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VISION FOR FUTURE　世紀を超えて、あらゆる可能性に挑戦
　100年企業を目指し、
 連結売上高1,000億円の目標を掲げる

2017/8

泉州電業株式会社
代表取締役社長　西村　元秀 氏

　泉州電業株式会社は、東京証券取引所第二部上場、FA
（ファクトリーオートメーション）、通信機器、電力、光
ファイバーネットワークなど、すべての技術の接続を担う
「電線総合商社」です。電線を取り扱う独立系の商社として
は、全国有数の規模に事業を拡大されておられます。
　社名の「泉州電業」は、事業を立ち上げられた西村元秀社
長のご尊父らが大阪府岸和田市出身で、法人登記も同地に
置いたことに由来しています。
　吹田市との縁は、昭和45年6月、南金田に大阪支店兼
配送センターを開設したことに始まり、その後本社機能も
移転し、平成28年3月には登記も移されました。
　西村社長から、事業内容や今後の経営方針などについて
お伺いしました。 代表取締役社長　西村　元秀 氏

大阪本店
吹田物流センター
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― 社長となられた経緯は…。

当社は、私の父（故西村忠雄氏）と兄弟が、昭和２２年１月に

大阪市北区堂山町で創業した西村電気商会（電線電気材料販売

店）が源です。昭和２４年１１月には法人化し、戦後復興の波に

乗り、兄弟三人が力を合わせ電線の専門商社として全国展開し

ていきました。そして、昭和５４年１２月に父が兄（伯父）の後

を受け社長に就任し、平成３年６月に株式公開するまでに会社

を発展させてきました。

私は、大学卒業後、証券会社に就職して、国際部門を中心

に仕事をしていました。証券業界でサラリーマン生活を全うす

る気持ちもありましたが、父と母が当時駐在していたスイスま

で来て、会社のグローバル化に力を貸してほしいと説得され、

平成７年８月に泉州電業に入社しました。

その後、父の後を継いで、平成１２年１月から社長に就任し

ています。

― 事業内容についてお教えください。

国内には４００社余りの電線メーカーがあり、電線の種類は

２０万以上あります。当社は、一次卸としてメーカーから電線

を直接仕入れ、二次卸である全国の電気材料店に販売していま

す。今でも売上の半分以上がこのルートです。また、大手の電

気設備工事会社への直接取引もしています。

当社は特定の電線メーカーの系列に属さない商社で、全国

１６か所を拠点に営業展開しており、「電線に関することなら

泉州電業に聞け」といわれる存在を目指しています。

さらに、当社の強みは、工場の設備機器などの配線を取り

扱う部門を持っていることです。FA（ファクトリーオートメー

ション）の拡大に伴い、工場内で使われる配線は増加していま

す。当社は卸売業の範疇に属しますが、電線を加工し、付加価

値の高い独自のオリジナル商品も作っています。

当社の海外展開は、FA部門が開拓しました。取引先企業の

工場が海外に移転するのに伴い、当社も進出していきました。

現在、タイ、上海、天津、フィリピン、台湾に現地法人を設立

し、事業展開を行っています。

― 電線の種類が多いと、在庫管理が大変ですね。

当社では取引先のニーズに応えるため、延べ５万㎡にも及ぶ

スペースに常時２万種類以上の商品をストックし、スピーディ

な納品体制やあらゆる電線加工など、業界随一の商品管理シス

テムを構築しています。

ただ、電線はその大部分が銅で出来ており、銅の価格は国

際相場商品です。電線メーカーもそのリスクを背負いますが、

一次卸である当社も、在庫という形でそのリスクと隣り合わせ

です。取引先のジャストインタイムのニーズに応えながら、リ

スクを低減させ、利益を確保していかなければなりません。

―「VISION FOR FUTURE　第二の創業、あらゆる可能性

に挑戦」を掲げられていますが…。

当社は平成２１年に会社設立６０周年を迎えました。これま

での実績や評価に安住することなく、商売の原点に戻り、在

庫、配送、加工などサービスの一層の充実に努めることと、電

線総合商社として情報化社会の新たな領域への挑戦をすすめる

ため、「VISION FOR FUTURE　第二の創業、あらゆる可能

性に挑戦」という言葉を掲げました。

その一環として、グループ会社には、従来から情報通信分

野の企業もありましたが、新たに傘下に加わる会社を増やすな

ど、エンドユーザーに近い事業部門を強化しています。また、

現在海外売上高は５％程度ですが、これを３０％にまで引き上

げていきたいと、海外展開にも力を入れています。

昨年１２月には、２年後に設立７０周年を迎えるに当たり、そ

れを通過点とする「泉州電業グループ中期経営計画」を策定しま

した。２０２１年までの５年間を更なる飛躍を目指す期間と位置

づけ、連結売上高で約１．５倍の１，０００億円、経常利益で約１．

７倍の５０億円を達成目標としています。

１００年企業を目指し、収益の長期安定化と持続的成長に取

り組んでまいります。

― 貴重なお話をありがとうございました。今後益々のご発

展をご祈念申し上げます。

泉州電業株式会社
〒５６４-００４４　吹田市南金田１-４-２１

TEL：０６-６３８４-１１０１
FAX：０６-６３３７-６３６５

https://www.senden.co.jp
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日　　時：平成29年9月29日（金）
　　　　　（第１組スタート AM ７：３２）
会　　場：伏尾ゴルフ倶楽部（池田市中川原町１６-３）
定　　員：８０名（２０組）
参 加 料：１名５,０００円（賞品代・会食費に充当）
※プレーフィー等については個人負担（１５,０００円　限定昼食付き）
問合せ先：吹田商工会議所　総務部　TEL ０６-６３３０-８００１

日　　時：平成29年10月3日（火）　１４：００～１６：００
会　　場：吹田商工会議所　大会議室にて（吹田市泉町２丁目１７-４）
参 加 料：無料
募集締切：9月２9日（金）
お問い合わせ先：吹田商工会議所　担当：橋爪　TEL ０６-６３３０-８００１

第27回 会員親睦ゴルフ大会のお知らせ

障がい者雇用促進セミナーのご案内

　今年も「会員親睦ゴルフ大会」を、下記のとおり開催する運びとな
りました。会員の皆様方には、秋の爽やかな一日を伏尾ゴルフ倶楽
部で心行くまでプレーをお楽しみいただき、相互の親睦をより深め
て頂ければと存じます。ご参加くださいますようお願いいたします。

　障がい者の雇用がまだまだ困難であるとお考えの方が多数いらっしゃいます。例えば「障がい者を雇うっ
て大変じゃない？」「障がい者を理解するのは難しいのでは?」といったように、皆様共通しているのが「雇用
したら苦労するのではないか?」という疑問です。実はそうではなく、障がい者を適材適所に置く事で能力を
発揮し、人材不足の穴を埋めるというケースも良く聞かれます。多くの方にご参加頂き、障がい者雇用のイ
メージを変えて頂く事が本セミナーの主旨となっております。ご参加お待ちしております。

<お願い>
会員親睦ゴルフ大会を開催するにあ
たり、賞品の無償提供をお願いでき
る事業所様は、総務部まで（TEL ０６-
６３３０-８００１）ご連絡ください。

　「チラシやSNSでプロモーションしても、思うように効果が上がらない」とお悩みではありませんか？効
果的な販売促進を行うためには、会社の理念・ビジョンの基に、「誰に、どんな価値を提供するのか」をしっ
かりと設計する「ブランド戦略」が求められるのです。
　自社・自店にしかない、お客様の共感を生む「独自の世界観」を探し出し、伝えることで、自然とお客様が
集まる人気店を目指しましょう。

■ 開催日：セミナー　　　　平成29年8月29日（火）
　 　　　　ワークショップ　平成29年9月12日（火）
　 　　　　　　　　　　　　両日とも１４時～１７時
■ 会　場：吹田商工会議所　３階　大会議室
■ 講　師：一般社団法人ブランド・バリュー協会 理事　上田　逸平 氏
■ 受講料：無料
■ 定　員：３０名（先着順）
※詳細及びお申込みはこちらのページをご覧ください。　http://suitacci.com/?p=２６３０

上田　逸平 氏

顧客が引き寄せられる販売促進で売上アップを目指す
「ファンと堅くつながる、中小企業のためのブランド戦略」

セミナー&ワークショップ開催のご案内

⃝実施内容⃝
　１. 障がい者雇用の事例発表
　２. 精神障がい者の特徴
　３. サポート体制について
　４. グループディスカッション

※詳細及びお申込みは、吹田商工会議所HP　新着情報をご覧ください。
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お一人で悩みを抱えず、是非、サビックにご相談ください
　すいた経営革新支援センター（SaBiC：サビック）は、吹田商工会議所が創設した、売上拡大と起業を専門
としてサポートする窓口です。相談者の課題に対して、「強みを活かす！知恵を絞る！」をキーコンセプトと
し、相談者と一緒になって、課題をさぐり、目に見える形で成果を挙げることを目標として、スピーディに
課題解決を図ります。

⃝支援実績（平成２５年１１月７日～平成２9年６月３０日　８５４日稼働　１日２.9１件）
　▶相談事業者数　４６６事業者（人）
　▶相 談 延 件 数　２,４８６件（１事業者当たり　５.３３回）

⃝よくあるご質問
　Ｑ：どこまで支援してくれるのですか。何か、敷居が高い気がします。
　Ａ： サビックでは、商工会議所のネットワークを活用し、連携する専門家の知恵を活かして、無料で支援

させていただきます。事業がどのような状況であるかは問いません。守秘義務は必ず守ります。まず
は、気軽にお電話ください。

　Ｑ：いつでも、相談に乗ってくれるのですか。
　Ａ： サビックには、スタッフ（指導員歴１５年・中小企業診断士）が常駐しております。先約が無ければ、

その日でも結構ですが、お待ちいただくことが無い様に、予約の電話をお願いしています。
　Ｑ：込み入った問題を抱えているのですが、聞いてもらえますか。
　Ａ： 経営者の方は皆、大きな課題を抱えておられます。その大小を問わず、どんなことでもお聞きしてい

ます。少しでも、事業のお役に立てれば幸いです。
　Ｑ：どこに相談すべきか、迷っています。
　Ａ： 売上拡大を中心に、ご相談を承っております。顧客との関係作りがうまくゆくことをサポートさせて

いただいています。内容に応じて、金融機関や専門家等をご紹介しています。

⃝ご利用案内
　・あらかじめ相談日時をご予約ください。　TEL ０６-６３３０-５５８８
　・ご相談は無料です。
　・ご利用時間　月～金曜日　午前9時～午後５時（商工会議所の休所日を除く）
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〈新たにご入会頂いた事業所〉 （H２9.６.１ ～ ６.３０　部会別事業所名 ５０ 音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

工　　　業
三和機工（株） 吹田市芳野町 製缶業
シェルライン（株） 吹田市出口町 洋菓子製造・卸売

（株）西山製作所 吹田市川岸町 金属加工業
建　　　設 （株）スペース 吹田市岸部北 建設業

情 報 通 信 （株）アイ・エム・エス 吹田市豊津町 コンピューター機器の企画開発、並びに販売
（株）マックスライン 吹田市江坂町 ホームページ制作業

専門サービス 有吉税理士事務所 吹田市垂水町 税理士業をもって幅広くサービスを行う
（株）LIFE STARTトライ訪問看護ステーション 吹田市江の木町 訪問看護事業

サービス業 （一社）吹田市障がい者の働く場事業団 吹田市昭和町 障がい者就労支援
（特）商　業 漢方のまさえ堂薬局 大阪市大正区泉尾 漢方薬・サプリメントの相談販売
（特）建　設 渡辺塗料（株）大阪営業所 豊中市服部元町 リフォーム事業、塗料販売事業

（特）専門サービス

オフィスはなはな 豊能郡豊能町ときわ台 商店街活性支援、商業活性アドバイス、対人能力向上研修講師
片岡美穂行政書士事務所 大阪市中央区谷町 行政書士
新保ＩＴ経営研究所 大阪市北区中津 IT経営にかかわる支援サービス

（株）デンタルラボ・アジール 大東市赤井 歯科技工業
（特）サービス業 （協）ビジネスナビ 大阪市淀川区西宮原 ETCカード事業、外国人技能実習生受入事業
≪事務局からお知らせ≫事業所名・所在地・代表者などの変更がございましたら 当商工会議所 総務部 までお知らせください。

は、クライアントのホームページ運営体制を整えた
うえで、弊社がパートナーとして運営をサポートす
ることで、ホームページを育てていきます。クライ
アントの方にも、本気で取り組んでいただいていま
す。

ホ ー ム ペ ー ジ 制 作 に つ い て

　弊社のホームページ制作は、弊社オリジナルのシ
ステムである「Max Press」を使用して構築していま
す。Max Pressを開発する前は、クライアントから
依頼を受けたホームページの更新や追加作業を弊社
で行い、毎月の更新費用を頂いていました。しかし
その方法を採ると、更新できるページ数に限界があ
ります。そこでMax Pressでは、クライアント自身
で簡単にページ更新ができるよう構築しています。
そのため、クライアントのホームページ運営体制を
整えれば、クライアント自身の言葉で、自社の強み
や魅力を伝えていただくことができるのです。

今 後 の 展 望

　弊社がこれまで築いてきたノウハウを１人でも多く
の方に提供したいとの思いから、FC事業「Max 
Partner」を開始しました。これは、ホームページ制
作業に参入したり、起業したりする方をサポートす
るための事業です。Max Pressをはじめとした弊社
独自の仕組みを使用していただくことはもちろん、
制作面、営業面のサポートを行っています。この
パートナーの輪が全国に広がれば、パートナー同時
の強みを繋げ、新たな事業展開も考えられます。
　「日本一誠実なホームページ制作会社」を目指し、
これからも取り組んでいきたいと思います。

事　業　内　容

　ホームページ制作業を行っています。また、ホー
ムページを制作したクライアントのWeb担当者向け
に研修事業を行っています。

事 業 の 特 長

　弊社は、「ホームページを成功させるのは私達では
ありません。お客様ご自身なのです。」というキャッ
チフレーズを掲げています。
　膨大な数のホームページがある中で、お客様から
選ばれるホームページにするには、ホームページを
制作してただ公開するだけでは不可能です。弊社で

事業所名：株式会社 マックスライン
代 表 者：代表取締役　杉本　仁史 氏
開 業 日：平成１５年７月
所 在 地：吹田市江坂町１丁目２３-１9
 米澤ビル第５江坂４階
Ｔ Ｅ Ｌ：０６-６１７０-２０７７

新入会員インタビュー 株式会社 マックスライン
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吹田にぎわい観光協会だより

報　告すいたEXPO2017夏を開催しました

報　告吹田市の友好交流都市フェアを開催

ご案内阪急電車フェア2017を開催

ご案内阪急電車絵画コンクールの作品を募集中

当観光協会関連のイベント・活動のご案内

当観光協会の会員（賛助・グランシェフ・個人）を募集中
一般社団法人 吹田にぎわい観光協会　事務局
住　所：〒565-0826大阪府吹田市千里万博公園2-1
ららぽーとEXPOCITY１階-10541　Inforestすいた内
TEL：06-4864-2560　FAX：06-4864-2567

当観光協会の会員（賛助・グランシェフ・個人）を募集中
務局

お申込みは
当観光協会
HPから

万博記念公園駅

ららぽーとEXPOCITY

７月８日（土）EXPOCITY空の広場にて、吹田市と共催で吹田市の

PRイベントを開催しました。吹田のブランド野菜「平野農園の産直

野菜」直売他、吹田市の国内外の交流５都市（スリランカモラトワ市、

妙高市、高島市、若狭町、香美町）の物産市、すいたんの缶バッチや

フェイスシールのプレゼント等をブース展開。ステージでは大阪学

院大学吹奏楽部の演奏、関西大学のよさこいパフォーマンス、関西

大学のミス＆ミスターキャンパスコンテスト実行委員会のPR、メイ

シアター少年少女合奏団、ガンバチア̶＆キッズダンスチーム、ラ

ストは地元のガールスカウトがすいたんダンスというように、吹田

市の若い力で会場を盛り上げてくれました。

７月1日（土）から７月３１日（火）までの1か月間、吹田市情報発信

プラザ「Inforestすいた」にて、吹田市の友好都市（オーストラリア

のカンタベリ̶・バンクスタウン市、スリランカのモラトワ市）、フ

レンドシップ協定を結ぶ６市町（新潟県妙高市、滋賀県高島市、福井

県若狭町、大阪府能勢町、兵庫県香美町、高知県土佐町）の特徴を

表すパネル展示を開催しました。各市町から、豊富なパンフレット

をご提供頂き、PRも兼ねた旅情をお感じ頂ける展示がご来場者か

ら好評でした。

8月1日（火）より8月31日（木）までの1か月間、「阪急電車フェア

2017」をららぽーとEXPOCITY1階の吹田市情報発信プラザ

「Inforestすいた」にて開催しています。昨年も大好評でした阪急

電車の写真パネル前で子供制服と制帽体験は、今回阪急電鉄株式

会社の格別なご配慮により、大人用の制服と制帽もお借り出来るこ

とになりました。この他、今年阪急北千里駅自動改札50周年を記念

したパネル展示や、大阪万博当時のヘッドマーク展示等大人も子供

も楽しめる展示フェアにぜひお立寄り下さい。

「鉄道のまち吹田」を標榜する当観光協会は、「みんな大好き！阪急電車

絵画コンクール」を開催する運びとなりました。作品の応募対象は小学

生のみ。副賞として、通常非公開の教習所の特別見学が出来ます。また

受賞作品は、阪急梅田駅に展示して頂けます。詳しくは「吹田市観

光ウェブ」をご高覧下さい。



株式会社リバフォール
吹田市江の木町 24-27 TEL.06-6384-3630 FAX.06-6385-8749

快適な江坂ライフをお約束します。

株式会社リバフォール

快適な江坂ライフをお約束します。

都市に夢
　　　　人に愛
　　　　　　　環境に心

http://www.riverfall.co.jp/
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　日本は伝統的に製造業が強い「ものづくり」の国だと考
えられてきた。しかし、最近わが国では電機大手企業の
一部が苦境に陥るなど、「ものづくり神話」が終焉（しゅ
うえん）したとの見方も浮上している。今後、日本の「も
のづくり」は一体どうなっていくのであろうか？
　わが国の製造業復権の鍵は「マーケティング力」の強化
にある。すなわち、日本企業の根本的な問題点は、「消
費者が本当に欲しいものを、適正な価格でつくっていな
い」ことにあるのだ。
　近年、韓国企業がマーケティング力をてこに、日本企
業のライバルとして存在感を高めてきた。一方、日本企
業は伝統的に社内で製造部門の発言力が強いため、マー
ケティングが軽視されがちである。
　社長を中心とする経営幹部を輩出するのが製造部門で
あれば、発言力が強くなって当たり前だ。日本企業が製
造部門主導で品質の高い製品をつくっているのは確かで
あるが、「ものづくり」へのこだわりが強過ぎて、最終
的に「オーバースペック（過剰装備）」の商品となる傾向が
強い。
　つまり、日本企業は「ほら、技術の粋を集めて、こん
なに立派なものをつくりましたよ。欲しいでしょう」と
いう「上から目線」で新商品を開発しているのだ。その結
果、消費者から見ると、完全にピント外れの新製品も少
なくない。
　英国のダイソン社は、吸引力の強いサイクロン式掃除
機を初めて開発するなど、わが国でも人気の高い家電
メーカーである。同社のダイソン社長は、かつて来日し
た際、わが国の家電製品を皮肉って「掃除機が話をでき
る必要はありません。掃除機と話をする時間があれば、
もっと他のことに時間を使ってください」と発言してい
る。
　日本企業は「技術で勝って、商売で負ける」と言われ
る。日本企業と対照的に、韓国企業は緻密なマーケティ
ングに基づいて、売れる価格の範囲内で最良の製品をつ
くる。この結果、日本企業は価格面まで考慮すると、し
ばしば韓国企業に太刀打ちできなくなってしまうのであ
る。
　今後、日本企業は「マーケティング力」を従来以上に磨
く必要がある。野球のピッチャーに例えれば「技術力」の
高さは速い球を投げる能力である。日本企業は時速
１６０km台の剛速球を投げる能力を持っている。しか

し、韓国企業という、球速は時速１３０～１４０km台だ
が、絶妙のコントロール（「マーケティング力」）を有する
ピッチャーに苦戦しているという構図だ。
　今後の日本企業の戦略としては、剛速球に一層の磨き
をかける（最先端の「技術力」を磨く）ことと、コントロー
ルを良くする（「マーケティング力」を高める）ことの双方
に、バランス良く取り組む必要があるだろう。
　なお、マーケティング力強化に向けた鍵となるのが、

「デザイン」の復権である。まず出発点として、デザイン
とは、商品開発、流通、営業などの各部門から生じた、
経営上のさまざまな要求を総合的に調和させる行為であ
り、現代の「ものづくり」における「扇の要」であるとの意
識改革が必要だ。
　また、日本では、伝統的に製造部門の地位が高く、デ
ザイン部門が低い。この仕組みを抜本的に改めるには、
昇進などの面で、「デザイナー」の地位を上げる取り組
みなども必要になるだろう。
　筆者は、日本企業がデザインを中心とする「マーケ
ティング力」と、最先端の「技術力」の向上にバランス良
く取り組むことができれば、必ずや「ものづくり大国」と
して復活すると確信している。

株式会社大和総研
常務執行役員 調査本部副本部長
チーフエコノミスト
熊谷　亮丸 / くまがい みつまる
　１9６６年生まれ。１9８9年東京大学
法学部卒業。１99３年東京大学大学院
法学政治学研究科修士課程修了。２０１６年ハーバード大
学経営大学院AMP（上級マネジメントプログラム）修
了。日本興業銀行調査部などを経て、２００７年大和総研
入社。２０１４年同社・執行役員チーフエコノミスト。
２０１５年より現職。財務省、総務省、内閣官房、内閣
府、参議院などの公職を歴任。２０１１年より株式会社財
界研究所「財界賞・経営者賞」選考委員会　選考委員。テ
レビ東京「ワールドビジネスサテライト」レギュラーコメ
ンテーターとしても活躍中。２０１６年１２月に、日本経
済新聞出版社から『日経プレミアシリーズ：トランプ政
権で日本経済はこうなる』（熊谷亮丸+大和総研編著）を
緊急出版。

日本の『ものづくり』復活に 
 向けた課題



美容と健康のカギは体温にあり！
体温が上ると免疫力がUP！

オカメイ
抗酸化陶板浴

営業時間
　月～土：AM10：00～ PM9：00（最終受付 PM8：00）
　日祝日：AM10：00～ PM8：00（最終受付 PM7：00）
入浴料：1回　¥1,000（お得な回数券あり）
吹田市岸部北 5-31-14　TEL　06-6338-9131（要電話予約）

おかげさまで100年

〒564‐0031 吹田市元町28番7号
TEL 06-6381-3395　FAX 06-6318-2000
E-mail:oeda@oeda.com　URL http://www.oeda.com

吹田元町で─これからも

since1915

◆電気設備・消防設備・空調設備・防犯設備
～　電気にて安全安心を　～

栄電気株式会社
〒564-0024　吹田市高城町 5-15
TEL 06-6381-6623 ／ FAX 06-6382-7466
http://www.sakae-denki.co.jp

全国商工会議所
ビジネス総合保険制度 取扱中！
賠償責任や事業休業、財産、工事など、会
員事業所を取り巻く様々な事業活動リスク
に対する補償を一本化して御加入できます！

詳しくは吹田商工会議所　共済担当まで
http：//suitacci.com/
TEL▶０６-６３３０-８００１
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青年部コーナー

　吹田商工会議所青年部（吹田YEG）平成２9年度『WE LOVEガンバ～吹田
YEGが、ガンバで、１つになる～』を開催し、１５:００～２１:００と長時間の事
業にもかかわらず、シニア会員８名を含む７３名にご参加いただきました。
　今回の事業では「なぜ吹田YEGが１企業であるガンバ大阪を活用した事業
を行っているのか」という多くのメンバーが抱えている疑問に応えた上で、
吹田に本拠地を持つガンバ大阪や市民の寄付によって作られた吹田市立
サッカースタジアムの魅力を十二分に楽しんでもらえるよう、委員会メン
バー一丸となって設営しました。
　まずは、吹田YEGからガンバファンへ！第一部では、今回の目的である「吹田YEGとガンバ大阪」の関係を明確化。
　第二部では、サッカーに興味なかったメンバーへ少しでも興味持ってもらえるよう映像を駆使したり、元ガンバ
大阪の選手をゲストに呼んでのクイズ大会（豪華景品あり！）。
　さらには応援練習、スタジアムグルメ巡り、普段はおりられないピッチに降りての試合直前練習見学、そして試
合観戦。
　結果は、１対１のドローでしたが、１０月に控えるリアルホームタウン化事業への土台作りになったと思います。
また日曜日の２１:３０はじまりの懇親会にも関わらず、シニア含め５２人のメンバーに参加いただき、盛会のうちに
終了しました。

　吹田商工会議所パソコン教室では、パソコンに関する様々な短
期研修を開講いたします。パソコンやインターネットの基礎は勿
論のこと、主要オフィス用ソフトの基礎にも対応。「オフィス用
ソフトの使い方がわからない社員が居るけど、自社で教える余裕
がない…」という事業所様は是非ご検討ください！
 
　他にも吹田商工会議所パソコン教室では、パソコンやスマート
フォン、タブレット、検定試験に関する様々な講座を月謝制で開
講中。更なるステップアップを目指す方は是非受講を！

住所：吹田市豊津町１-２１　エサカ中央ビル２階
アクセス：地下鉄御堂筋線　江坂駅北口から北へ徒歩２分

TEL：06-6170-2800（パソコン教室直通）
お問合せの際に「商工会議所会員で、会報を見た」とお伝えください。

開講：随時
講座 １セット分の受講時間(※１) 受講料(※２)

パソコン入門 ４時間  ６,０００円
ワード基礎１ ６時間 １０,０００円
ワード基礎２ ６時間  ８,０００円
エクセル基礎１ ６時間 １０,０００円
エクセル基礎２ ６時間  ８,０００円
インターネット入門 ６時間  ８,０００円
パワーポイント基礎 ６時間 １０,０００円
アクセス基礎 ６時間 １０,０００円

(※１) 受講者によって授業の進行状況が異なってまいりますので、
１セット分の受講時間を超過する場合が御座います。そちら
の場合は追加で１セット分の受講料をお支払頂ければ継続し
て受講が可能です。

(※２)１セット分としての受講料です。

実施日：6月25日（日）　　場所：吹田市立サッカースタジアム

平成29年度　6月事業 
 「WE LOVEガンバ～吹田YEGが、ガンバで、1つになる～」

会員様企業限定！短期パソコン講座　随時受付中



□遺言の書き方がわからない
□書いた遺言は法的に大丈夫なのか
□子ども達が財産で争わないようにしたい

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339　FAX 06-6337-9355

http://www.kansaigodo.co.jp 

行政書士法人 アイリスパートナーズ
一つでも□があればすぐに、ご相談ください✓

〒564-0063
吹田市江坂町 1 丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9340 FAX 06-6337-9355

社会保険労務士法人 アイリスパートナーズ

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□マイナンバーが不安だ

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

一つでも□があるなら、すぐにご相談ください✓「経営革新等支援機関」認定取得　近財金1第403号

経営相談 経営改善計画

関西合同会計事務所 代表税理士 立田博久

経営のお悩み・現状の不安はありませんか？
初回相談無料でお話をおうかがいいたします。

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339　FAX 06-6337-9355

http://www.kansaigodo.co.jp 

世界で1日3000万本飲まれています

〒564-0052 吹田市広芝町3番2号
TEL　06-6386-8960

URL  http://www.osakahokubu-yakult.co.jp
E-mail  info@osakahokubu-yakult.co.jp

FAX　06-6337-2471

大阪北部ヤクルト販売株式会社
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　全国には視覚障がいのある方が約３２万人いる。こ
のうち約３分の１の１１万人は最も重い１級の障がい者
である。加えて言えば、３２万人の視覚障がい者のう
ち約７万人は、身体障がいや知的障がいのある、いわ
ゆる重複障がい者である。
　障がい者の民間企業での就労は厳しいが、とりわ
け視覚障がい者は特に難しい。現在、民間企業で就
労している視覚障がい者はわずか１万７,０００人と、視
覚障がい者全体の５%程度にすぎない。
　こうした現状を見かね、立ち上がった団体がある。
それは浜松市にあるNPO法人「六星（ろくせい）」であ
る。創業は１99６年、日本で初めての視覚障がい者の
ための小規模授産所「ウイズ」としてスタートし、
２００６年に現在のNPO法人に組織替えをしている。
　創業時は、働く場を強く求める６人の視覚障がい者
と４人の職員の計１０人であった。苦労と努力が実り、
現在では「ウイズ半田」と「ウイズ蜆塚（しじみづか）」と
いう２カ所の拠点に、５１人の視覚障がい者と１２人の
職員が助け合いながら就労する、わが国最大規模の
視覚障がい者の就労施設にまで成長、発展している。
　同社の主事業は「白杖」「点字名刺」「点字広報誌」

「ラベンダーのポプリの小物製品」「マグネットグッ
ズ」「竹炭フクロウ」「手すきのはがき」「布草履」、そ
して「たわし」など、１０数種類の商品の生産・販売で
ある。驚かされることは、これら商品はいずれも視覚
障がい者と職員が知恵を出し合い、開発した物ばかり
である。
　六星のリーダーは斯波（しば）千秋代表理事である。
視覚障がい者やその親御さんとの出会いの中で、「家
から出ず・出られず・出してもらえず……」という生

活実態を知り、あえて立ち上がったのである。
　先日、社会人大学院生たち１０数人で六星の一つの
拠点「ウイズ蜆塚」を訪問させていただいた。そこでは
２０数人の視覚障がいのある方々がさまざまな仕事に
取り組んでいたが、私たちの目がくぎ付けになったの
は８３歳の女性の仕事ぶりであった。
　あの小さな針の穴に糸を通し、そして玉をつくり、
布草履を縫い始めたのである。親指のあちこちに血
がにじんでいたが、「お金を払ってもいいから、ここ
で働き続けたい」とニコニコ顔で私たちに語ってくれ
たとき、筆者らは目頭を熱くした。聞くと７３歳で視
力を失い、一人暮らしで自宅に閉じこもっていたが、
斯波代表理事たちの懸命なリハビリ訓練で再び勇気
と希望を取り戻し、一日３時間働いているという。
　こうした頑張る企業の存在を見せつけられると、私
たち健常者はまだまだ努力が足りないと言わざるを
得ない。

坂本　光司 / さかもと こうじ

　１9４７年生まれ。福井県立大学教
授、静岡文化芸術大学教授などを経
て、２００８年４月より法政大学大学院
政策創造研究科（地域づくり大学院）教
授、同静岡サテライトキャンパス長。
他に、人を大切にする経営学会会長はじめ、国や県、
市町、商工会議所などの審議会・委員会の委員を多数
兼務している。専門は中小企業経営論・地域経済論・
産業論。著書に『日本でいちばん大切にしたい会社』

（あさ出版）、『この会社はなぜ快進撃が続くのか』（か
んき出版）など。

視覚障がい者が頑張る『六星』

こちらのスペースの

広告掲載募集中！
月々5,400円（税込）で

2,000か所以上の事業所に届きます！
詳細は会報担当まで

suitacci@suita.cci.or.jp
TEL：06-6330-8001
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吹田商工会議所の貸会議室
　　　　　　　　　　　　　　会議をしたいけど……
　　　　　　　　　　　　　　面接をしたいけど……
　　　　　　　　　　　　　　研修をしたいけど……
　　　　　　　　　　　　　　説明会をしたいけど……

といったお悩みはございませんか？
●人数に合わせて４タイプがご利用いただけます
　　スクール形式で最大７８名様のご利用から少人数でのご使用まで
●最寄駅までわずか５分とアクセスが良く便利です。
　　阪急千里線吹田駅から徒歩約５分、近くには市役所もございます。
●お車で来られる方がいらっしゃる場合、有料駐車場が近くにございます。
　　有料駐車場から徒歩約５分です
●会員事業様なら吹田市以外でも会員料金でのご使用ができます。
　　ただし、会員事業所様以外は５割増の料金になります。
●お支払は窓口・振込どちらでもご利用いただけます。
　　お申込みはFAXでも受付けております。（お振込み際の振込手数料はご負担願います）

◆料金表（会員料金） 午前9 ： 00～12 ： 00 午後1 ： 00～5 ： 00 夜間6 ： 00～10 ： 00
大会議室（１００名）
※スクール形式で７８名 １０,０００円 １３,０００円 １４,０００円

第１会議室（３０名）  ６,０００円  ８,０００円  ８,５００円

第２会議室（１６名）  ３,０００円  ４,０００円  ４,５００円

第３会議室 （８名）  ２,０００円  ２,５００円  ３,０００円

※料金は吹田商工会議所の会員料金です。未会員の方は５割増しになります。
※休館日は年末年始と会議所が別に定める日です。
※夜間・休日使用の場合別途時間外手数料がかかります。１,０００円＋＠１,０００×使用時間
※お申込みは使用月の６か月前から受付けております。下記の電話番号へお問い合わせ下さい。

【会館お申込み方法】　まずはお電話でご予約ください。　吹田商工会議所　総務部　TEL ０６-６３３０-８００１

場所が無い!!
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夏季休業のお知らせ
吹田商工会議所では下記期日を夏季休業とさせていただきますので、ご案内申し上げます。

夏季休業：8月14日（月）～8月15日（火）
※８月１６日（水）から平常どおり業務を行います。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

　吹田市役所本庁舎内地下の喫茶室跡を起業家のチャレンジショップとして活用しています。
　出店者が本格的に街で飲食業を開業する前段階として、１ 年間試験的に飲食業を運営していただくことができます。

『チャレンジショップゆめちか』出店者募集中！吹田市役所の地下で、

お店をはじめてみませんか？

■募集期間：平成 ２9 年 ８ 月 １ 日（火）～平成 ２9 年 9 月 １５ 日（金）
■出店期間：平成 ２9 年 １２ 月 １ 日（金）から約 １ 年間
■使 用 料：月額 １２,０５０ 円（使用中に使用料を改定する場合があります）
■光熱水費：出店者負担（電気代のみ別途提示額を負担）
■営業時間：月曜日から金曜日、午前 ８ 時半から午後 ６ 時 ３０ 分までの時間内
　　　　　　（午後 ０ 時から午後 １ 時 ３０ 分までは必須）
　　　　　　（国民の祝日及び １ 月 ２ 日、３ 日、１２ 月 ２9 日から ３１ 日は除く）
☆お問い合わせは、吹田市役所地域経済振興室まで　TEL ０６-６３８４-１３５６

中小企業退職金共済制度のお問合わせは 吹田商工会議所 共済担当まで TEL ０６-６３３０-８００１



飲みやすい白い錠剤

〒 564-0052　大阪府吹田市広芝町 10-3　地下鉄御堂筋線江坂駅（南出口正面）
TEL 06-6386-0001　FAX 06-6386-1631　http://www.sunnystonehotel.co.jp

今日から明日へくつろぎのひとときを
京阪神へのビジネス・観光の拠点としてご利用下さい

土木建築綜合請負

株式会社 堀田工務店
■ 本社　〒 564-0073 吹田市山手町 4丁目 4番 5号　TEL.06-6388-0235　■ 池田支店　■ 滋賀営業所

誠意ある優良な施工
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