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会 頭　柴 田　 仁
吹田商工会議所

　明けましておめでとうございます。
　皆さま方におかれましては、お健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は当商工会議所の事業運営に対して、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
　今年は、今上陛下が4月30日に御譲位されて「平成」が終わり、皇太子殿下が翌5月1日に御即位さ
れて新たな元号になります。新しい時代の幕開けを、こぞって御祝い申し上げたいと思います。
　昨年を振り返りますと、大阪北部や北海道における地震をはじめ、全国各地で地震、台風、豪雨
などによる災害が頻発して、多くの人命や財産が失われ、大変厳しい年になりました。しかし、一
方、2025年の万国博覧会が大阪（大阪・関西万博）開催という嬉しい決定もありました。
　そして、吹田商工会議所では創立70周年という節目の年になりました。10月23日には「記念式
典」と「祝賀パーティー」を、ご来賓の方々をはじめ多くの会員の皆さまにご出席をいただき、ホテル
阪急エキスポパークにおいて盛会に開催することができました。これも永年にわたりご支援・ご協
力をいただいております皆さまのお陰であり、改めて感謝と御礼を申しあげます。
　さて、中小企業の業況は、総じて見れば改善傾向にありますが、依然として多くの中小企業では、
大企業との生産性の格差、経営者の高齢化、人手不足など多くの構造的課題に直面しています。中
でも、人手不足は60万人を超えて過去最高となっており、さらに、長時間労働の是正や同一労働同
一賃金といった「働き方改革」への対応にも迫られています。当商工会議所では、「事業承継相談窓
口」を設けるとともに、「従業員雇用支援」などを実施していますが、こうした厳しい局面のもとで、
活動は真価を問われ、その使命には大きなものがあると痛感しているところでございます。
　このような状況のもと、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、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
めております。その中で、「事業所訪問」は平成23年度から実施して今年度で8年目となりますが、
今年度は「会員皆さまの満足度」や「ご希望の事業・支援」などをお伺いするため、アンケートをお願
いしています。現在までの仮集計では「事業活動やサービス」に対する満足度は、「満足している」と
「ある程度満足している」は合わせて約63％となっており、そして「ご希望される事業・支援」につき
ましては、「資金調達相談」が一番多く、次に「販路や販売促進支援」、「補助金等申請支援」などと
なっています。今後は、このアンケート結果を踏まえ、今まで以上に期待される活動を行い、ご要
望に応えてまいりたいと考えています。
　結びに、皆さま方にとりまして、本年が実り多い飛躍の年となりますよう、また、ご事業が益々
ご繁栄されますよう祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

～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～

新 年 の ご 挨 拶



2 No.451

　　本年も宜しくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　平成31年正月

専務理事　井 川　文 夫　　　事務局一同

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
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柴　田　　仁
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　明けましておめでとうご
ざいます。
　吹田商工会議所会員の皆
様方におかれましては、お
健やかに新春をお迎えのこ
とと心よりお喜び申し上げ
ます。
　また、昨年は、貴会議所

設立70周年という大きな節目を迎えられ、
ますます本市の産業振興のため力を尽くされ
ておりますことに深く敬意を表するととも
に、市政推進に格別のお力添えを賜り、厚く
お礼申し上げます。
　本市では、「吹田市商工振興ビジョン
2025」に基づき、地域経済の循環と活性化
による都市活力の創造の実現をめざして、貴
会議所をはじめ関係機関との連携や協力を深
めながら戦略的な産業振興施策を展開してい
るところです。
　昨年、北大阪健康医療都市「健都」がオープ
ンしました。新吹田市民病院の開院、商業施
設「VIERRA（ビエラ）岸辺健都」の開業に続
き、本年7月にはいよいよ国立循環器病研究
センターが移転します。循環器疾病分野の予

防・医療・研究で世界をリードする健都のま
ちづくりを加速させるため、先進的な研究機
関や企業の集積を図るとともに、市内企業に
よる医工連携や産学連携を促進させてまいり
ます。
　本年3月には、おおさか東線の全線開通に
伴い、市域南部の新たな玄関口となる「南吹
田駅」が誕生します。新駅周辺地域を中心に
にぎわいが創出され、さらなる地域経済の活
性化につながるものと期待を寄せておりま
す。
　本市でいよいよ花開く大事業、この機を逃
すことなくまちの好循環につなげるため、商
工振興施策の推進により一層尽力してまいり
ます。今後も、魅力あふれる吹田市の強みを
伸ばすことができますよう全力で取り組んで
まいりますので、皆様方におかれましても一
層のご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
　結びに、吹田商工会議所のさらなるご発展
並びに会員皆様方のご健勝とご活躍、そして
本年が皆様にとりまして幸多き1年になりま
すことを祈念申し上げまして、年頭のごあい
さつといたします。

新年のごあいさつ
吹田市長　後藤　圭二　
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謹 賀 新 年◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆

吹田市商業団体連合会
今年もお買い物は下記の商店街、市場を宜しくお願い致します。

会　長　野 田　和 生 副会長　小 畑　敬 三 副会長　原　　成　美 副会長　西 田　宗 尚

青山台近隣センター商店街
旭通商店街（協）
片山商店会（協）
栄通商店会
佐竹台商店会
（協）佐竹ショップセンター
さんくす名店会商業（協）
新旭町通り商店街（協）

千里市場（協）
千里山商栄会
高野台商店会
竹見台商店会
津雲台商店会
ディオス北千里専門店会
トナリエ南千里テナント会
豊津振興市場（協）

豊津ファミリーショップ（協）
錦通商店街（協）
東片山商店会
日の出商店会
古江台商店会
本町通商店会
桃山台商店会
ゆらら藤白台商店会

平成31年　三村　明夫　日本商工会議所会頭年頭所感
明けましておめでとうございます。
平成31年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。

日本商工会議所　会頭 三村 明夫
　各地商工会議所の皆さまにおかれましては、各地域
の経済の発展、また日本商工会議所の諸事業に対して、
日頃から一方ならぬご支援・ご協力を賜り、年頭に当
たり厚く御礼申しあげます。
　世界経済は、IMFによれば、2018年の経済成長率は
プラス3.7％を維持するものの、2019年の見通しはプ
ラス3.9％からプラス3.7％に下方修正されました。こ
れは、主に米国トランプ政権の保護主義的な貿易政策
が、米中貿易摩擦などの形で徐々に具体化してきたこ
となどを反映したものであり、貿易摩擦が今後さらに
過激化すれば、さらなる下方修正リスクもないとは言
い切れません。
　わが国の国内情勢に目を転じれば、依然として個人
消費に力強さを欠くものの、経済が引き続き緩やかな
拡大傾向を続ける中で、需給ギャップも一昨年よりプ
ラスに転じ、賃金も上昇を続けており、もはやデフレ
ではない状況に達したといえます。今こそ、人手不
足・少子高齢化・低い生産性・地方の疲弊など、わが
国の構造的課題の解決に向け、生産性の向上などのサ
プライサイドの経済政策を推し進めるとともに、社会
保障の持続可能性の向上と財政健全化にも取り組むべ
きであります。昨年秋には安倍総理の3選も決まり、
世界に誇るべき安定的な政権運営基盤が整いました。

是非ともアベノミクスをステー
ジアップさせ、「足元の安心」か
ら「将来の安心」により軸足を移
した経済財政政策の検討と推進
を望みたいと思います。
　内外情勢がこのように大きく
変化する中、民間企業も自己変
革に取り組まねばなりません。
深刻化する人手不足にどう対応していくのか、AI・IoT
などの第4次産業革命における技術革新をどのように
活用して自らの生産性を高めていくのか、海外市場を
自らの成長にどう結びつけていけばよいのか。不確
実・不透明な時代であるからこそ、企業経営者は目の
前の課題をむしろチャンスとして前向きに捉え、自ら
果敢に挑戦すべき時を迎えています。
　最後に、今春には天皇陛下がご譲位され、「平成」が
終わり新しい時代の幕開けとなります。日本商工会議
所は「未来を拓く商工会議所」として、全国515商工会
議所のみならず、青年部、女性会との連携も今まで以
上に強化し、前述の課題解決に尽力するとともに、企
業、地域、ひいては日本経済の持続的成長の実現に向
けて全力で取り組んでまいります。
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「鉛フリーはんだ」の世界のリーディングカンパニー　（株）日本スペリア社
～顧客の五感＋第六感に訴えろ！～
『社長講演会・豊中事業所見学会』

工業部会主催

　日本スペリア社は、オンリーワンの金属接合材料で世界のものづくりを支える「大阪発」材料メーカーです。地球環境に有害な鉛を使
用しない「鉛フリーはんだ」を始め、地球環境保護に役立つ金属接合材料を、世界の製造メーカーへ提供しています。これからの「もの
づくり」は、世界のマーケットで戦っていかなくては生き残っていけないと考え、海外展開を企業戦略としており、同社の「SN100C」
は世界の鉛フリー棒はんだの1／3を占めるまでになっています。
　今回は、「何事も顧客の期待を裏切るな！顧客の五感に訴えろ！」を経営方針とする同社西村社長による経営講演会と、研究開発・営
業技術・品質保証の三部門を集約した同社の頭脳拠点「R＆Dセンター及び物流センター、豊中工場」を見学し、単に“もの”ではなく“技
術”を売る「大阪のものづくり企業」に学ぶ機会といたします。

◆開　催　日：平成31年2月15日（金）　
　＜当日のスケジュール＞・受付開始 14時30分　・社長講演 15時00分～　・見学会 16時00分～17時00分
　　金属接合用材料の製造、加工および研究開発関連の見学（豊中工場・物流センター・R＆Dセンター）
◆集 合 場 所：㈱日本スペリア社 R&Dセンター（大阪府豊中市勝部1-9-15）ドン・キホーテ豊中店すぐ横
　　　　　　　阪急宝塚線 曽根駅　改札出て左方向「曽根西町方面」徒歩約15分
◆定　　　員：先着30名（所属部会は問いません）
◆参　加　費：無料
◆締　切　日：平成31年2月8日（金）
◆お問合せ先：吹田商工会議所　担当宛　TEL：06-6330-8001

※お申込・詳細は、本誌の折込チラシをご覧下さい。
代表取締役社長
西村　哲郎 氏

2019障がい者就職応援フェア in すいた
~ 障がい者の就職を応援します ~

● 日 程:2019年2月8日（金） 13時00分～16時00分　（受 付 12時30分～15時30分）

● 会 場:メイシアター 1階 （吹田市泉町2丁目29-1）【アクセス】 阪急吹田駅　徒歩約1分

◇就職面接会及び求人に関するお問合せは
　　ハローワーク淀川　専門援助第1部門　TEL 06-6302-4771（部門コード43♯）　FAX 06-6886-3868
◇当日のイベント全般に関すること
　　吹田市地域経済振興室　TEL 06-6384-1365　FAX 06-6384-1292
　　吹田商工会議所　　　　TEL 06-6330-8001　FAX 06-6330-3350

問 合 せ 先

★参加事業所と面接ができます。
★参加事業所については1月中旬頃に公開予定です。
　※詳細につきましては、吹田商工会議所・吹田市・ハローワーク淀川HPにて公表いたします。
★就職活動や生活上の相談に専門機関の担当者が応えます。

就 職 面 接 会

就労・生活相談コーナー
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〈新たにご入会いただいた事業所〉  （H30.11.1～11.30　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
MSジャパン（株） 吹田市片山町 装置メーカーである韓国の親会社の装置の販売、親会社

の営業サポート
心路（株） 吹田市江坂町 福祉用具販売・人材派遣
Petra tou Romiou 吹田市上山手町 ふんどしランジェリーrelaxty製造・販売

建　　　設
イワシタ電気 吹田市上山手町 電気工事

（株）リ・コート 吹田市穂波町 マンション・オフィスビル・公共施設他　リフォーム改
修工事業

不　動　産 （株）クリエイトネクスト 吹田市高城町 不動産売買

専門サービス

サンエー（株） 吹田市岸部南 歯科技工所
（同）シルバーチェーン 吹田市千里山西 訪問看護ステーション
田嶋税理士事務所 吹田市豊津町 税理士
行政書士 ボアソルテ法務事務所 吹田市山手町 行政書士業務（中小企業・創業者支援）

サービス業 （株）阪急メディアックス
  エテルノ阪急千里 吹田市古江台 葬祭業

≪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。

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

　新卒から大手機械メーカーに就職し、営業として仲
間と一緒に働いて評価をされる会社員生活は本当に楽
しく充実していました。ところが、5年前、夫の転勤に
伴い大阪に引っ越しをして、仕事を辞めることになり、
それまでの仕事も人間関係も失いました。知人友人が
いない中で、育児と家事の毎日。自分というものが分
からなくなって、孤独感と喪失感に押しつぶされそう
になりました。ちょうどその頃、ふんどしパンツとい
うものをSNSで知って履いてみたら、すごく楽でハ
マってしまいました。体の締め付けがないことで、五
感が敏感になり、メンタル面や考え方も柔軟になれた
と感じました。女性が緩んで柔らかくいれたら、もっ

新入会員インタビュー Petra tou Romiou

と幸せを感じられるだろうなと思い、本格的に事業を
立ち上げ、オリジナルのふんどしランジェリーrelaxty
（リラックスティ）を開発・販売することにしました。

事業内容コンセプト

　「すべての女性が自由に夢を描き輝ける世界へ」
多くの女性にはもっと自由に輝いてほしい。そのため
には心と体を緩めるrelaxtyを広めていきたいと思って
います。女性はライフステージで様々な役割を求めら
れ、それを遂行するために制約をされたりもします。
「母親になったらこうあるべき、妻としてこうあるべ
き」という枠で自分を押しつぶすよりも、女性が生き生
きと夢を語り、楽しく生きることは、よりよい未来に
つながると感じています。自由で輝く自分らしい生き
方にシフトするきっかけになるような機会をご提供し
ていきたいです。

今 後 の 展 開

　商品の販売だけでなく、女
性が枠にとらわれずに、自身
の夢をもっと自由に語り行動
できる環境、意識、場づくりをしていきたいと思って
います。くしくも、2025年開催の大阪万博では
SDGsが大きなテーマとなっています。SDGsの担い手
としての次世代・女性のエンパワーメントに貢献する
活動をしていこうと思っています。すべての女性が、
幸せと喜びとともに、自由に夢を描き輝ける世界にな
るような活動を展開していきます！

事業所名：Petra tou Romiou 
所 在 地：〒565-0841 吹田市上山手町24-3-102
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6155-9022
Ｆ Ａ Ｘ：06-6155-9002
営業内容：ふんどしランジェリーrelaxty製造・販売

ふんどしランジェリー
と

女性の生き方

Petra tou Romiou
代 表 麻生 幸子 氏
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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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　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、大阪ガス株式会社 北部事業所 副支配人 定平有弘氏をお迎えし、大阪ガスの地域事業や戦略についてお話を伺います。そ
の後、昼食を交えて懇談を行います。
　詳細につきましては、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9回 会議所懇話会「いきいき会」
平成31年2月13日（水）　開催のご案内

　消費税率引き上げに伴う反動減対策に関する議論が盛り上がっ
ている。
　安倍総理は2018年10月15日の臨時閣議において、19年10
月に消費税率を法定通り10％へ引き上げる予定であり、「あら
ゆる施策を総動員し、経済に影響を及ぼさないよう、全力で対応
する」と述べた。
　この決定を受けて、筆者は、おかげさまで従来にも増して多忙
になった。
　10月21日の朝には、NHKの看板番組である「日曜討論」にス
タジオ生出演させていただいた。また、岸田文雄・政務調査会長
が本部長を務めている、自由民主党の経済成長戦略本部でも「消
費税率引き上げに伴う駆け込み・反動減対策について有識者ヒア
リング」という議題で、1時間程度お話しさせていただく貴重な機
会を賜った。
　筆者は、消費税率引き上げに伴う反動減対策に関連して、留意
するべきポイントは以下の5点だと考えている。
　第一に、所得階層別のデータを用いた分析を行うと、前回（14
年4月）の消費増税時には、高所得世帯ほど駆け込み需要が大き
いという傾向が見られた。この点を踏まえれば、景気という側面
だけから考えると、高所得者に対して手厚い反動減対策を講ずる
方が効率的である。しかしながら、高所得者への手厚い対策は
「逆進性」を強めることになるので、到底国民の理解は得られない
だろう。すなわち、言葉を換えれば、消費税の反動減対策策定の
難しさの本質は、「増税に伴う景気変動を平準化する」という「効
率性」の問題と、「消費増税に伴う逆進性を緩和する」という「公
平性」の問題がトレードオフの関係にある点にほかならないので
ある。
　第二に、品目別のデータを用いた分析を行うと、前回の消費増
税時には、住宅・リフォームや耐久財（自動車や家電など）、半耐
久財（衣料品やアクセサリーなど）を中心に駆け込み需要が発生し
た。今回、住宅や自動車に対しては、手厚い反動減対策が講じら
れるとみられていることを勘案すると、家電や衣料品・アクセサ
リーなどに対して何らかの対策を講ずるか否かが、一つの論点と
なろう。
　第三に、19年10月の消費増税による家計の純負担額は2兆～

3兆円と、前回（約8兆円）を大幅に下回る見込みだ。家計の実質
可処分所得の増加を1年分抑える程度の影響であり、雇用・所得
環境の改善が続く中、増税時には一定の反動減対策が実施される
ことを勘案すると、景気が腰折れする可能性は限定的である。
　しかしながら、第四に、「2019年問題」という日本経済が抱
える「テールリスク（確率的には極めて低いものの、万が一発生す
ると甚大な悪影響を及ぼすリスク）」の存在には細心の注意が必要
だ。「トランプ政権の迷走」といった複数のリスク要因が顕在化
すると、日本の実質GDP（国内総生産）は最悪のケースで4％程
度悪化する。こうした点を踏まえて、筆者は、中長期的に財政再
建を進める上で、今回消費増税の「成功体験」をつくることが極め
て重要であり、ある種の「民主主義のコスト」として、万全の駆け
込み・反動減対策が必要だと考えている。
　第五に、現在検討されている反動減対策の多くは高所得者ほど
恩恵を受ける内容だ。国民的な理解を得つつ、景気の振幅を抑え
るためにもメリハリを利かせた制度設計が不可欠である。例え
ば、プレミアム商品券の利用対象を増税後に負担増となる低所得
者や、40歳代の子育て世代とすることなどが考えられる。また、
住宅関連では、耐震・省エネ・バリアフリーに資するリフォーム
支援策などを柱とすることも一案であろう。

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。

消費税率引き上げに伴う�
� 反動減対策をどう考えるか？



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 「ガンバるタウン吹田」のご案内
　吹田商工会議所青年部は、吹田が「ガンバ大阪のある街」として一つになるために、今年度、ガンバ事業の集大成として、「2018 吹
田ガンバる」事業を進めています。
　まずは、先日、事業の柱の一つとして、吹田の情報サイト「ガンバるタウン吹田」（https://gambarutown-suita.com/）を制作・
公開しました。
　この「ガンバるタウン吹田」は、吹田市内のグルメ・イベント・お店の情報やガンバ大阪の情報をお届けするポータルサイトです。
「＃ガンバる吹田〇〇」（例えば「＃ガンバる吹田グルメ」「＃ガンバる吹田のお店」「#ガンバる吹田ここから応援」など）のハッシュタグ
の付されたインスタグラムの最新の投稿を表示することによって、吹田の「今」を吹田市民にお届けします。
　「ガンバるタウン吹田」は「吹田が、もっと、楽しくなる」ウェブサイトです。
　会員の皆様も、「ガンバるタウン吹田」をご覧いただき、また、「＃ガンバる吹田〇〇」のハッシュタグを付けたインスタグラムの投
稿で、「ガンバるタウン吹田」のフォロワーに向けて吹田の魅力を発信して下さい。
　「2018 吹田ガンバる」事業はウェブサイトの制作・公開だけにとどまりません。
　この事業の目的は青年部の枠を越え、吹田全域に事業者の交流の輪を広げ、吹田の経済発展の一助とすることにあります。そこで、
この目的の達成に向け、事業者の交流団体「ガンバるタウン吹田」を設立しました。
　この団体に登録いただければ、ウェブサイト「ガンバるタウン吹田」により、市民向け・事業者向けに事業PRや求人情報を発信する
ことができ（一部のサービスにつきフェイスブックアカウントが必要です）、また、事業者交流会に参加することができます（第1回の交
流会は2月20日19時からの予定です）。
　会員の皆様も、是非、交流団体「ガンバるタウン吹田」に登録をお申し込みいただき、市民へのPR・他の事業者との交流により、新
たなビジネスのチャンスに繋げて下さい。

「吹田が、ガンバで、一つになる」。
　青年部の「2018 吹田ガンバる」事業へのご賛同とご協力をお願い致します！

問い合わせ先　吹田商工会議所青年部　06-6330-8001

・ウェブサイト「ガンバるタウン吹田」は、左のQRコードからご覧下さい。
・ 交流団体「ガンバるタウン吹田」への登録は、右のQRコードからお申込み下さい（入会審査を行います）。

　「どうすれば売れるのか？」と悩む営業マンや経営者の方のための研修講座です。
講師は、13万部超のベストセラー本の著者である、佐藤昌弘 氏です。マーケティングや心理学の理論、
そして、3,000件を超えるコンサルティング実績から導き出された「売れる力学」を解説いただきます。
　結果を出すために、どんな方でも今日から実践できる営業術を学んでみませんか。

■開催日：平成31年2月6日（水）　10時～16時
■会　場：吹田商工会議所 3階 大会議室
■講　師：株式会社マーケティングトルネード
　　　　　代表取締役　佐藤　昌弘 氏
■受講料：会員　8,640円/名、一般　16,200円/名
■定　員：50名（先着順）
※詳細及びお申込みは、以下のホームページをご覧ください。
　営業力強化講座詳細ホームページ　https://suitacci.com/?p=4910

営業力強化講座　開催のご案内
「顧客満足度を高め、業績を伸ばすための営業術」

－既存客からの売上アップのために「リピート」や「紹介」を促進する方法－

佐藤　昌弘 氏



□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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ホテル、レストランのような�
� 美しい工場のHILLTOP株式会社

　京都駅から近鉄京都線に乗り大久保駅で下車、そこから
15分ほど歩いた宇治市の京都フェニックス・パークの一角
に目立つ建物がある。その建物は、東側は全面ガラス張り、
外観はピンクの5階建てで、 “これが工場か”と見間違うほ
どなのである。
　この美しい建物こそ、今や国内はおろか、米国のシリコ
ンバレーにおいても高い評価を受け成長発展している
「HILLTOP株式会社」の本社工場である。
　もともとは自動車部品を製造する2次下請け企業であり、
主製品もどこでもできるような少品種大量生産部品であっ
た。それ故、ここに移転する前までの工場はいわゆる3K職
場で、社員の大半は油まみれであった。加えて、取引先か
らの低単価発注は日常的であるばかりか理不尽な取引を強
要されることも多く、不安定な経営を余儀なくされていた。
　こうした中で大学を卒業し、母親に強く請われ入社した
現副社長である山本昌作氏は、「こんな仕事は楽しくない」
「面白くない」と考え、脱下請け・脱取引先依存の経営にか
じを切ることを決断し、変革に命懸けで取り組んだ。その
五つの変革は「人を変える」「本社を変える」「つくる物を変
える」「つくり方を変える」そして「取引先を変える」であっ
た。
　これらの変革は容易なことではなかったが、山本正範社
長や山本昌作副社長をはじめ、その変革に呼応した社員が
命懸けともいうべく気迫で取り組んだ。ついには努力と苦
労が実り、今日の繁栄に至っている。
　変革の前は、自動車の量産物で競争見積もり的な部品が
多数であった。現在の主製品は、小ロット・高難度・短納
期の宇宙機器や航空機に加えて、特殊なロボットの部品加
工などである。また、その受注品・開発品の80％は、わず

か1個か2個といった特注品であり、その取引先の数は、国
内だけでなんと2,000社を超すという。加えていえば、
2014年に米国のシリコンバレーに単独進出したこともあ
り、すでに全米800社以上からの注文を受けている。その
中には、あの「ウォルト・ディズニーカンパニー」や
「NASA」さらには配車アプリで著名な「ウーバー」からの注
文もあるという。
　先般、機会があって、同社の本社工場を訪問させていた
だいた折、驚いたことは、工場でありながら食堂はもとよ
り、生産現場もまるでホテルのレストランのようにすてき
な場所であったこと。そして、そこで食事をしている社員
たちの自信と幸せに満ち満ちた目つき・顔つきをいまだに
忘れることはできない。

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。

サービス業部会主催見学会のご案内
「人と防災未来センター見学と酒蔵の料亭の昼食と神戸中華街」参加者募集！

　サービス業部会では、平成31年2月5日（火）にバス日帰り見学会を開催いたします。今回
は、阪神淡路大震災記念『人と防災未来センター』の見学や、南京町の散策、酒蔵の料亭『さか
ばやし』にて、地元の旬菜を生かした会席料理をいただきます。吹田商工会議所の会員様でし
たら部会に関係なくご参加いただけます。是非皆様ご参加ください。
　詳細は吹田商工会議所ホームページ、または、今月号の折り込みチラシをご覧下さい。
（工業部会視察会と両面刷りになっております。）

お問合せ先：吹田商工会議所　サービス業部会担当（TEL：06－6330－8001）
日　　時：平成31年2月5日（火）　9：30～16：00（予定）
集合場所：吹田泉郵便局前（メイシアター南隣）
集合時間：9：30（時間厳守）
定　　員：28名　※先着順に定員になり次第、締め切ります。
参 加 費：おひとり　5，000円（当日お持ちください）
※集合場所には駐車スペースがございませんので、公共交通機関でお越しください。
※当日キャンセルの場合は、代理の方をお願いいたします。
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40周年にむけて！
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「第23回　関西大学 先端科学技術シンポジウム」のご案内
メインテーマ:「超スマート社会の実現に向けた新技術の潮流」

　関西大学先端科学技術推進機構では、本学理工学系の研究成果を知っていただくとともに、本学と
新たな産学官連携を探る場として、今年もシンポジウムを開催いたしますので、ぜひご参加ください。
（参加費は無料です。）

　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。

　今回のセミナーでは、この先30年後も存続できる企業である
ために、「一時的に」自社の製品・サービスを購買してもらうだ
けの手法ではなく、自社にとって顧客に「永続的な」ファンになっ
ていただくことを目指すためのプロモーションを学びます。

＜今回のセミナーの主な項目＞
　①プロモーションとは
　②間違ったプロモーション活動は逆効果
　③顧客獲得のための“プロモーション手法”
　④ 固定客（ファン）へとつなげるための“プロモーションス

トーリー”

※ 詳細・御申込は、本誌折込チラシ・当所ホームページをご覧く
ださい。

◆講　　　師：㈱リフェイス　中村　佳織 氏
◆開　催　日：平成31年3月8日（金）
　　　　　　　15：00～16：30
◆会　　　場：吹田商工会議所 3Ｆ 大会議室
◆定　　　員：先着30名
◆参　加　費：無料
◆対　象　者： 事業承継や売上拡大に関心のあ

る方で、当日、記名でのアン
ケートにご協力頂ける方

◆お問合せ先：吹田商工会議所　担当宛 　
　　　　　　　TEL：06-6330-8001

●日　時：2019年1月24日（木）11:00～17:15（終了後交流懇親会）
　　　　　        　1月25日（金）10:00～17:15　
●場　所：関西大学千里山キャンパス　100周年記念会館（阪急千里線「関大前」駅下車徒歩5分）
●内　容：特別講演「次代を紡ぐR&D-Insight　～日本のイノベーション機会～」
　　　　　国立研究開発法人科学技術振興機構　研究開発戦略センター　総括ユニットリーダー／研究監　永野　智己 氏 ほか、
　　　　　招待講演28件、一般講演54件、ポスターセッション（初日）

>>お申込、詳細は「第23回関西大学先端科学技術シンポジウム」ホームページをご覧ください。<<
URL：http://www.kansai-u.ac.jp/ordist/news/info/2018/11/232019124-25-1.html

吹田商工会議所主催：大阪府事業承継ネットワーク事業
『“永続的な”売上拡大のためのマーケティングセミナー』

～30年後も企業を“存続・発展”させるために～

株式会社リフェイス　代表取締役
中小企業診断士　中村 佳織 氏

第36回 吹田産業フェア出展事業所募集のご案内
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　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。

◇日　　時：2019年3月12日（火）
◇会　　場：吹田商工会議所 3階 大会議室
◇時　　間：受付開始 14：30
　　　　　　第一部　15：05～16：05　　講師：大村　和彦 氏
　　　　　　第二部　16：15～17：15　　講師：麻生　幸子 氏
◇参 加 費：会員無料　未会員1,000円
◇定　　員：50名
◇申込期限：2019年2月28日（木）
　　　　　　第三部　懇親会：18：00～　お一人3,000円

会場は後日お知らせいたします。
（詳細については、同封のチラシ申込書をご覧ください）

■開催日：平成31年1月31日（木）
■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：1月29日（火）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29回 吹田市起業家交流会 at 江坂 開催のお知らせ

~平成30年度吹田商工会議所　情報通信部会セミナーのご案内~
共催：金融部会、交通運輸部会

中小企業で活用できる クラウドファンディング

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～21時50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


