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「安全」で「安心」な食事をお届け
常に新鮮な、手作りの美味しさを追求！！

2017/12

仲総合給食株式会社
代表取締役社長　山地　芳子 氏

　仲総合給食株式会社は、昭和46年にお食事処
「仲」として創業、昭和56年に給食弁当の製造販
売に事業を拡張されました。そして、今日まで
手作りで伝統の味を守りながら、地域に溶け込
み、日食7,000食を調製されるまでに会社を発
展させてこられました。山地芳子社長に事業承
継時のお話や経営信条についてお伺いしました。

代表取締役社長　山地　芳子 氏

仲総合給食株式会社
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―貴社の沿革についてお聞かせください。
弊社は、山地仲子（義母）が、昭和46年吹田市江

坂町2丁目で「お食事処　仲」を開店したのが始まり
です。その後昭和56年に給食弁当の製造販売に事
業を拡張、昭和61年に法人化して山地隆彦（夫）が
社長に就任しました。夫は苦労をしながら事業を拡
大して、今日の会社の基礎を築いてくれました。し
かし、その夫も平成26年10月に急遽病に倒れ70
歳で他界しました。

当時は突然のことで、事業の進め方もままならな
い状況でしたが、止むなく一番近くにいて経理をし
ていた私が社長に就くことになりました。幸いにも
工場部門と営業部門には、夫から指導を受けた社員
がいて大変助かりました。苦難を乗り越えられたの
は社員に恵まれたお陰と感謝しております。

―貴社の事業の概要をお聞かせください。
主に産業給食、会議用幕の内弁当、各種イベント

用折詰弁当、オードブルなどの製造と販売をしてい
ます。こと味については、創業時からの味を受け継
いでこだわり、義母から教えを受けた社員が、後輩
に味の伝承をしています。また、社会貢献活動にも
力を注ぎ、近隣の中学校に体験学習の場を提供した
り、小学校からも社会見学に来ていただいています。

―事業承継が社会問題になっています。突然の
社長就任でご苦労されたことは何ですか？

経理のことは手伝っていたので多少分かっていま
したが、工場での製造工程やお取引先との営業活動
については、全く分かりませんでした。そして、生
前、前社長（夫）が重要なことについては判断をして
いて、私は何かがあっても社長に判断を仰げばよ
かったので、ことさらいない事に不安を感じまし
た。また、当時社員は100名程度になっており、

社長として自分の判断に対する責任の重さを痛切に
感じました。中でも、一番に心配した事は、職場の
タガがゆるむのではないかということでした。

ところが、幸いなことに会社が窮地ということ
で、社員が一致結束してくれて職場は引き締まりま
した。これもひとえに夫が残してくれた功績だと
思っています。夫に感謝、社員に感謝、お客様に感
謝です。現在では、各部門の責任者と意思疎通を十
分に図って会社を運営しています。

―仲総合給食株式会社のロゴマークですが、印
象に残りますね。

当初は義母の名前である仲子の「仲」をとって屋号
にしたそうです。その後、法人化してからも「仲総
合給食」として使っていました。「仲」という字は、
普通に書くと直線になり、何もかもが流れてしまう
ということで、わざと人偏を極端に「くの字」にし、

「仲」という字の角が食い込んでいるようにしまし
た。世間に流されず、味にこだわりをもっていま
す。弊社の弁当箱のフタや配達車両にも表示してい
ます。おかげさまで、お弁当を召し上がっていただ
いた方から箸袋を見て、新たにご注文のお電話をい
ただくことがあります。

―今後の目標はいかがですか
これからも、創業時から続けている新鮮で手作り

の「安心」・「安全」なお食事をお届けしていきます。
その中でも、召し上がる方に合わせて、工夫してふ
さわしいものをお届けできる会議用やイベント用弁
当の割合を増やしていきたいと考えています。その
方が作り手としても、アイディアも生かせますので
仕事が楽しくなると思います。

―大変貴重なお話をありがとうございました。

【取材後記】
山地社長から、何度も「感謝」というお言葉をお聞

きしました。社長室の額に「踏まれても　根強く生
きよ　草花もやがて　花咲く春や　くるらん」とあ
りました。草の根からここまで事業を大きくされた
重みのあるお言葉でした。事業の益々のご発展をお
祈り申し上げます。

仲総合給食株式会社
〒564-0063 吹田市江坂町3丁目23-35

TEL 06-6384-6611　FAX 06-6384-0026
ホームページ　http：//naka-skk.co.jp
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平成30年　吹田商工会議所　新年懇談会のご案内

秋の褒章で当所会員事業所のお二人が受章の栄に

　平成29年秋の褒章が11月3日付けで政府より発令され、黄綬褒章を加藤幸男様（当所議
員、（株）西日本エンジニアリング）が土地家屋調査士として業務精励されたご功績により、
藍綬褒章を杉本良一様（（有）万両）が大阪府麺類食堂業生活衛生同業組合理事長として産業振
興等に尽力されたご功績より、それぞれ受章されました。誠におめでとうございます。

当所職員が年金委員として表彰を受ける

　11月7日、当所の辰巳智恵職員（総務部・部長代理）が、日本年金機構より年金委員として
社会保険事業の進展に寄与したとして、理事表彰を受けました。

「201８年版　商工手帳」の配布のお知らせ
　当所会員の皆様に「商工手帳（2018年版）」を配布します。
　ご希望の方は、当所事務局窓口までお越し下さい。

　　●体裁 <サイズ>タテ140ミリ×ヨコ85ミリ×厚さ約10ミリ
　　　　　 <表　紙>発泡ビニール、文字・会議所マーク金箔押
　　★1会員様1冊限り。先着100名様まで。
　　★配布開始日：12月11日（月）より
　　★お渡し場所：吹田商工会議所　1階事務局

年末年始休業のお知らせ
吹田商工会議所では年末年始を下記のとおり休業とさせて頂きますので、ご案内申し上げます。

年末最終業務日：12月28日（木）
年末年始休業期間：12月29日（金）～1月3日（水）まで
年明け1月4日（木）から平常通り業務を行います。

休業期間中は何かとご迷惑をお掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

　平成30年の吹田産業界の繁栄を願い、1月5日（金）に新年懇談会（協賛：吹田市商業団
体連合会）を開催します。
　当所会頭・副会頭のほか役員・議員をはじめ市内企業を代表する方々が集います。ま
た、官公庁等の代表者、議員各位もご来賓としてお招きし、一斉に新年の顔合わせを行
いたいと存じます。当所会員の皆様には、ご自由にご参加いただけますので、お誘いあ
わせの上、是非ご出席下さい（別途、ご案内状をお送りしておりますのでご持参下さい）。

◇日　時：平成30年 1月5日（金）11時より
◇会　場：アサヒビール吹田工場　ゲストハウス　（吹田市西の庄町1-45）
 ◎府道側出入口（西門）よりご入場ください。（JR吹田駅・阪急吹田駅より徒歩10分）

ご注意 　● 酒類を準備しておりますので、飲酒運転は厳禁とします。
 ● お車・バイク、さらに自転車も工場敷地内に入れません。徒歩にてご来場ください。

参加費
無　料
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　吹田産業フェアは、吹田市内で活動される事業所の皆様と、吹田市民の方々と
のふれあいの場です。例年、多くの来場者が足を運ばれ、春の産業イベント事業
として定着してまいりました。
　この度、次回の吹田産業フェア開催に向けて、ご出展頂ける事業所を募集させ
て頂きます。次回の吹田産業フェアは35周年、また吹田商工会議所創立70周年
を迎え、記念イベントも企画中であり、例年以上の来場者数を見込んでおります。
　吹田市民とのふれあいの場、また、事業のPRの場として、ぜひご出展くださ
い。詳細は同封の募集チラシをご覧ください。
　地域社会と共に、より一層の発展を目指し、吹田を盛り上げていきましょう！

と　　き：平成30年5月12日（土）・13日（日）午前10時～午後4時
と こ ろ：吹田市文化会館（メイシアター）、いずみの園公園、
 吹田市役所庁舎駐車場
主　　催：吹田産業フェア推進協議会
お問合せ：吹田商工会議所　吹田産業フェア事務局　谷（タニ）
 電話（06）6330‐8001　FAX（06）6330‐3350

消費税軽減税率（複数税率）制度への対策はお済ですか？

第35回 吹田産業フェア出展事業所募集のご案内

　今なら補助金を活用して※軽減税率（複数税率）に対応するレジの導入・改修や受発注システムの改修ができます。
　消費税軽減税率対策補助金は中小企業・小規模事業者等の方が、複数税率対応のレジの導入や、受発注システム
の改修などを行う場合にその経費の一部を補助する制度です。

A型 複数税率対応レジの導入等支援 対象：主に飲食料品小売業、飲食業の方

B型 受発注システムの改修等支援 対象：主に小売業、卸売業の方

補助率 2/3他 事業完了期限 平成31年9月30日

詳細は 軽減税率対策補助金HP：http：//kzt-hojo.jp/
お問合せは 吹田商工会議所 消費税軽減税率対策 相談窓口 TEL06-6330-8001まで
※ 軽減税率（複数税率）とは特定の品目の課税率を他の品目に比べて低く定めることをいいます。平成31年10月からはじまる消費税率10%への引

上げの際、低所得者対策として食料品や新聞などが軽減税率（複数税率）の対象品目となり、税率は8%のまま据え置かれることになっています。
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創 業 の 経 緯

　シンガー YAKUTAとして活動時に参加していた
音楽イベントで現フランチャイズのオーナーである
F,O,Dコーポレーションの社長と出会い、親交を深
める中で飲食店をやってみないかとお誘いを受けま
した。
　飲食店経営は以前からの夢でしたが、何の準備
もしておらず、全く経験のない私ができるのか
という“不安”もありましたが、これもまたひとつ
のチャンスとタイミングだと感じ、西宮にある
GOODIE GOODIE本店での大変厳しい研修を受
け、経営のノウハウや調理に関する基礎知識を叩き
込まれました。
　研修の厳しさと突然の母の介護が重なったことも
あり1ヶ月で15キロ痩せてしまった時期もあり

事業所名：カリフォルニアダイニング
　　　　　GOODIE GOODIE 岸辺店
営業内容：カリフォルニア料理を中心とした
　　　　　ダイニングバー
代 表 者：奥井　琢也 氏
所 在 地：吹田市岸部南1丁目24-10
TEL/FAX：06-6319-0810
開　　業：平成25年10月

新入会員インタビュー カリフォルニアダイニング GOODIE GOODIE 岸辺店

ましたが、2015年10月22日、母の誕生日に
『GOODIE GOODIE 岸辺店』を無事にオープンす
ることが出来ました。

お 店 の 特 徴

　フュージョン料理と呼ばれるカリフォルニア料理
を中心に提供しております。
　フュージョン料理とは「西洋、アジア、メキシコ
折衷料理」の事で、新鮮な野菜など厳選した食材を
用いた繊細な料理も特徴で、当店では前菜・サラ
ダ・タコス・肉料理・パスタ・ピザなど豊富なメ
ニューを取り揃え、お酒と音楽を楽しみながら、
ゆったりと過ごせる居心地の良さが魅力のお店と
なっております。人気料理は“ローストビーフ丼”、
“小エビとブロッコリーアヒージョ”です。お食事に
もお酒の肴にもよく合うメニューとなっています。

今 後 の 展 望

　やっと今のお店の形が落ち着き、周りに目をくば
る余裕も少しずつ出てきたので、今年は大阪学院大
学学園祭『岸辺祭』にも出店させて頂くという新しい
試みも実現致しました。
　オープン当初は多店舗展開も考えていましたが、
今はまず近隣の店舗様との交流の中で、新しいイベ
ント企画など地域密着型店舗として岸辺の街を盛り
上げていける店にしていきたいです。

〈新たにご入会頂いた事業所〉 （H29.10.1～10.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

商業 丸栄（株） 吹田市広芝町 釘・ネジ・建築金物卸売業
MOTO WIN RACING 吹田市新芦屋下 オートバイ修理・販売

建設

（株）アクセル 吹田市山田南 電気工事
うるしだに工務店 吹田市五月が丘北 内外装工事一式・建築大工工事一式

（株）ディバイン 吹田市広芝町 看板製作・取付
（株）木建 吹田市津雲台 建築・設計・施工

サービス業 FC GOODIE GOODIE 岸辺店 吹田市岸部南 飲食店・ダイニングバー
お食事呑み処 えっちゃん 吹田市広芝町 飲食業

（特）建設 （株）FDM 大阪市東淀川区豊新 総合建築業
東栄技建 門真市打越町 防水工事業

（特）専門サービス IPUSE特許事務所 堺市東区丈六 特許・商標等の特許庁に対する出願代理
≪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。
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開催期間：11月1日（水）～11月30日（木）



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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農業を成長産業に変えた
『おおむら夢ファームシュシュ』

　おおむら夢ファームシュシュの本部、有限会社
シュシュは、長崎空港から車で15分ほど走った大
村湾が一望できる小高い丘の上にある。1万5000
㎡の敷地には、農業体験ができるブドウ畑やリンゴ
畑があるほか、シュシュで栽培されているさまざま
な農産品や、それを加工した各種食品を販売する物
産館、さらにはレストランや結婚式場などがある。
時代は6次産業化といわれるが、先駆けとなる長崎
県を代表するビジネス農業体である。
　同社の創業は、今から約20年前の1996（平成
8）年。現社長である山口成美（なるみ）さんをはじ
め、地域の若い農業後継者8人が、小規模農家の限
界を感じ、所有していたビニールハウスを利活用し
て、栽培していたイチゴの販売や、イチゴ狩り体験
を事業としてスタートさせた。
　しかし、それだけでは足りないと感じた山口さん
たちは、翌97年からは自分たちが生産しているイ
チゴやブドウ、さらには梨やイチジクなどの店売り
を続ける一方で、地域の農業者から卵や牛乳などを
仕入れ、大きさや形で出荷販売できない規格外の果
物を、ジェラートやパン・ケーキに加工して販売す
るようにした。それを契機に、店名もアイスクリー
ム工房「手作りジェラートシュシュ」と変えた。
　その後、地元の若手農業者約40人の参加を得
て、勉強会や全国各地の先進的なビジネス農業体の
視察を頻繁に行った。その成果として、地域の中小
農家が大同団結し、魅力度を高める現在のシュシュ
構想が生まれた。
　しかしながら、その建設には多大の資金がかかる
だけでなく、リスクもあった。構想が煮詰まるにつ
れ、メンバーは減少していき、最後まで残った農業
経営者8人で「おおむら夢ファームシュシュ」をス

タートさせたのである。ちなみに、シュシュ
（chouchou）とはフランス語の話し言葉で、「お気
に入り」という意味である。
　同社の創業メンバーの中核は現社長である山口さ
んである。今日の隆盛は、正直、山口さんの経営手
腕に負うところが大きい。
　山口さんは1960（昭和35）年生まれ、長崎県大
村市の出身で、両親はイチゴや梨を生産する専業農
家であった。山口さんは大学を卒業後、地元の農協
に就職し、そして30歳のときに農協を退職、両親
が従事している農業後継者となった。
　定年まで農協に勤務することを考えた時期もあっ
たが、農協職員であった約8年間、他産業を含めた
さまざまな人々との出会いを通じ、「やり方によっ
ては、農業は成長産業になれる……」と考え、仲間
と共にこの事業を始めたのである。努力が実り、今
や、おおむら夢ファームシュシュへの年間入り込み
客数は、県内外を含め約50万人、年間売上高も約
10億円、スタッフも50人を超す規模にまで成長・
発展している。

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。



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

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）

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

◆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

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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事業承継相談窓口のご案内
　当所は10月1日より「事業承継相談窓口」を開設致しました。
中小企業・小規模事業者の経営者のうち、65歳以上の経営者は
全体の約4割を占め、今後数年で、多くの中小企業が事業承継
のタイミングを迎えるとみられています。
　中小企業・小規模事業者が今後も事業を継続・発展させてい
くために、次世代へスムーズに「事業承継」を進めることが求め
られています。
　そこで当所では、事業承継に取り組む事業者の皆様のサポー
トを、各種専門家とともに行ってまいります。
※お問い合わせは、当所　中小企業振興部あてにご連絡ください。
　あわせて当所ホームページもご参照ください。
※上記のご相談は原則無料ですが、手続きや書類作成等の実務を伴うものについては有料となるものもございます。
　費用が必要な場合は、あらかじめご説明申し上げますので、安心してご相談ください。 

②専門家相談
相談でお伺いした内容に応じて、専門家によるご支
援が必要と判断した場合に､各種事業承継に関する専
門家によるご支援を実施いたします。 

<ご相談の流れ >
①窓口相談

当所の職員が、事業所様のお悩みや課題をお伺い致
します。まずは、「お電話、ファックス、メール」に
てご連絡いただき、ご面談の日時をご相談させてい
ただきます。

　10月22日（日）吹田市役所駐車場にてパブリックビューイング
等が予定されていた「吹田ガンバる」は、超大型台風の影響で一度は
中止となりましたが、関係各所のご尽力により28日（土）JR吹田駅
前旭通商店街 特設会場（JR吹田駅南立体駐車場跡）で内容を一部変
更して開催しました。
　翌日に控えるガンバ大阪 吹田市民応援デーのプレミアムチケッ
トの販売やキックターゲット大会、ガンバる委員会メンバー渾身の
力作 インスタ撮影ポイントの設置（フォトコンテンストあり）、ガ
ンバチアのショータイム、オリジナルステッカー・ノボリの配布、
お子様必見の的当てゲーム、すいたんマスコットの販売など、賑やかに行われました。
　また、翌週10月29日（日）の「吹田ガンバる」も、またしても台風の影響でブース設営が中止になりましたが、往
復バス運行とピッチ見学を行いました。
　さらに、吹田YEGのメンバーで試合を観戦し、試合終了後は吹田バルを楽しみました。
　今回、準備を重ねてきた事業が天候の為に中止や事業縮小を余儀なくされましたが、「ガンバやサッカーの外側
にいた人たちをスタジアムに連れて行く、興味をもってもらうきっかけをつくる」という目的は、委員会メンバーの
あきらめない思い、YEG会員・シニア、そして団体の枠を越えて賛同していただいた皆さまのおかげで、形や場所
を変え、実現することができました。

青年部コーナー 吹田ガンバる　内容を一部変更し開催



□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 
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　1990年前後まで、日本経済は、①信頼に基づく企
業間の長期的取引関係、②官僚による裁量的な規制、③
終身雇用・年功序列・企業別労働組合を柱とする雇用制
度、④間接金融中心の金融システム、などを中核とする

「日本型経済システム」に支えられていた。これは、①市
場取引による短期的効率性重視、②ルールベースの行
政、③成果主義による賃金制度やレイオフが一般的、④
直接金融中心の金融システム、といった特徴を有する

「アングロサクソン型（米英型）経済システム」と好対照を
なす仕組みである。
　しかし、近年、こうした日本型経済システムに対し
て、二つのまったく異なる方向からの議論が展開されて
いる。
　第一に、1990年以降、主として米国から「日本異質
論」が声高に唱えられた。日本の経済システムは排他的
なので、市場開放、規制緩和などの「構造改革」が必要だ
という議論だ。確かに、1990年前後を境に、日本経済
を取り巻く環境は劇的に変化した。それまでうまく機能
してきた日本型経済システムは、「キャッチアップ型経
済」の終焉（しゅうえん）、冷戦終結、IT革命、少子高齢
化の進展といった環境変化を受けて機能不全に陥った。
　第二に、2008年のリーマン・ショック以降、「グ
ローバル資本主義への懐疑論」が加速している。行き過
ぎた市場主義が格差拡大や世界的なバブルを招いたとの
反省から、「アングロサクソン型経済システム」に対す
る懐疑的な見方が強まっている。
　筆者自身も、現在、資本主義は大きな曲がり角を迎え
ていると考えている。この構造変化は、数百年単位の時
間軸で捉えるべき性質のものだ。
　過去数百年間の資本主義の歴史は、「資本・株主・お
金」と「労働・従業員・ヒト」という二つの座標軸で整理
できる。すなわち、「『資本』と『労働』のどちらを重視す
るのか？」という枠組みの中で、資本主義は数百年間揺
れ動いてきたのである。
　先行きを展望すると、資本主義は第四ステージに入る
と予想される。それは、「資本（お金）」ではなく、「労働
者（ヒト）」の創造性こそが付加価値の源泉となる時代で
ある。こうした新しいタイプの資本主義は、伝統的に

「労働者（ヒト）」を大切にしてきた、日本型経済システム
と一定の親和性を有している。
　以上のように、日本型経済システムに対しては、
1990年前後に強まった「日本異質論」「構造改革論」と
いう否定的な見方と、近年強まってきた「グローバル資
本主義への懐疑論」に基づく肯定的な見方が、現在でも
交錯している。今後は、グローバルな環境変化を踏まえ
て、日本型経済システムを手直しする一方で、わが国の
歴史・文化・伝統などに照らして、守るべき美点を見極
めていくきめ細かい作業が必要となる。
　その際、われわれが忘れてはならないのは、歴史的に
日本にはお互いがよく話し合い「共存共栄」を図る、「熟
議」の伝統があるという点だ。例えば、わが国の神話に
登場する神々は、何かあるとすぐに集まって議論する。
天照大神（あまてらすおおみかみ）が天岩戸（あまのいわ
と）にお隠れになった際にも、八百万（やおよろず）の
神々は対応を協議した。聖徳太子が制定した「十七条憲
法」や、明治維新の際に公布された「五箇条の御誓文」に
も、「熟議」を尽くすことの重要性がうたわれている。
　今後は、お互いの「信頼」に基づいて長期的取引関係を
重視する考え方や、「労働者（ヒト）」を大切にする伝統
といった美点を残しつつ、グローバル経済の中で、日本
経済にとって真に必要とされる変革を図っていく、複眼
的な取り組みこそが必要になるだろう。

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。2017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。

日本型経済システムは
どこに向かうのか？
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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） 9 ： 00～12 ： 00 13 ： 00～17 ： 00 18 ： 00～22 ： 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ください。

【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!!

午前 午後 夜間
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採用をお考えの企業様へ（Lフェニックス拡充訓練）
　大阪府では資格や経験を持ちながら現在、未就労の女性求職者に対して職場で活かせる専門研修を実施し、再就
職までの支援を行っております。
　即戦力として活躍できる当事業の訓練生を新たな人材として採用の検討をされませんか？
　採用前に約1ケ月間の企業実習をお願いしており、仕事ぶりやスキルレベルなどを確認して頂き、双方の合意で
直接雇用となります。実習期間中の給与や紹介手数料はかかりません。
　企業様にはきめ細やかなヒアリングを通じて最適な人材の提案を致します。採用活動のひとつの手段としてお考
え下さい。

お申し込み・お問い合わせ▶Lフェニックス拡充訓練事務局 9：00～17：30（土日祝休み）
 【HP】http：//lphoenix.jp/recruit【TEL】06-4708-4513

=職種分野=
総務・経理
情報（IT・WEB・CAD）
健康・医療（通訳・理美容師）
住宅（建築・不動産）
資格や経験などの詳細は下記
ホームページでご確認下さい。

●復職を希望する志の高い求職者を選考
●これまでの経験と今後のキャリアビジョンをヒアリングの上、訓練への参加を決定

●求職者との合意を確認後、正式採用へ直接雇用 手数料不要

●将来、貴社で活躍できる人材の育成機関として活用
●原則、紹介予定派遣契約を締結　●実習開始時期は別途相談

企業実習
約1ヶ月 派遣料不要

●保有資格・経験をブラッシュアップし職場で活かせる知識やスキルを習得
●未来のリーダー候補として活躍するための研修を実施

研修実施
約1.5ヶ月

募集・選考



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

発行所　吹田商工会議所 　吹田市泉町2丁目17番4号　TEL 06（6330）8001　FAX 06（6330）3350　　　編集・発行人　井川 文夫　　　定価250円（本誌購読料は会費に含まれています。）


