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おもてなしの極意 ～お客様ではなく家族として～
旬菜 山﨑

店主　山﨑　浩史 氏
　平成10年に山﨑氏の出身地である吹田
市に店舗を構えられ、「ミシュラン一つ
星」を取得された日本料理店です。現在、
竹谷町と佐井寺にお店があります。お店ご
とに料理や値段は異なりますが、両店舗と
も「お料理」はもちろん「おもてなし」でも高
い評価を得ておられます。
　板前修行時からの歩みなどについて店主
の山﨑浩史氏にお話を伺いました。 店主　 山﨑　浩史 氏
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― 修業時代から独立までのお話を聞かせてください
アルバイト先の「八幸」（曽根崎）でお世話になっ

た先輩板前の姿に感銘を受け、日本料理人の道を選
びました。そのため堂島の「紬」という料亭で5年程
修業をしました。そこで頑張ることができたのは、

「辞めます」と言い出すことができないほど厳しかっ
たからかもしれません。親方は独立を勧められる方
で“料理人は自分の表現方法として独立した方がよ
い。何のために頑張っているんだ。独立して自分の
料理をするためだろう”という教えをされる方でし
た。今日では、こうしたために厳しかったのだと理
解できるようになりました。実際、兄弟子、兄弟弟
子の方も独立されています。その後、修業をしてい
たお店「紬」は阪神淡路大震災の被害にあって閉店に
なりました。その時に独立を考えましたが若すぎる
と思い、次に西天満の「芝苑」という高級料亭で3年
半修業をしました。ここも厳しかったです。そし
て、ある日の通勤途中、吹田で「貸店舗」の張り紙を
見て気軽に問合せをしたところ、開業の話がトント
ン拍子に進み独立に至りました。　現在は竹谷店と
佐井寺店を経営し、それぞれ特色をつけて料理、値
段とも違わせていますので、ご利用時の目的などに
合わせて使い分けていただけたら幸いです。

― 独立をされてどうでしたか
地元であることも幸いし多くの方にご紹介を得て

順調でした。ただ問題は一つ。修業時代は料理を作
るだけでよかったのですが、独立すると料理はもち
ろん、接客、経営と思っていた以上にすることが多
く大変でした。
日々のことに追
われ3～4年は
アッという間に
過ぎてしまいま
した。少し余裕
が出てきた時、
料理を提供する
だけでなく、お
客様との繋がりを大切にしたい。日本料理店だから
といって敷居を高くするだけでなく、作法も気にせ
ずお客様がゆっくりとお料理やお酒を楽しんでいた
だけるように、また、お客様との会話も大切にした
いと思うようになりました。そして、ご来店が困難
な方には、お店と同じ味をお店以外の場所でも味
わっていただけるようにお弁当のご注文も賜ってい
ます。

― “おもてなし”について聞かせてください
従業員には、「自分の彼氏、彼女、友達、家族のつ

もりでお客様に接しなさい」、そうすることで自然と
精一杯の料理、盛り付け、接客（サービス）が出来ると
教えています。些細なことでも気づくことで喜んで
帰っていただけるようにしたいと思っています。ご予
約の電話をいただいた時から気配りの会話が生まれる
と思っています。マニュアルで覚えるのではなく、会
話から何を求められているかがわかるようになれば一
人前です。それにより自然な接客ができると思ってい
ます。

― ミシュラン一つ星を取得されて
気持ち的には変わりません。駅から遠いこの店を

見つけていただき感謝しています。今まで来ていた
だいたお客様に「ミシュラン取ったね」と言ってもら
い、共に喜んでいただけることが最高にうれしいで
す。

― 今後の目標を教えてください
従業員に何かを還元したいと思っています。その

1つとして、いつかは独立をして自分のお店を持っ
て安定した生活をしてもらいたいと思います。独立
する時に何かわからない事があれば、「旬菜 山﨑」
という名前を介して商工会議所、仕入先、銀行と繋
がる方の紹介やアドバイスができればと思っていま
す。

― 貴重なお話をありがとうございました。今後
益々のご繁盛をご祈念申し上げます。

旬菜 山﨑
http://www.syunsaiyamasaki.com/

竹 谷 店：吹田市竹谷町36-17
TEL 06-6389-5131

佐井寺店：吹田市佐井寺南が丘15-8
　　　　　ビオラ千里1階

TEL 06-6389-1001
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「働き方」が変わります!!事業主の
皆さまへ

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます
　政府が先の国会において最重要法案とした、働き方改革関連法が6月29日に可決、成立しました。70年に及び
労働基準法の歴史的な大改革は、残業時間の上限規制や、正社員と非正規の不合理な待遇差を解消する同一労働同
一賃金の導入などが柱で、生産年齢人口が減少する中で、今後ますます働きやすい職場づくりが求められます。

法律について

茨木労働基準監督署 時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談に応じます。
▶連絡先：072-604-5308

大阪労働局
雇用環境・均等部
指導課

正規雇用労働者と非正規雇用労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、
派遣労働者）の間の不合理な待遇差の解消に関する相談に応じます。
▶連絡先：06-6941-8940

課題解決の支援

大阪働き方改革
推進・賃金相談支援センター

働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度
等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険
労務士等の専門家が相談に応じます。
▶連絡先：0120-791-149

吹田商工会議所においても、経営改善・金融・税務・労務など、経営全般にわたって、中小企業・小規模事業者の
取組みを支援しており、働き方改革に関わる関係の相談をお受けしています。

改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。

時間外労働の上限規制が導入されます！
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも
年720時間、単月100時間未満（休日労働含む）、複数月平均80時間（休日労働含む）を限度に設定する必
要があります。

年次有給休暇の確実な取得が必要になります！
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給
休暇を付与しなければなりません。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます！
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規労働者（パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者）
の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

POINT1

POINT2

POINT3

施行：2019年4月1日～　　　　※中小企業は、2020年4月1日～

施行：2019年4月1日～

施行：2019年4月1日～　　　　※中小企業は、2021年4月1日～

相談窓口のご案内
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売上拡大セミナー
「よみがえる店頭～お客様に価値が伝わる“店頭”の創り方～」

　「うちの店って、入りにくいのかな・・」
　こんなことを思ったことのある個人経営の店主さん必見！
　「店頭をよみがえらせる」ことで、売上アップをしてきた専門家が、改善事例をまじえて、
帰ってすぐ実践できるようわかりやすく解説していきますので、ぜひ、ご参加ください。

●日　時：平成30年10月4日（木）　午後2時～4時
●場　所：吹田商工会議所　3階大会議室
●講　師：持田　裕子 氏（POPクリエイター・ミラサポ専門家・大阪職業訓練校講師）
●参加費：無料
●定　員：30名
●主　催：吹田商工会議所
●申　込： 同封のチラシに必要事項をご記入の上、FAX（06-6330-3350）にてお申し込みください。

または、吹田商工会議所のホームページの新着情報から、本セミナーをお選びいただき、申
込フォームにて。

●締　切：平成30年9月28日（金）
●お問合：吹田商工会議所 すいた経営革新支援センター　佐藤まで　TEL 06-6330-5588

　当会議所では、地域の著名な方による身近なテーマでの講話と、会員交流や親睦を目的として、会議所懇話会「い
きいき会」を開催しています。
　今回は、おもしろいもの、便利なものを世の中に提案し成長を続けられているトップ産業株式会社の松岡社長を
お迎えし、「49期増収増益!ヒット商品の裏側」と題してお話を伺います。その後、昼食を交えて懇談を行います。
　参加ご希望の方は同封の会議所懇話会「いきいき会」参加申込書をご覧いただき必要事項をご記入の上、FAXにて
お申込みください。尚、参加人数が定数となった時点で締切とさせていただきますので、悪しからずご了承ください。

問い合わせ : 会議所懇話会「いきいき会」担当　明石　TEL 06-6330-8001

第7回 会議所懇話会「いきいき会」
平成30年10月17日（水）　開催のご案内
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （H30.7.1～7.31　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 ギャラリーそ・育てる 吹田市川岸町 絵画販売
工　　　業 関西化工（株） 吹田市広芝町 水処理関連商品・装置メーカー

建　　　設

（株）飛鳥設備 吹田市山田西 建設工事に伴う給排水衛生設備工事
（株）シー・エス・ダブリュー 吹田市江坂町 看板・サイン製作
（株）西谷工務店 吹田市藤が丘町 左官、外構工事
（株）バックス 吹田市山田西 内装業

（株）Revive 吹田市吹東町 内装工事（ダイノックシート貼り、ガラスフィルム
貼り他）

情 報 通 信 （株）ウィンツープロ 吹田市朝日町 インターネットを使った通信販売、ＷＥＢ製作
不　動　産 （株）ブランエステート 吹田市片山町 不動産売買・賃貸仲介

専門サービス
（同）いちり 吹田市日の出町 訪問看護ステーションの運営
（株）スピカ 吹田市江坂町 インテリアコーディネート業
（株）ビズジーン 吹田市千里山西 遺伝子診断・感染症診断

サービス業
ARAUndCAFE 吹田市山田東 カフェ
Tiger Cocco 吹田市泉町 ダイニング・バー

（株）レップ 吹田市片山町 広告代理業、営業代行業、コインランドリー運営
≪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。

只今、吹田商工会議所　新規会員募集中　新規会員をご紹介ください。　連絡先 : 6330-8001 総務迄

創 業 の 経 緯

　前職では、2人とも江坂の病院でケアマネージャーを
していました。仕事
でたくさんの高齢の
方に出会い、自身の
子育てをする中で、
元気で長生きをする
には「食」というもの

新入会員インタビュー Tiger Cocco

が重要であると感じました。
　今までの食生活に病気や体調不良などの理由がある
と考え、たくさんの方が一食でも栄養のある食事を取
れるようにと思い、2人でお店を開くことを決意しました。
　前職で豊津・吹田駅周辺を回っているときに、飲食
店が少ないと感じていたので、この地域でお店をした
いと思いました。飲食店ということで断られることが多
かったのですが、なんとか今の場所を見つけることが
できました。
　お店の名前は、私たちの生まれた年の干支である虎

（とら）と酉（とり）を合わせたもので、看板のデザインも
知り合いの方が考えてくださいました。

今 後 の 展 望

　手作りにこだわり、栄養バランスがよく、野菜がたく
さんとれるようなメニューを考え、毎日食べても飽き
ないような、心がほっこりする優しい味の家庭料理を
提供いたします。
　地域の高
齢の方から
子 供 ま で 、
たくさんの
方が集まっ
て、ゆった
りしていた
だけるよう
なお店を目
指します。

事業所名：Tiger Cocco
事業内容：ダイニング・バー
所 在 地：吹田市泉町5丁目1-43
電話番号：06-6170-5682
代 表 者：坂東　有子 氏
マネージャー：安田　里恵 氏
開　　業：平成30年8月21日
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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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　2018年7月中旬に、筆者はベルギーのブリュッセル
を訪問した。大好きな「ベルギービール」を飲むためでは
なく、官邸から重要な任務を仰せつかったからである。
　新聞各紙で大きく報道された通り、18年7月17日
に、日本とEU（欧州連合）の首脳はEPA（経済連携協
定）に署名し、世界のGDP（国内総生産）の約3割を占め
る巨大な自由貿易圏が誕生することとなった。当初は、
7月11日に安倍総理がブリュッセルを訪問して署名式
を開催する予定であったが、豪雨災害の発生を受けて、
安倍総理が外遊を取りやめたため、EUのドナルド・
トゥスク大統領とジャン＝クロード・ユンケル欧州委員
会委員長が急きょ来日する形で、歴史的な署名が行われ
た。
　今回、筆者は大変光栄なことに、安倍総理が日EU・
EPAに署名される機会をとらえて、日本政府が7月13
日にブリュッセルで開催したセミナーに、パネリストと
して登壇させていただいた。世界的な「貿易戦争」への懸
念が強まる中、日EU・EPAに対する現地の関心は非常
に高く、セミナーは当初の想定を大幅に上回る140人
程度の有識者（ほとんどが日本人以外）が参加し、大好評
を博した。
　そもそもわが国にとって「自由貿易の推進」は最も重要
な政策課題の一つである。自由貿易は、輸出国・輸入国
の双方にビジネスチャンスをもたらすと同時に、両国で
イノベーションが進展することが期待される。
　セミナーの中で、筆者は、日本では大胆な規制緩和が
進展していることを強調した。
　最も身近な事例は、ベルギービールである。従来、ベ
ルギービールは、日本では「ビール」より格下の「発泡酒」
として扱われてきた。ベルギービールが、さまざまな個
性的な原料（例えば、果実や香辛料など）を使用してきた
ためだ。しかしながら、日本で「ビール」の定義が変更さ
れたことで、今後はベルギービールの売り上げが爆発的
に伸びることが期待される。
　日EU・EPAには、わが国の実質GDPを約1％（約5
兆円）押し上げ、雇用を約0.5％（約29万人）増加させる
経済効果がある。
　日本からEUに向けた輸出に関しては、99％の関税が
撤廃される。特に、現在10％の乗用車に対する関税が
8年目に、同じく14％のテレビに対する関税が6年目

に撤廃される点が注目される。
　他方で、日EU・EPAは、EU経済にも大きな恩恵をも
たらす。
　第一に、日本製品の関税が下がることは、欧州メー
カーにとってもプラスである。自動車部品の関税が下が
れば、日本製の部品を使用する欧州完成車メーカーにも
好影響が及ぶ。一般機械・精密機械の分野でも、日本か
ら欧州に輸出する「プロペラの部品」や「リチウムイオン
電池」などの価格が下がることで、欧州メーカーは恩恵
を受ける。
　第二に、とりわけ食料品については、欧州から日本へ
の輸出が大幅に増加することが期待される。典型例はワ
インだ。07年に締結されたチリと日本の EPAでは、

「12年間で関税を徐々にゼロにする」ことが決まった。
この効果で、15年には、わが国のチリからのワインの
輸入は、フランスからの輸入を上回った。今後、フラン
ス産のワインに対する日本の輸入関税が下がることで、
欧州から日本へのワインの輸出が急増する可能性がある
だろう。
　筆者は、今後日EU・EPAが切り開くであろう、新た
な地平線に大きな期待を寄せている。われわれは、トラ
ンプ大統領が仕掛けた「貿易戦争」が、日EU・EPAの締
結、中国の自動車関税の引き下げ（25％→15％）、英
国やタイがTPPへの関心を示し始めたことなどといっ
た、多くの「副産物」を生んだ点を見逃すべきではなかろ
う。

株式会社大和総研 常務取締役 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 。
2018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。2018年より経済同
友会幹事。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EU・EPAが切り開く新たな地平線



吹田市南金田・南吹田・穂波町エリアで
賃貸から売買までトータルに扱う『唯一』の不動産会社です！
　このエリアでの不動産はぜひ！ 当社にお任せください。

不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

オンリー
　　 ワン

〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-14-15
URL  http://www.kensei.net

株式会社

フリーダイヤル0120-054-203

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）

迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理
空調、衛生設備工事のことならご相談下さい

大阪府知事許可　(特-9)第96963号　管工事業

株式会社 江坂設備工業
〒564-0051 吹田市豊津町23-1

TEL 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

仲総合給食(株)

吹田市江坂町３丁目23-35
TEL 6384-6611／FAX 6384-0026

手作り
の味

●給食弁当
●団体予約弁当
●会席幕の内
●各種オードブル

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
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青年部コーナー 吹田大冒険～すいたんを救え～

実施日：平成30年7月28日（土）　　　実施場所：千里南公園他吹田市内全域

　今までにはなかった、吹田YEG初の試みとして吹田まつりとの共催事業「吹田大冒険～すいたんを救え～」
を開催いたしました。
　事業当日も、台風が接近し、吹田まつりがすべて中止になるなど天気の懸念がありましたが、吹田大冒険
については少しすごしやすい曇り空のなかで開催することができました。
　本事業は、悪の怪人・まっさーによってバラバラにされてしまったすいたんのパズルピースを集めてすい
たんを救うべく、子供たちが小さな勇者となって、渡された指令書に従い、桃山台や千里山、岸部、吹田、
江坂など吹田市内各地に設置されたチェックポイントに移動し、そこで待っている村人から宝の地図とクイ
ズを受け取り、それらを解くことで判明する撮影ポイントに向かい、写真を撮ることで得点を重ねていく、
という内容の事業です。小さな勇者たちは、すいたんを救うべく、一生懸命にミッションをクリアしようと
しました。中には大人でも頭を抱えるような難問もありましたが、お子様の一瞬の閃きで解決したり、地理
や歴史に詳しいお父さん・お母さんが知恵を発揮したりとチームで協力して解決していく光景が見受けられ
ました。
　そして各チームが集めたパズルピースをすべてはめ込んだすいたんの絵が魔法のカーテンに吸い込まれて
いき、みんなの元気な「すいたーん！」の呼びかけに応えてカーテンの向こうからすいたんが登場！無事すい
たんを救うことができまし
た。
　大冒険を終えた小さな勇者
たちの充実した笑顔がとても
素敵でした。吹田大冒険に参
加された方々、少しでも吹田
の魅力を再発見し、さらに吹
田のことを好きになるきっか
けづくりをすることができた
事業でした。



□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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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

地元を大切にしながら成長�
�発展する『最上川千本だんご』

　山形新幹線に乗り、山形駅を通り過ぎ終着駅である
新庄駅の一つ手前の大石田駅で下車し、駅から車で5
分ほど走った場所に古民家のようなすてきなデザイン
のお店があります。ここが「最上川千本だんご」の唯一
の製造・販売拠点です。創業は、今から60年前の
1958年、現代表の五十嵐智志さんのご両親が始めた
お店です。創業当初は夫婦で豆腐の製造卸を専門とす
る、いわゆるお豆腐屋さんでしたが、豆腐屋としての
限界を感じたため、豆腐の製造卸をやる傍ら、現在の
お店のある大石田で収穫されたお米をふかしてついた
だんごをつくり、「大石田だんご」と名付け副業として
販売するようになりました。
　この「大石田だんご」が今のように売れるようになっ
た、そして、名前が「最上川千本だんご」に変わったの
は、2000年に開催されたあるイベントがきっかけで
した。山形市内の地元百貨店で「大石田フェア」がある
ので出展しないかと声を掛けられたのです。
　「明日には、硬くなるだんごはいかが…」という呼び
声で、つくりたての本物のだんごだからすぐに硬くな
るという点をアピールして来場客に販売したところ、
日に日に客が殺到し、最終日には、1日で1,000本を
売り上げることができたのです。このことがきっかけ
となり、これまでの「大石田だんご」から県外の人も
知っている最上川の名前を入れて、「最上川千本だん
ご」に名前が変わりました。
　先日訪問した折、この最上川千本だんごを食べさせ
ていただきましたが、正直絶品でした。それもそのは
ず、大石田で収穫されたお米をベースに厳選された原
材料を使用し、一切の添加物を使用せず、スタッフが
注文を受けてから1本1本手づくりで目の前でつくって
くれるからです。現在、製造・販売されている種類は

「ずんだだんご」「しょうゆだんご」「ごまだんご」「あ
んこだんご」、そして「くるみだんご」の5種類がメイン
です。ほかには四季折々の旬の原材料で味付けをして

います。気になるところは値段ですが、1本120～
140円と、安価（リーズナブル）な値段です。規模を大
きくしようと思えば、要請のある全国各地の百貨店や
スーパーマーケットに卸せばいいわけですが、同店は
そうしたことは決してしないと明言しています。その
理由は、単にだんごの日持ちの問題ではなく、五十嵐
さん夫婦の大石田への強い思いからです。大石田町も、
過疎化が著しく進行しており、この地に人を呼び込み
たいのです。18年前までは、家族だけの小さなお店で
したが、現在は正社員が12人、パートやアルバイトが
13人と、計25人の今や地域内外で著名な繁盛店にな
りました。
　こうしたお店の存在を知ると、中小企業の問題は、
ロケーションでも規模でも、広告力などでもなく、強
くぶれない本物へのこだわりの有無と思えてなりませ
ん。

人を大切にする経営学会 会長
坂本　光司 / さかもと こうじ
人を大切にする経営学会会長。
1947年生まれ。福井県立大学教
授、静岡文化芸術大学教授、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などを歴任。
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。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。
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40周年にむけて！
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健康経営セミナー『「健康経営」で会社は変わる！』
受講者募集！

　「健康経営」をご存知ですか？
　経営戦略の一環として、社員の健康管理に取組む「健康経営」は、近年ますます注目と関心が高まっています。
　今回は、「健康経営」の第1人者である岡田邦夫氏から直接、「健康経営」の意義やメリット、取組み方法について
聞くことができるチャンスです。是非、受講ください。

　日本政策金融公庫は、大阪北部地震により被害を受けた事業者を対象に特別貸付を行っております。

り災届出証明書（住家以外の動産等の損傷について届出があったことを証明）が必要な場合は、吹田市役所 市民課
102番窓口にて申請してください。　TEL06-6384-1147

【対象者】
　災害により被害を被った中小企業・小規模事業者

【金　利】
　いずれも平成30年8月10日現在、貸付期間5年の場合
　〇中小企業事業　⇒　基準金利1.16％　　　　〇国民生活事業　⇒　基準金利1.36％

【貸付限度額】
　〇中小企業事業　⇒　別枠で1億5,000万円
　〇国民生活事業　⇒　各貸付制度の限度額に上乗せ3,000万円

【貸付期間】
　〇中小企業事業　⇒　設備15年・運転10年以内
　〇国民生活事業　⇒　適用する各貸付制度の貸付期間に準ずる　※普通貸付を適用した場合は10年以内

◎詳しくは、日本政策金融吹田支店（06-6319-2062）へお問い合わせください。

■日　　時：平成30年9月27日（木）　14:00～16:00
■場　　所：茨木市立男女共生センター ローズWAM　ワムホール
■講　　師：理事長　岡田 邦夫 氏（NPO法人 健康経営研究会）
■参 加 費：無料
■定　　員：100名（定員になり次第締め切りとなります｡）
■申 込 み：本記事内のQRコードを読み取り、専用ページにて申込できます。または、下記へお問合せください。
■お問合せ：大阪府総合労働事務所（TEL06-6946-2605）まで

こちらから簡単に
申込みできます！

日本政策金融公庫の『災害復旧貸付について』お知らせします。
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『大阪府国民年金基金』のご案内
　国民年金基金は、少しでもゆとりある老後を過ごすことができるように国民年金法の規定にもとづき、
国民年金（老齢基礎年金）の上乗せとして給付をする公的な個人年金制度です。
　加入できる方は、20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者で国民年金保険料を納めている方お
よび60歳以上65歳未満の方や海外に居住されて国民年金に任意加入されている方も加入できます。
　掛金は、希望される年金の型と口数・年齢・性別で決まり、受け取る年金額もわかるため、老後の生活
設計にお役立ていただけます。
　掛金額は一定で、全額社会保険料控除の対象となり、受け取る年金にも公的年金等控除の対象となりま
すので、2つの税法上のメリットがあります。

お問合せ先  大阪府国民年金基金　　大阪市天王寺区上本町6-6-26　上六光陽ビル5階

　　　　　●フリーダイヤル：0120-65-4192　　●ホームページ： 大阪府国民年金基金 検索

　起業・創業者に対する支援の一環として、市内で起業を考えておられる方、既に事業を営んでおられる方がお互
いに語り合う交流会を開催します。起業について興味がある方も、是非御参加ください。

■開催日：平成30年9月18日（火）
■時　間：18時30分～20時30分
■場　所：新大阪江坂 東急REIホテル　クリスタルルーム
■対　象： 吹田市内で起業したい方、すでに会社や店舗を営んでいる方、

起業について興味がある方ならどなたでも参加できます
■定　員：先着50名
■主　催：吹田市起業家交流会実行委員会・吹田市
■申込み：9月14日（金）までに以下のいずれかの方法で申込み
　　　　　・所定の用紙を地域経済振興室までFAX・郵送・持参（吹田市ホームページからダウンロード可）
　　　　　・Web専用申込フォームから申込み（吹田市ホームページからアクセス可）
■問合せ：吹田市役所地域経済振興室　TEL 06-6384-1356　FAX 06-6384-1292

第27回 吹田市起業家交流会 at 江坂 開催のお知らせ 参加費無料！

懇親会もあります♪
交流会終了後、懇親会を行います

（参加自由）。
●20時45分～22時00分
●参加費：3,000円（飲食代）



飲みやすい白い錠剤

本　社／大阪府吹田市中の島町2-26　TEL.06-6381-2626

お鍋・サラダ・炒め物など
あらゆる料理にお使いいただけます。

Ⓡ

〒 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。）

詳しくはホームページをご覧ください。
マロニーのレシピを紹介しています。

www.malony.co.jp
 マロニー

今すぐアクセス！

検 索検 索検 索


