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冒頭に、今年は大阪北部や北海道における地震をはじめ、全国各地において地震、台風、豪雨など
の災害が頻発しております。犠牲になられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災された皆様に心
からお見舞い申し上げます。
吹田商工会議所は昭和23年10月14日に設立され、この度記念すべき創立70年を迎えることがで
きました。これも偏に、地域経済の発展と商工会議所の運営に責務を果たしてこられた歴代会頭を始
め、役員・議員皆様のご尽力のお陰であり、深甚なる敬意を表するとともに、これをお支えください
ました会員の皆様、ご指導・ご鞭撻をいただきました行政、関係機関の皆様に衷心より感謝申し上げ
ます。
この70年間を顧みますと、吹田商工会議所創立時の吹田市は、水田と畑が広がる中に、国鉄吹田
駅前周辺や神崎川沿いに商工業が立地しており、「ビールと操車場のまち」として知られていました。
その後、昭和30年代に入って、日本で最初の大規模団地であります千里ニュータウンの開発が始ま
り、昭和45年には千里丘陵で万国博覧会が開催され、そして、江坂地域が大阪の副都心として発展
するなど、吹田のまちはこの70年間で大きく変貌を遂げ、人口も全国的に減少する中で37万人ま
で増加してまいりました。
現在の日本経済は、政府の大胆な金融政策もあって、景気は総じて緩やかな回復傾向にあります。
しかし、会員の大多数を占めます中小・小規模事業者では景気回復の実感に乏しく、人手不足や後継
者難問題が喫緊の課題として顕在化しています。このような構造的課題に直面する中、持続的な経済
成長に向けて、生産性向上や働き方改革など時代の大きな転換期を迎えています。こうした状況下で
商工会議所の存在と活動は真価を問われ、その使命は誠に大きなものがあると認識しているところで
ございます。
私ども、吹田商工会議所は一昨年念願の2,000会員を達成し、現在では2,170会員まで拡大して
います。そして、今年度事業の基本方針は、「会員満足度の向上に努め、期待される商工会議所をめ
ざす」を掲げており、この70周年を契機に、より一層会員事業所のお役に立つとともに地域産業の
発展につながる事業の推進に努めてまいります。
さて、いよいよ北大阪健康医療都市（愛称：健都）が、まち開きとなってまいります。もうすぐ、市
立吹田市民病院が開院され、同時期に駅前複合施設も開業となり、来年7月頃には待望の国立循環器
病研究センターが運用開始となります。この「健都」は、最先端の循環器病研究拠点として日本中の期
待とともに、複合医療産業集積地としての発展はもとより、周辺地域の産業活性化にも大いに寄与す
るものと思われます。そこで、吹田商工会議所では、この「健都」のまち開きに合わせ、市内のものづ
くり事業者と医療関係者との連携や、市内事業者のヘルスケア産業への進出を支援するなど、産業面
を通して「健康・医療のまちづくり」に参画できればと考えています。
結びに、創立70年の節目を迎えるにあたり、役職員・会員一体となって、吹田商工会議所並びに
地域経済の更なる発展に邁進してまいる所存でございます。今後とも、皆様方から一層のご協力・ご
支援を賜りますようお願い申し上げましてご挨拶といたします。

吹田商工会議所
創立70周年記念式典＆祝賀パーティー
盛大に開催!!
10月23日（火曜日）ホテル阪急エキスポパーク
において「創立70周年記念式典」並びに「祝賀パー

【感謝状受賞の皆様】
〇特別表彰（吹田市長、日本商工会議所会頭、吹田

ティー」を、550名余の皆さまのご出席のもと開催

商工会議所会頭連名表彰）

いたしました。

夜久

亢宥 第6代会頭、寺西

重博 第7代会頭

〇永年会員事業所表彰（会員歴30年以上 吹田商工
会議所会頭表彰）
第一部の記念式典では、ご来賓、当所役員・議

会員歴70年
（32事業所）

員、感謝状贈呈者の方々にご出席をいただきまし

アサヒビール株式会社吹田工場、株式会社井村、浦部ふと

た。式典は、石井副会頭の開式の辞で始まり、国歌

ん店、大枝印刷株式会社、有限会社奥野不動産、オリエン

斉唱、物故者の方々に黙祷を捧げ、柴田会頭が式辞

タル酵母工業株式会社大阪工場、関西電力株式会社大阪支

を述べられ、続いて創立70周年記念表彰に移り、

社、北大阪観光社、木下写真場、株式会社きんでん北摂営

特別表彰が夜久亢宥 第6代会頭と寺西重博 第7代

業所、昭和化工株式会社、寿司割烹・仕出しなるを、摂津

会頭に、永年会員事業所表彰として会員歴30年以

電気工事株式会社、大幸薬品株式会社、大日本住友製薬株

上の272事業所に、それぞれ感謝状が贈呈されま
した。そして、ご来賓よりご祝辞を賜ったあと、古川
副会頭の閉式の辞で式典は締めくくられました。

式会社総合研究所、株式会社田邊空気機械製作所、株式会
社ドウマエ、株式会社中西硝子工芸社、中西工業株式会社、
株式会社日本触媒吹田地区研究所、日本製紙パピリア株式
会社吹田工場、日本純良薬品株式会社、株式会社白洋舎大
阪支店、有限会社ヒカリ美容室、前岡製綱株式会社、有限
会社万両、株式会社三井住友銀行吹田支店、株式会社三菱
UFJ銀行江坂支店、株式会社紅葉山葬儀社、株式会社八百
梅、山文油化株式会社吹田工場、株式会社りそな銀行吹田
支店

会員歴60年～69年
（14事業所）
いすゞオート西形株式会社、株式会社上杉工業、株式会社

第二部の祝賀パーティーにも、ご来賓、会員の皆
さまなど多くの方々にご出席をいただきました。
パーティーは、河内副会頭の挨拶で始まり、ご来賓
よりご祝辞を賜り、ご来賓および主催者のご紹介の
あと乾杯で開宴となりました。会場では会員間の交
流も活発に行われ、関西大学バトン・チアリーダー
部の皆さんがパーティーを盛り上げていただき、華
やかな雰囲気につつまれました。そして、堀田副会
頭の中締め挨拶でお開きとなりました。
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岡村薬局、オッペン化粧品株式会社、北おおさか信用金庫
吹田支店、株式会社近畿大阪銀行吹田支店、株式会社公益
社、栄電気株式会社、株式会社サンリバー、武本商事株式
会社、ニッパ株式会社、パレ・フタバ株式会社、北越コー
ポレーション株式会社大阪工場、株式会社毎日放送

会員歴50年～59年
（51事業所）
株式会社秋田屋、アサヒロジ株式会社近畿圏支社、生島酒
店、株式会社池田泉州銀行南千里支店、株式会社池田泉州
銀行吹田支店、株式会社池田泉州銀行北千里支店、株式会
社井上昇商店、伊吹金属工業株式会社、岩本工業株式会社、

上田鈑金工業株式会社、オリオン粧品工業株式会社、株式

テル生活衛生同業組合吹田支部、大阪北部ヤクルト販売株

会社海原工務店、割烹寿司むろ井、株式会社金子水道工業

式会社、大阪山大株式会社、株式会社大野工業所、沖電線

所、株式会社紙谷工務店、紀州興発株式会社、株式会社木

株式会社西日本支社、株式会社オクデン、お茶の店もりえ

下工務店、近藤造酢株式会社、有限会社阪田商店、株式会

ん、株式会社柏屋、株式会社河﨑ユニフォーム、関西クサ

社サシヒロ、株式会社住研、昭光自動車株式会社、信栄税

カベ特販株式会社、株式会社関西東急ホテルズ新大阪江坂

理士法人、株式会社神光、株式会社末弘商会、大東電材株

東急REIホテル、神田医療器株式会社、菊池紙工株式会社、

式会社、大丸紙器株式会社、タカタスポーツ、竹田建設株

北おおさか信用金庫江坂駅前支店、北おおさか信用金庫江

式会社、株式会社田中工務店、株式会社棚原ネジ製作所、

坂支店、北おおさか信用金庫豊津支店、北おおさか信用金

株式会社天禄商会大阪支店、東信化学工業株式会社大阪営

庫片山支店、北建設株式会社、木村電機株式会社、協栄ク

業所、豊津薬局、株式会社とり信、有限会社西孝製麺所、

リーンサービス株式会社、株式会社共立メンテナンス関西

西本紙器株式会社、日本カノマックス株式会社、株式会社

支店、玉山銘、近畿医療設備株式会社、京阪産業株式会社、

日本色材工業研究所吹田工場、日本タクシー株式会社吹田

株式会社KDエレクトロニクス、向洋電機株式会社、コカ・

総合営業所、のぞみ信用組合吹田支店、橋本建設株式会社、
株式会社ハルヤ書店、有限会社平山経営計算センター、冨
士ダイス株式会社大阪工場、有限会社ふじや、ヘアーサロ
ン中台、株式会社堀田工務店、マロニー株式会社、株式会
社森田屋、吉田屋呉服寝具店

会員歴40年～49年
（38事業所）
暁ビル株式会社、株式会社アチーブ、有澤物産株式会社、
イオンリテール株式会社イオン吹田店、イズミヤ株式会社
千里丘店、伊藤モータース、ACE厨設株式会社、大阪府飲
食業生活衛生同業組合吹田支部、太田製作所、株式会社岡
本銘木店、御菓子司津村屋、株式会社カクタニ、有限会社
金子会計事務所、北村化学工業株式会社、木下名酒店株式
会社、株式会社興成堂、酒のやまもとや、佐々木商事有限
会社、佐竹食品株式会社、新装サッシ工業株式会社、スエ
ダ商事株式会社、千里北センター専門店協同組合、千里計
装電機株式会社、特定医療法人蒼龍会井上病院、株式会社
大久、大成鐵鋼株式会社、大同生命保険株式会社大阪北支
社、田中建築測量事務所、西尾電気商会、日本冷熱工産株
式会社、野田屋、株式会社阪急オアシス、松本工業、丸喜
容器株式会社、株式会社丸福工務店、株式会社マルマスサ
ニーストンホテル、みすまる商事株式会社、有限会社ヨシ
ミ電子機器

会員歴30年～39年
（137事業所）

コーラボトラーズジャパン株式会社千里丘オフィス、コス
モキカイ株式会社、株式会社コニシ、サイクル・エサカ、
株式会社サウンドエースプロダクション、サンエス工業株
式会社、三宝化成工業株式会社、株式会社三陽、有限会社
サンワ技建、株式会社三和水道工業所、上新電機株式会社
吹田上新庄店、株式会社昭和システムサービス、信和電機
工業有限会社、吹田環境事業協同組合、吹田市旭通商店街
協同組合、吹田市開発ビル株式会社、吹田市新旭町通商店
街協同組合、吹田珠算振興会、株式会社すいたタイムス、
吹田土木興業株式会社、末廣電気工業株式会社、株式会社
スズキ特販吹田、株式会社スチール、株式会社ステップ、
株式会社関根工務店、有限会社セシル工芸、株式会社ゼン
ジオート、泉州電業株式会社、第一パック機工業株式会社、
株式会社大神電工、太陽電機株式会社、泰和企画株式会社、
有限会社高畑計算センター、株式会社竹本測量事務所、株
式会社ダスキン、有限会社たつみ、田中自動車工業、吹田
中央ビリヤード、辻土木設計事務所、株式会社土寅本店、
株式会社デンソー、株式会社東急ハンズ江坂店、トップ産
業株式会社、トミエ建工、トミヤマモーター、豊田産業株
式会社、株式会社ニード、株式会社西日本エンジニアリン
グ、西日本電信電話株式会社大阪支店、西村電装、日興硝
子株式会社、株式会社日勝設計コンサルタント、日本シス
テム収納株式会社、株式会社日本ハンドル、株式会社野口
工務店、株式会社野田テック、株式会社ノリック、芳賀電

アーキヤマデ株式会社、アイシー測器株式会社、赤塚税務

機株式会社、株式会社橋本工務店、株式会社橋本測地設計

会計事務所、アクサ生命保険株式会社大阪支社、株式会社

事務所、蓮池行政書士事務所、株式会社畑田組、株式会社

浅野製作所、株式会社旭機工、アサヒビール株式会社大阪

浜元、林田会計事務所、株式会社ビケンテクノ、有限会社

統括支社吹田支店、アサヒフードクリエイト株式会社ロー

美陶商会、平野電気工業株式会社、株式会社フードネクス

ゼンタールいずみ、東会計事務所、足立商事株式会社、有

ト、フタバ興業株式会社、古川歯科医院、株式会社プロ

限会社アブ商事、家村商事株式会社、イオンリテール株式

ナック、穂波興業株式会社、マエダ工房、株式会社正起屋、

会社イオン南千里店、株式会社いかりスーパーマーケット

株式会社マルヤス、満賀利射亭、株式会社みなと銀行千里

王子店、生野忠祥、株式会社池田泉州銀行江坂支店、池田

山支店、株式会社宮崎鉄工、メガソフト株式会社、山崎敏

電機製作所、株式会社石井理化機器製作所、井上会計事務

博税理士事務所、山本管工株式会社、淀川ヒューテック株

所、株式会社植田モータース、株式会社江坂設備工業、株

式会社、株式会社リバフォール、ローゼン製菓株式会社、

式会社エヤコンサービス、大井会計事務所、株式会社オー

株式会社ローソン、株式会社Y．E．I．

エスアイツール、大阪サーキット株式会社、大阪府旅館ホ
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第2回

起業家セミナーのご案内

社員を幸せにする経営術 ～年間7,000万円を社員に還元～
「商品と従業員に対し無私の愛情と感謝を抱き、誰よりも多く働く」
儲けの薄いと言われる菓子業界で、業界トップの利益率をたたき出す『お菓子のデパート』吉寿屋（よし
や）。経常利益4億円の6分の1を毎年社員に還元する驚きの経営で業績を伸ばし続ける。従業員を徹底的に
大切にする経営者の姿勢と考え方、利益を生み出す事業の仕組みづくりを学ぶ。創業を考えている人、創業
される人、創業して人を雇う人、そして、従業員をもっと幸せにしたいとお考えの経営者の方は必見!
■日

時：平成30年12月3日
（月） 午後6時30分～8時30分

■場

所：吹田商工会議所

■講

師：神吉

3階大会議室

武司氏
（お菓子の商社 （株）
吉寿屋

創業者）

■参 加 費：無料
■定

員：50名

■主

催：吹田商工会議所

■申

込：同封のチラシの裏面の申込書をFAXいただくか、吹田商工会議所のホームページの申
込フォーム
（http://suitacci.com/?p=4801）
より、お申し込みください。

■締

切：平成30年11月29日
（木）

■お問合せ：吹田商工会議所

すいた経営革新支援センターまで

TEL 06-6330-5588
講師プロフィール：株式会社吉寿屋

創業者

神吉

武司氏
（同社相談役）

1941年、徳島県生まれ。1964年、大阪にて菓子卸業の店を創業。その後、小売にも進出
し、「お菓子のデパートよしや」を展開。現在、直営店、FC店をあわせて100店舗以上を運営
する。業界トップクラスの利益率と在庫回転率を実現。他の業界からも注目される。また、社
員の励みとなるようなユニークな企画や報奨制度を次々と実施し、業界トップクラスの所得を
目指している。2016年9月カンブリア宮殿 出演。【著書】「早起き力」（2013年5月・PHP
研究所）、「社員を幸福にする力」（2013年3月・PHP研究所）、「商いの心」（2005年10
月・元就出版社）他多数
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吹田商工会議所

NEW MEMBERS
さつき珈琲

新入会員インタビュー

田でお店をオープンしたいと決めてからは、リサーチ・
チラシ作り、ポスティングも自分でしましたが、経営の
勉強をしていなかった事で開店後、大変苦労しました。
お 店 の 特 徴
「コーヒーはお店の命綱」
「サンドイッチはお店の柱」
だと思い、命である自家焙煎には自負があります。皆様
のご来店目的がそれぞれ変われど、自家焙煎珈琲が「集
い」
、「嗜好」
、「余暇」
、「癒し」
、「楽しみ」
、「教養」
等
になればと思っています。
コーヒー好きでコーヒーの事に興味のある方、美味
しい淹れ方
（ペーパードリップ）
を知りたい方には、コー
ヒー教室を開いています。コーヒーに興味をお持ちの
方は、相談の上、詳細を決めさせていただきますので、
ご一報ください。

事業所名：さつき珈琲
所 在 地：吹田市五月が丘北25-40
ユタカビル
電話番号：06－6155－9550
代
表：呉村 秀幸氏
ホームページ：http://satsuki-coﬀee.com/

今 後 の 展 望
現在、コーヒー豆等の販売は、店頭およびネットで
しておりますが、今後、工場兼店舗として自家焙煎珈
琲を全国へ広めたいと思っています。

創 業 の 経 緯
学校を卒業して20年程は大阪の電気会社に勤めなが
ら30才位からは起業をしたいという漠然とした想いだ
けはありました。そんな時、あるお店で「スペシャル
ティ・コーヒー（生産地における独特な地理条件や生産
処理システムなどが厳格に管理された高品質なコー
ヒー）
」
に出会い、コーヒー好きであることもあり、起業
へと想いが繋がり珈琲店を目指す道へと進みました。
それからは勤めながら休みの日を利用して、東京の
お店で焙煎の修業に3年位通いました。やがて地元の吹
〈新たにご入会いただいた事業所〉

部

会

事

業

所

（H30.9.1～9.30
名

セブン‐イレブン江坂駅南店

所

在

地

吹田市広芝町

事

内

容

コンビニエンスストア

商

業

三浦企画

吹田市広芝町

靴の輸入、卸し

工

業

ミライズ
（株）

吹田市五月が丘北

福祉機器製造・販売

建

設

フジ建設

吹田市岸部北

解体業

専門サービス

業

部会別事業所名50音順）

えん治療院

吹田市江坂町

訪問鍼灸マッサージ

行政書士岩瀨薫子事務所

吹田市長野東

行政書士事務所

NPO法人ここ

吹田市南清和園町

不登校の子どもたちの学校外の学びの場の運営

田中税務会計事務所

吹田市豊津町

税理士事務所

BlueClip

吹田市内本町

販促物デザイン、集客コンサルティング

（株）
ほたる

吹田市金田町

訪問介護・移動支援等

吹田市五月が丘北

自家焙煎珈琲の販売

吹田市穂波町

英会話スクール

さつき珈琲
geekids吹田校
サービス業 （株）
スタジオシュガール

吹田市高浜町

（株）
マネジメントサポート大阪支社 吹田市広芝町
（特）専門サービス 大福鍼灸堂

広告写真、広告動画、ドローン撮影
講演・セミナー・企業内研修事業、CSコンサル
ティング事業

大阪市東淀川区上新 鍼による認知症予防・改善専門。トレーニングと
庄
治療を提供

≪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
No.449
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SDGsへの取り組みを強化せよ
最近、世界的にSDGsが大きな関心を集めている。
既にご存じの読者の方も多いかもしれないが、SDGs
（Sustainable Development Goals）とは、2015年
9月の国連サミットで採択された、16年から30年まで
の「持続可能な開発目標」を指す。具体的には、「貧困を
なくそう」「飢餓をゼロに」「すべての人に健康と福祉
を」
「質の高い教育をみんなに」「ジェンダー平等を実現
しよう」
「安全な水とトイレを世界中に」「エネルギーを
みんなに そしてクリーンに」「働きがいも 経済成長
も」
「産業と技術革新の基盤をつくろう」「人や国の不平
等をなくそう」
「住み続けられるまちづくりを」「つくる
責任 つかう責任」
「気候変動に具体的な対策を」「海の
豊かさを守ろう」
「陸の豊かさも守ろう」「平和と公正を
すべての人に」
「パートナーシップで目標を達成しよう」
という17のゴールと、169のターゲットから構成され
ている。
先日、読売テレビ（日本テレビ系列）の人気報道番組
「ウェークアップ！ぷらす」が、私がいつも胸に17色の
SDGsバッジを着けているのを見て、SDGsについてイ
ンタビューしてくれた。
残念ながら、日本企業はSDGsへの取り組みが遅れ
ている。その本質的な理由は以下の通りだ。
欧米企業は、最初にトップダウンで社会のあるべき理
想像を示した上で、それに向けて現場がイノベーション
を起こすべく一丸となって努力する。何事もまずはやっ
てみることが大切である。もし目標が達成できなけれ
ば、いつでも変更すれば良いのだ。
これに対して、日本企業は過度に無謬（むびゅう）性に
こだわり、現状の技術レベルを前提にボトムアップで経
営計画をつくる。だから、SDGsへの取り組みが遅々と
して進まない。筆者は、同番組のインタビューで、経営
トップがSDGsへの強烈なコミットメントを宣言して、
組織の意識改革を行うことの重要性を強調した。
本来、SDGsの大きな柱である環境問題への取り組み
は、日本のお家芸であったはずである。歴史的に見て、
西洋と日本では「自然」に対する捉え方が根本的に異な
る。この違いは、両地域の哲学観・宗教観に起因してい
る。

二元論的な発想をする西洋では、自然は人間の外にあ
り、人間に対立するものだと考える。例えば、近世哲学
の祖といわれるデカルトは、自然を生命のない大仕掛け
の機械だと考え、自然科学の発展を通じて、人間が自然
を利用することに主眼を置いた。
これに対して、一元論的な発想法をする日本では、自
然は人間の内にあるものと捉える。古来、日本人は自然
を神聖なものだと考え、自然と一体化する生き方を重視
してきた。
こうした発想の違いを前提とすれば、本来わが国はグ
ローバルな環境問題のフロントランナーになるべきだろ
う。わが国の歴史や文化を踏まえた上で、国際社会に向
けた「環境立国」としての情報発信が切に望まれるところ
である。
世界的なプラスチックごみの堆積は、深刻な環境汚染
を引き起こしている。近年は欧州諸国を中心に、プラス
チック製のストローを廃止し、環境への負荷が少ない紙
製のストローを使用する外食企業が増えている。日本は
ペットボトルなどの廃プラスチックの7割を中国に輸出
しており、その量は東京ドーム3杯分に達する。こうし
た状態が続くと、50年には、海中で魚類よりも廃プラ
スチックの方が多くなってしまうとみられている。子や
孫の世代に美しい地球を残すために、そんな事態だけは
何としても避けなくてはならない。今こそ、日本の企業
経営者の覚悟が問われている。
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。
http://www.riverfall.co.jp/

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

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
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青年部コーナー

10月企画事業

「
【LIFE LINE】
－体感型防災訓練アトラクション・ライフライン－」
実施日：平成30年10月17日（水）

実施場所：吹田さんくすホール

特に今年は日本各地で地震、豪雨、台風など、多くの自然災害が発生し、多くの人々が大きな被害を受けました。
そして、これらの大災害は今年だけ特別なわけではなく、来年以降も引き続き発生することが想定されます。
そこで、これらの災害を教訓とし、今後起こりうる災害に向けて正しい防災知識を体感しながら学ぶために、10
月企画事業「【LIFE LINE】-体感型防災訓練アトラクション・ライフライン-」を実施し、吹田YEGメンバーだけでな
く、後藤圭二吹田市長、吹田市総務部危機管理室の皆様にもこの事業に参加していただきました。
前半は、1チーム3～5名となって「想定外の自然災害が発生し、災害現場から制限時間内に脱出するまでに残こさ
れた時間はわずか」という設定でスタート。チームで協力し合いながら限られた時間の中、防災に関する様々なミッ
ションをクリアし脱出、安全確保を目指しました。残念ながら、脱出できたグループは2つと、我々の防災対策に
は一抹の不安を覚える結果となりましたが、このあとの振り返りにおいて、「どうして脱出できなかったのか」等の
反省を行ないました。次回は全員脱出できるはずです！
後半は、関西マインドフルネス協会インストラクターで
ある丸田委員を講師に、災害時だけでなく、日ごろからパ
ニックにならないよう頭の中を整理する訓練としてマイン
ドフルネスを体感しました。
この事業を通じ、自社、家族、地域の為にも有事の際の
あらゆることを事前に想定し、防災知識はもちろんの事、
非常用備蓄品の用意や災害拠点病院を知ることなど、日頃
から「公助」に頼らず「自助」
・
「共助」
・
「近助」の対応レベルを
強化しておく必要があると再認識する場となりました。

第8回 会議所懇話会「いきいき会」
平成30年12月19日（水） 開催のご案内
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。
第8回目となります今回は、日本貨物鉄道株式会社関西支社吹田貨物ターミナル駅永田駅長に吹田操車場の変遷
など吹田貨物ターミナル駅にまつわるお話を伺い、その後、昼食を交えて懇談を行います。
参加ご希望の方は弊所ホームページから会議所懇話会「いきいき会」参加申込書に必要事項をご記入の上、FAXに
てお申込みいただくか、同封のチラシにご記入の上、FAXにてお申し込みください。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

りの味

手作

●給食弁当
●団体予約弁当
●会席幕の内
●各種オードブル

仲総合給食(株)
吹田市江坂町３丁目23-35
TEL 6384-6611／FAX 6384-0026

オンリー 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！
ワン 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

TEL 06-6330-8001

◆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

～

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

フリーダイヤル 0120-054-203
No.449

おかげさまで100 年
吹 田 元 町 で ─これ からも

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

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

株式会社

8

明石

〒564-0051 吹田市豊津町23-1
T E L 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

since1915

〒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

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！

抗酸化陶板浴

オカメイ

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）

頑張る出雲の高機能調湿

木炭メーカー『出雲土建』
島根県出雲市郊外の丘陵地に「出雲土建株式会社」という
社名の中小企業がある。現在の主事業は社名の通り、建設
工事や土木事業、さらにはグループ会社である「出雲カーボ
ン株式会社」と共同で進めている、木材チップの炭化事業な
どである。
近年、同社がとりわけ注目されているのは、新規事業で
ある「高機能調湿木炭」の開発・生産である。高機能調湿木
炭は、『炭八（すみはち）』という商品名でブランディングさ
れた、近年の住宅において最大級の課題である湿度の調整
と臭い消しを同時に解決する優れものである。
同社はもともと、土木建設であり、公共工事一辺倒の企
業であった。しかし公共工事の大幅な縮減で、事業の多角
化に乗り出したのだが、そのほとんどが失敗し、一時は倒
産の危機にひんした。経営が今にも沈みそうな泥船状態で、
大半の幹部社員が同社に見切りをつけ離職する中、最後ま
で残った幹部社員の1人が、現社長の石飛裕司氏であった。
石飛氏は泥船状態であるにもかかわらず、「辞めずに頑
張っている社員やその家族の生活を何としても守らねば
……」と再建を引き受けた。それから文字通り命懸けの再建
を行ってきたのである。
土木建設事業で培った技術やノウハウを生かす新事業を
模索している中で、現代の多くの住宅は結露・カビ・ダ
ニ・白アリ・シックハウスなどの問題を抱え、これが原因
でアトピーやぜんそくが起きていると関係者から聞いたこ
とがきっかけになり、『炭八』
が誕生したのである。
石飛氏は、建設会社としてこうした問題を解決すること
で、世のため・人のために貢献しようと考えた。そして、
その分野で知見の豊富な島根大学の医学部や総合理工学部
などと共同研究をスタートさせるに至ったのだ。

苦節10年、ついには『炭八』の開発に成功した。これを住
宅の床下や天井裏、あるいは壁の中に敷設すると、小児ぜ
んそくで薬ではなかなか改善しなかった子どもたちやアト
ピーで困っている人々から、症状が軽くなった、良くなっ
てきたとの報告が増え、今現在、全国各地から注文が相次
いでいるという。
倒産寸前の企業が見事によみがえった最大の要因は、自
身の給料を一番低い社員と同額にし、「社員とその家族の
命と生活を守らねば……」と、この間、血のにじむ努力をし
てきた石飛氏の“背中と心で示すリーダーシップ”である。
「問題は、自分ではなく環境」と言い張る企業経営者には、
この経営者としての石飛氏の“姿勢”を大いに学んでほしい
ものである。
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。

第36回吹田産業フェア出展事業所募集のご案内
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。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。
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：2019年5月11日
（土）
・12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）、吹田市役所庁舎駐車場、いずみの園公園
主 催：吹田産業フェア推進協議会
お問合せ先：吹田商工会議所 吹田産業フェア事務局 平松（ひらまつ）まで
電話
（06）
6330‐8001 FAX（06）6330‐3350
※詳細は同封の募集チラシをご覧ください。

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。

経営相談

経営改善計画

「経営革新等支援機関」認定取得 近財金1第403号

関 西 合 同 会 計 事 務 所 代表税理士 立田博久
〒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

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

✓
一つでも□があればすぐに、ご相談ください

✓
一つでも□があるなら、すぐにご相談ください

□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

行政書士法人

アイリスパートナーズ

〒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

□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

社会保険労務士法人

アイリスパートナーズ

〒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
No.449
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伊勢神宮正式参拝（御垣内の参拝）のご案内

会議所主催見学会

～みとばりの中に、一歩、入れていただいて正式参拝～
御神楽を奉納します

◇日

程：平成31年1月16日
（水）

◇集合場所：吹田市役所 駐車場
◇集合時間：午前7時50分
◇参 加 費：12,000円（昼食付き）
（会員事業所限定、家族及び従業員、1事業所2名様まで）
◇募集人員：40名（先着順、定員になり次第締切させていただきます）
◇服
装：正式参拝のため、男性はダークスーツ、ネクタイ着用、女
性は華美にならない服装、もしくはそれに準じた服装でお
願いいたします。
（昼食時にアルコールの提供はございません。服装及び飲酒等により正式参拝できない場合もあります）
◇申込締切日：平成30年12月20日（木）
※申込及び詳細については同封の募集チラシをご覧ください。
労働保険に入って
おられますか？

吹田商工会議所

労働保険事務組合

労働保険は、労災保険と雇用保険の総称です。従業員を1人でも雇っている場合は、労働保険に加入しなければ
なりません。従業員や事業主の皆様が安心して働ける職場づくりのため、労働保険に加入しましょう。
吹田商工会議所では厚生労働大臣の認可を受けて、労働保険事務組合として、労働保険に関する事務手続きの代
行業務を行っております。労働保険に加入するべきだと思いつつも、事務手続きが煩雑だと感じておられる方は、
ぜひ吹田商工会議所にお任せ下さい。

労 働 保 険

労災保険
従業員の方が業務中や通勤途上に事故にあ
われたとき、療養給付をはじめ必要な保険
給付と援助を行います。
雇用保険
従業員の方が失業した場合及び雇用の継続
が困難となる事由が生じた場合に、生活及
び雇用の安定を図るとともに、再就職を促
進するため必要な給付を行うものです。

【お問合せ先】
● 労働保険制度全般・保険料については、労働局へ
● 労災保険制度については、労働基準監督署へ
● 雇用保険制度については、ハローワーク（公共職業安定所）へ
● 労働保険事務組合については、吹田商工会議所へ
大阪労働局
労働保険適用・事務組合課 （06）4790-6340・6350
雇用保険課
（06）4790-6320
ホームページ http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
吹田商工会議所 労働保険事務組合 （06）6330-8001

4 0 周 年にむけ て！
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《吹田市 中小企業セミナー》

利益向上！商売繁盛！

価格設定の法則セミナー

価格戦略を立てた事はありますか？
「商品をいくらにすればいいか分からない・・」
「取引先に今の値段では高すぎて取り扱えないと言われた」
「マーケティングに基づく価格設定がしたい」
そんな事業者様に、（社）日本マーケティング協会マスターコース関西において「マーケ
ティング財務」と「価格戦略」の授業を担当する清水憲彦氏が、自社の利益を向上させつつ、お
客様にも喜ばれる価格設定術を教えます！※BtoBの事業をされている方もBtoCの事業をさ
れている方もどうぞ皆様ふるって御参加下さい。
講 師：清水 憲彦氏（スプリングプランニング代表）
開催日：平成30年12月13日（木）
時 間：18時30分～20時30分
（受付開始18時15分～）
場 所：吹田市文化会館メイシアター 集会室
対 象：中小企業の経営者、従業員 等

定 員：先着50名
主 催：吹田市
申込み：吹田市役所地域経済振興室へ
（TEL：06-6384-1356）
吹田市のHPで申込書をダウンロードできます。

No.449
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飲みやすい白い錠剤

Ⓡ

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。

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。
本

社／大阪府吹田市中の島町2-26

今すぐアクセス！

マロニー

TEL.06-6381-2626

誠意ある優良な施工

土木建築綜合請負

株式会社
■ 本社

検索

www.malony.co.jp

〒 564-0073 吹田市山手町 4 丁目 4 番 5 号

堀田工務店

TEL.06-6388-0235

■ 池田支店

■ 滋賀営業所

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
〒 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
発行所

吹田商工会議所

吹田市泉町2丁目17番4号

T E L 06（6330）8001

FAX 06（6330）3350
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井川 文夫
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