九社です。そういう老舗に共通しているのは①
創業の理念を大事にすること②社長社員が目標に向け
情熱を共有している③謙虚④誠実といいます。還暦と
いう節目を迎え私もこの事を肝に銘じ、仕事に励んで
行きたいと思います。

朴木　志朗
㈲ロードイン朴木

不
易

流
行

巳
へ び

 年
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先月の事業 pickup

東京有楽町駅前にある東京交通会館にて『富
山県観光物産まつり』が開催され、射水市より
４事業所が参加しました。これは、2015年春の
北陸新幹線開業を控え、観光情報や特産品を首
都圏でPRすることにより交流都市間の連携強
化と広域観光の魅力を紹介しようと、富山県西
部の６市（高岡市、氷見市、砺波市、小矢部市、
南砺市、射水市）が協力して実施したものです。
両日の東京は強風や弱雨といった天候でしたが、
それでも新鮮な海の幸、山の幸を求めるお客で
賑わっていました。

富山グラウジーズ（日本プロバスケットボールリ
ーグ所属）が、新湊アイシン軽金属スポーツセン
ターで試合を行い、開催 2日目の 9日（日）に本所
会頭が来賓として招かれました。対戦相手の「信
州ブレイブウォリアーズ」の本拠地は、長野県千
曲市。本所は千曲商工会議所と友好提携を結ん
でおり、射水市で開催されるこの試合を盛り上
げようと、市・観光協会と協同で観戦客に配布
する応援フラッグを製作。また信州選手へ射水
市の特産品（かまぼこ、黒作り）を贈りました。

試合当日は、会場がグラウジーズカラーの赤で
染まり、点が入る度に応援席は「イヤサー、イヤ
サー」という新湊流の掛け声で盛り上がりました。
今後も、スポーツ観戦を始め様 な々活動が射水
市と千曲市との交流をさらに深めるよう、取り組
んでいきます。

射水商工会議所2階会議室において、平成24
年度射水商工会議所青年部臨時総会が開催され、
平成25年度会長予定者に平成24年度会長の竹
山　実氏（タケヤマシャッター 代表）が再任され
ました。

竹山会長は「会員同士がより一層仲良くなり、
全員で一致団結し地域を盛り上げていきたい。」
と決意を述べました。
（任期は平成25年4月から平成26年3月の１年間）

2日間にわたり、ITセミナーを開催。21名が
参加しました。12日はタブレット端末の様々な
機能の紹介からPCやスマホとの違い、書類を
カメラで撮影するだけで不要な背景をカットし、
鮮明にPDF化する「CamScanner」やクラウドで
ファイルを共有する「Evernote」「Dropbox」など
のビジネスに役立つアプリの紹介や使い方など
を学びました。13日は、情報発信ツールとして
注目されているSNSサイト「Facebook」のペー
ジ作成から友達申請、ビジネスへの活用法につ
いて研修しました。参加者からは、「ぜひタブ
レットを購入したい」

「こんな便利なアプ
リがあることを知ら
なかった」「Facebook
でお店の情報を発信
したい」との声が聞
かれました。

千曲とスポーツ交流
富山グラウジーズ公式戦

平成２５年度会長に竹山会長を再任
青年部

タブレット端末の
ビジネス活用について学ぶ

▲ＰＲブースの様子

▲

始
球
式
で
、
フ
リ
ー
ス
ロ
ー

　
を
行
う
牧
田
会
頭

▲再任された竹山会長

12
19

12
12~13

北陸新幹線開業控え
首都圏へ富山をＰＲ

12
1 ~ 2

12
8 ~ 9
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インフォメーション

日本政策金融公庫
定例相談会

アドバイザー等 開 催 日 時
高岡支店国民生活事業
・小口の事業資金融資
・創業支援・地域活性化支援
・国の教育ローン、恩給・共
　済年金等を担保とする融資

１月15日（火）
13:00～15:00

富山支店中小企業事業
・中小企業への長期事業資金
　の融資
・国の中小企業政策に基づい
　た支援

１月24日（木）
13:00～15:00

相談会場　射水商工会議所 1 階相談室
■ご利用の方は、相談所まで事前に
　ご予約下さい。ＴＥＬ８４－５１１０

主な公的融資制度の利率
（平成25年１月１日現在）

資　　　金　　　名 利率（年）

日　本　政　策
金　融　公　庫
（国民生活事業）

富　　山　　県

射　　水　　市

マ ル 経 融 資 １．７５％

２．０５％

２．００％

２．００％

普 通 貸 付

小口事業資金

中小企業振興資金

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

決決算算準準備備相相談談室室
開開設設ししまますす！！  

決算準備に際し、様々なご相談に本所職員
（記帳専任・経営指導員）が応えます。お気軽
にご利用ください。  
【期 間】2 月15日(金)～3 月15日(金) 
     午前 9:00～午後 4:00 
     ※平日のみ（土日、祝日除く） 
【場 所】射水商工会議所 相談室 
【相談員】本所税務相談員・記帳専任職員・

経営指導員
 

【申込・問合せ先】 
射水商工会議所 ＴＥＬ８４－５１１０

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

産産学学官官連連携携ののききっっかかけけ
づづくくりりににごご利利用用下下ささいい  

 下記のとおり「産学官交流会」を開催しま
す。産学官各分野の専門性、特長を生かし、
互いの技術や能力を相互に活かすことで、現
在抱えている様々な課題への活用を検討しま
せんか？ぜひこの機会をご活用ください！

 【日時】２月7日(木)午後4時～午後6時30分
【会場】第一イン新湊

 
２階

 【内容】 
１）基調講演

 
講師：㈱ジャパンフラワーコーポレーション
演題：「花まつの農商工連携の取り組みについて」

 
  代表取締役社長　松村　吉彰氏
２）交流会・懇親会  
 県立大学はじめ各学校、中小企業支援機
関との情報交換と交流の場を設けます。
※参加費 2,000円 

【主催】射水商工協議会 
【申込・問合せ】 

射水商工会議所 ＴＥＬ８４－５１１０ 

市 場 拡 大 新 製 品 開 発

新 事 業 創 出 技 術 課 題

 
 

～事業主のみなさまへ～ 
 
平成２５年４月１日から 

希望者全員の６５歳までの雇用確保
を図るための高年齢者雇用安定法が
施行されます！ 

 
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が

少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能
力に応じて働き続けられる環境の整備を目的
として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する
法律」（高年齢者雇用安定法）の一部が改正さ
れ、平成 25 年 4 月 1 日から施行されます。 
●改正の主なポイントは次のとおりです。 
１．継続雇用制度の対象者を限定できる仕 
  組みの廃止 
２．継続雇用制度の対象者を雇用する企業 
  の範囲の拡大 
３．義務違反の企業に対する公表規定の導入 
４．高年齢者雇用確保措置の実施・運用に 
  関する指針の策定 
※詳しくはハローワーク高岡（TEL0766-21-1515）
へお問い合わせください。 

ハローワーク高岡からのお知らせ
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財団法人 富山県新世紀産業機構

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新新春春経経済済講講演演会会ののごご案案内内
 ■日 時 平成２５年１月２３日(水) 
      １４：００～１５：３０ 
 ■場 所 ホテルニューオータニ高岡 

4Ｆ 
 ■講 師 経済ジャーナリスト  

須田 慎一郎 氏 
■テーマ ｢舞台裏から見た政治･経済｣ 

      ～日本再生のために何が必要か～ 
■入場無料 
（事前に電話にて申込みお願いします） 
■申込・問合せ先■ 
公益社団法人高岡法人会 

   TEL 23-8855  FAX 26-1216 

公益社団法人 高岡法人会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年年末末･･年年始始をを中中心心ととししたた労労働働災災
害害防防止止緊緊急急対対策策をを実実施施中中！！  
◆労働災害が増加しています 

製造業：機械への「はさまれ・巻き込まれ」

「切れ・こすれ」 
建設業：仮設物からの用具（はしご等）か

らの「墜落・転落」 
小売業：通路や用具等による「転倒」 

◆12 月～2 月に死亡災害が多発しています 
 12 月～2 月には、交通事故、墜落・転落、

はさまれ・巻き込まれによる死亡災害が多発

しています。 
◆転倒災害が頻発しています 
 
年末・年始に頻発するこれらの災害防止に努

めましょう！ 

高岡労働基準監督署 

 
 
 
 
 
 

いいみみずず元元気気ににせせんんままいい券券
換換金金はは 11//3311((木木))ままでで  
～取扱登録店の皆さんへ～ 

 射水市プレミアム付き商品券「いみず元気
にせんまい券」の換金は 1 月 31 日（木）まで
です。まだ換金がお済みでない場合は、お早
めに本所または、射水市商工観光課（新湊庁
舎）までお願いします。 
【問合せ先】 

射水市商工観光課（新湊庁舎）  
ＴＥＬ ８２－１９５８ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■第3回エネルギー・環境分野
へのナノテク応用研究会講演会 

【日  時】平成２５年１月２２日（火） 
     １４：００～１６：４０ 
【講演内容・講師】 

講演１「低炭素社会におけるリチウムイオ
ン電池への期待と課題」 

荻原 隆氏（福井大学大学院工学研究科 材料開発工学専攻 教授） 

講演２「太陽の恵みを電気に換えて 
～色素増感太陽電池～」 

 内田 聡氏（東京大学教養学部附属教養教育高度化機構 特任教授）

 【申込締切】１月１７日（木）まで 

■第3回医薬・バイオ応用を目指
した高分子ナノ構造研究会 講演会
【日  時】平成２５年２月１日（金） 
      １４：００～１６：４０ 
【講演内容・講師】 
 講演１「ナノインプリント技術と 

バイオ応用」 
 宮内 昭浩氏（㈱日立製作所 日立研究所 主管研究員）

 講演２「工学的手法による立体臓器の創製
とその産業応用」 

 松崎 典弥氏（大阪大学大学院工学研究科応用科学専攻 助教） 
【申込締切】１月２８日（月）まで 
 
･･･上記２つの講演会は･･･････････････････ 
 
■受講料無料！ 
■講演会終了後、講師との名刺交換、 

意見交換等交流の時間あり！ 
■会場：富山県ものづくり研究開発センター 

多目的室（高岡市二上町１５０） 
■申込・問合せ先 
 富山県ものづくり研究開発センター 
 ナノテクノロジー推進員 高澤 英二 
 TEL 0766-50-8280  FAX 0766-50-8283 

Mail：e.takasawa@tonio.or.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

第第 113333 回回簿簿記記検検定定
試試験験日日はは 22//2244((日日))でですす  

【受 験 料】２級･･･････････４，５００円 
      ３級･･･････････２，５００円 
      ４級･･･････････１，６００円 
【受付期間】平成２５年１月１１日(火) 

～２５日(火)  
【申込・問合せ】 
射水商工会議所 ＴＥＬ８４－５１１０ 

インフォメーション
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Ｑ＆Ａ
Ｑ．マコガレイのブランド化とは？
Ａ．新湊の漁師に「何がおいしいか？」と尋ねると、「何でも
美味しい」と返ってくる。確かに新湊の魚はどれも抜群に美
味しい。しかし、そう言って実際に食べに来てもらおうとす
るには説得力に欠ける。紅ズワイガニ、シロエビと名前をつ
けるからこそ、多くの人にその美味しさや価値を知ってもら
えるのであり、そこで初めて人々を惹き付ける魅力となるの
だと思う。マコガレイはカレイ科の一種で、地域によっては「城
下かれい」等の呼び名で高級魚として珍重されている。県内
では、他の種と同等にカレイとして扱われてきた。刺身で食
べたマコガレイのあまりの美味しさに感動してから、マコガ
レイを新湊の新たな名物としてブランド化し、もっと多くの
人にこの美味しさを広めたい、価値を知ってもらいたいと想
ったのがきっかけ。新湊は万葉集に馴染み深い地であることや、
万葉埠頭周辺で獲れることから『万葉かれい』と名付けた。
Ｑ．「新湊魚浜男子（略してハマダン）」結成の理由
Ａ．魚は色々あるが、個々全ては知らない。漁業も色々ある
が、詳しく知る人は少ない。だから漁師という個人を知って
もらうことから、漁法や漁業というものを発信していこうと
ハマダン（漁協関係者や漁師など浜に関わる仕事をしている
独身男性）を結成した。意識しなければ覚えていただけない
と思うので、先ずはMr.ハマダンコンテストを実施している。
ハマダンの中から人気№１に投票された方より抽選で5名様
に「万葉ガレイ」を進呈するというイベントで、11月に十楽
の市ときっときと市場で開催した。継続することが何より大
切だと思うので、楽しみながら活動を続けて行きたい。
Ｑ．各活動のモットーは？
Ａ．マコガレイもハマダンも、基本的な考え方は同じ。それ
は、雑多なものの中から一つを限定して、それをきれいに磨
いてあげること。数ある魚の中からマコガレイを、色んな職
業の中から漁師をピックアップして、それをひたすら磨くだけ。
漁業は今厳しい状況にあるが、色んなものとつなげて、新し
いものをつくり、新湊の漁業をもっともっと活気づけていきたい。
マコガレイのブランド化もそうだが、チャンスをくださった
新湊漁協に恩返しをするという気持ちでがんばっている。

インタビューを終えて
　どうしてマコガレイなんですか？と聞くと、「マ
コガレイは真水と海水が混ざる河口付近で獲れ
る。富山県の7大河川の内、2本の河口を持つの
は新湊だけ！新湊に来ないと食べられないとな
れば、お世話になった新湊に恩返しできるかな
と思ってね。」とニッコリ。日に焼けた肌に白い
歯。笑顔がキラキラと輝いて見えました。一緒
に話を聞きに行った職員と「なんだかまぶしいね
･･･」とニッコリ。頼もしく、誇り高い新湊の漁
師に出会い、元気をもらいました。

キラリ
しんみなと
新湊に恩返しする気持ちで

▲東海　勝久 氏

地域の皆様に、地元新湊の商品・
生産品が愛用され、育てていただく
ことが、豊かな地域づくりの根源です。

　このコーナーでは、世界で活躍する企業、オリジナル商品が
すごい企業などキラリと輝く射水市のがんばる企業をご紹介し
ます。
　第9回は、東海水産です。代表者 東海勝久氏は、マコガレイ
のブランド化という新湊の新名物の開発や、新湊の漁業をもっ
と身近に感じてもらうための活動「新湊魚浜男子」の結成など、
様々な活動に積極的に取り組まれています。今回は、その活動
の裏にある「想い」を探るべく、東海氏ご本人にお話を伺いました。

掲載企業を
募集しています！

＜問合せ先＞ 

 
TEL 84－5110 

 


