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暮らしの中に一輪の花を飾ることで
 前向きな力が湧いてくる
有限会社 ポチ　代表取締役

花飾人　宮内　孝之 氏
　有限会社ポチは平成10年に創業され、舞台やイベント
会場等の花による空間装飾、庭園や店舗等のデザイン及び
ガーデニング、そして、フラワーショーの開催、生花小売
等を業務とされています。
　創業者である宮内孝之 氏は、日本有数のフラワーアー
ティストとして全世界を股にかけてご活躍されています。
2009年には外務省より依頼を受け、日米首脳会談にてオ
バマ大統領に薔薇の花絵を献上される等、多くの活動実績
をお持ちです。
　平成29年には著書「魔法の花風水」を出版され、さらに、
今年春頃には「幸せを呼ぶ花風水」を出版される予定です。
代表取締役の宮内孝之 氏にお話を伺いました。 代表取締役　宮内　孝之 氏
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― 独立開業されたきっかけを教えてください。
15歳の頃から花市場で働いていましたが、その頃は

自分が独立して現在の仕事をしているとは想像もして
いませんでした。独立を決めるきっかけになったのは、
18歳の頃に遭った交通事故です。約1年間入院して寝
たきりの中、お見舞いに持ってきていただいた花を見
ながら、事故を経験して生き延びた今、自分には何が
できるのかと考えました。そのときに、自分の35歳ま
での人生設計を考え、30歳で独立すると決めました。
それから退院した後は、30歳で独立するためには何を
しなければいけないか考え、華道家の先生への弟子入
りや海外留学など、独立に必要だと思うことを経験し
て30歳で独立しました。

―宮内社長が考える花の魅力について教えてください。
例えば、山や花畑に行くと前向きな気持ちになれる

と思います。実際に、花を見ることによって「幸せホル
モン」と言われる脳内物質セロトニンが分泌されるとい
う研究報告もあります。花は心の穏やかさや優しさを
気付かせてくれ、プラス思考にしてくれます。何気な
いものかもしれませんが、生活の中に花が1輪でもあ
れば気持ちが前向きに変わります。

― 花風水とはどのようなものですか。また、花風水
を考案されたのはなぜですか。

花風水は、風水の考え方をベースに目的やシチュ
エーションに応じた花の選び方や飾り方を導き出すも
のです。風水の先生に弟子入りして勉強し、花風水を
考案しました。花は、「贈り物のため」や「お供えのた
め」など、目的を持って買われる方がほとんどです。花
風水を考えたのは、例えば仕事帰りに花屋さんに立ち
寄って、1輪の花を買って自宅に飾るといった、「花を
飾る」という習慣が少しでも浸透してほしいという思い
があるからです。花を飾ることの理由を花風水で説明
することで、花を飾り、花の持つパワーを感じるきっ
かけになってほしいと思っています。

― 宮内社長は常に新しいことを考え、行動されてい
ますね。

どんな小さなことでも、夢と目標は常に持たないと

いけないと思ってい
ます。夢は手に届か
ないような遠いもの
で、目標は達成のイ
メージができるもの
です。夢があって、
目標があって、目標が達成できれば、夢が少しずつ目
標に変わり、そしてまた新しい夢ができます。人生は
その繰り返しだと思います。夢や目標を持てば、少々
壁にぶつかっても乗り越えることができます。

― 夢や目標を実現させるためには何が必要だと思い
ますか。

まずは、夢や目標を言い続けることです。私がオバ
マ大統領に花絵を献上させていただけたのは、ずっと

「大統領に花を贈りたい」と言い続けていたので、それ
を聞いていた方からご縁を頂くことができて実現しま
した。人から笑われるような夢でも、発信して行動す
ることで実現に繋がっていきます。たとえ失敗したと
しても、なんでも挑戦することが大切です。行動とい
う面では、人よりも半歩先に出るようなことをしなけ
ればいけません。今の時代は流れが速いので、スピー
ド感も重要です。また、ダメなときは撤退する勇気、
その判断力も必要です。会社を経営して約20年、良い
こともあれば、大変なことも多くありました。マイナ
スのことがあったとしても、発言や行動といったアウ
トプットは前向きに、プラスのものにして、そして考
えて行動する。それが夢や目標を実現できる力になる
と思います。

― 宮内社長の今の目標を教えてください。
花風水をきっかけに、暮らしの中に花を飾る習慣を

広めたいです。そして、花き業界全体がもっと活性化
していくことを目指しています。それが私の使命だと
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
のご発展をご祈念申し上げます。

有限会社ポチ（本店 / アトリエ）
〒564-0073　吹田市山手町3-16-4

TEL (06)6368-5587　　FAX (06)6368-5387

i.pochi （店舗）
〒530-0002　大阪市北区曽根崎新地1-2-16

TEL (06)6442-8755　　FAX (06)6442-8756
http://i-pochi.site/

宮内 孝之 公式ホームページ
https://takayukimiyauchi.jimdo.com/

一般社団法人 
日本花風水鑑定士協会 ホームページ
https://www.hanafuusui.com/

宮内 孝之 著
岡田 有未 監修

『魔法の花風水』
（青月社 2017年）

宮内 孝之 著
『幸せを呼ぶ花風水』

（自由国民社）2019年春 発売予定
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　1月7日（月）午前11時より、吹田商工会

議所主催、吹田市商業団体連合会協賛によ

る、恒例の「新年懇談会」を吹田市民文化会館

（メイシアター）のレセプションホールにて開

催致しました。当日は、政界、官公庁、各団

体などからご来賓と、商工会議所の役員・議

員や会員など、総勢400名を超える方々に

ご出席をいただきました。ご来賓を代表して

後藤吹田市長からご挨拶を、川本吹田市議会議長からは乾杯のご発声をいただきました。柴田会頭から、昨

年は創立70周年となり、祝賀行事を盛況のうちに開催できたことへの

お礼と、今年も経営上の課題解消について伴走した支援で取り組み、会

員満足度の向上に努め、期待される商工会議所をめざしていくとの挨拶

がありました。会場では、ご来賓のご紹介や青年部から「ガンバるタウ

ン吹田」（https://gambarutown-suita.com）のPRなどがあり、その

後、ご出席者による賀詞交換が

行われ、新年を迎えるに相応し

い活気溢れる懇談会となりまし

た。そして、野田吹田市商業団

体連合会会長の中締め挨拶を

もって、盛況のうちにお開きと

なりました。

　新年を迎え、新たな気持ちで皆さま方のご事業

の繁栄祈願と会員間の交流を図っていただくため、

会議所視察見学会として「伊勢神宮正式参拝」を企

画いたしました。

　当日は冬空のもとでしたが、総勢41名のご参加

をいただき平成の時代最後となる伊勢神宮の外宮

と内宮の参拝をいたしました。内宮では正式参拝

として、柴田会頭の記帳のあと、玉砂利を踏みしめ乍ら、みとばりの中に全員入って中重鳥居からご参拝を

させていただきました。その後、神楽殿に移り、神職による「祝詞」の詠唱が始まり、雅楽の演奏に合わせ巫

女による舞を奉納いたしました。参加者全員が、静寂の中で、凛とした空気を味わい、気持ちを新たにした

ひとときでした。往復バスでの旅となりましたが、無事終えることができました。

吹田産業界の繁栄を願って
平成31年吹田商工会議所「新年懇談会」を開催

～会議所視察見学会～
平成31年1月16日　伊勢神宮に正式参拝
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　吹田市と摂津市にまたがる北大阪健康医療都市（愛称：健都）では、昨年末に市立吹田市民病院の移転開院、複合
商業施設・ビエラ岸辺健都が開業しましたが、同地の核施設となる国立循環器病研究センター（国循）は今年7月に
運用開始となり、もうすぐまちは本格的と動き出します。
　健都は、複合医療産業拠点（医療クラスター）の形成を目指してまちづくりが進められています。国循に隣接する
健都イノベーションパークは、企業や大学等の研究機関、サテライトオフィス等の進出用地として位置づけられて
おり、これから開発が進みます。その開発計画について、吹田市並びにフラッグシップ企業として立地することに
なるニプロ㈱様からお話しを伺う機会をつくりました。是非ご参加ください。

　吹田産業フェアは、吹田市内の事業所と市民とがふれあう絶好の場です。
　吹田産業フェアにて配布するチラシに広告を掲載し、あなたの事業所をPRしませんか。
　吹田市内10万戸以上の住宅・事業所に配布！また、市内公共施設等への設置も併せて行います。

〔募集要項〕
 1．募  集  対  象：吹田市内の事業所
 2．チ ラ シ 体 裁：Ａ3版2ツ折カラー4ページ
 3．発　 行　 日：平成31年4月下旬
 4．広告スペース：1枠　Ｈ37ｍｍ×Ｗ68ｍｍ
 5．広  告  料  金：1枠単価　30，000円（税込）
 6．広告掲載位置： 吹田産業フェア実行委員会にて決

定いたします。
 7．募集数（上限） ：40枠
 8．申  込  締  切：平成31年2月22日（金）まで
   　　　　　　　※申込先着順

 9．原  稿  締  切： 平成31年3月1日（金）まで（メール
にてデータをお送り下さい）

10．お 問 合 せ 先： 吹田産業フェア事務局（吹田商工会
議所内）　

   　　　　　　　TEL：06-6330-8001
   　　　　　　　MAIL：hiramatsu@suita.cci.or.jp

※ 吹田産業フェアについては、オフィシャルサイト
（https://suita.jp/）をご参照ください。

※お申込みは、本誌折込チラシにてお願いいたします。

3月15日（金）に岸部市民センターで
「健都イノベーションパーク開発セミナー」を開催します！

第36回吹田産業フェア　広 告 大 募 集
～市民のみなさまへ大々的なPRを！～

■日　時：平成31年3月15日（金）14：00～15：30
　　　　　※終了後、健都現地見学会を開催します（希望者のみ、1時間程度）
■場　所：岸部市民センター　2階多目的ホール（JR岸辺駅徒歩9分、阪急正雀駅徒歩2分）
■参加費： 無料（事前申込要、3月8日締切）
■主　催：吹田商工会議所・摂津市商工会
■詳細・申込：同封の折込チラシ 又は　https://suitacci.com/?p=5054
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （H30.12.1～12.31　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
（有）サーチディストリビューション 吹田市江の木町 スポーツ用品、ファッション雑貨の輸入卸及び企画

生産卸売
NIJUGO 吹田市千里山東 パン製造・小売

工　　　業
エコテクノ・ループ 吹田市原町 省エネ機器設計・販売・設置工事
タケックス（株） 吹田市江坂町 竹を原料とする抗菌剤等の製造販売

建　　　設
clutch 吹田市豊津町 住宅・店舗の内装デザイン・設計施工
KOJテック 吹田市五月が丘西 塗床工

専門サービス

吹田・義整骨院 吹田市高浜町 整骨院
（株）テクノプラン 吹田市南金田 機械設計・技術者派遣業

Freeb（株） 吹田市豊津町 web集客セミナー、web集客コンサル、アフィリエ
イト事業、フィットネス事業

村上由紀税理士事務所 吹田市南金田 税理士業
森山経営事務所 吹田市千里山西 コンサルティング

サービス業
mk design 吹田市南正雀 広告デザインの制作・加工（主にチラシ、DM、名刺

など）
BAR BER SHOP HAMAGUCHI 吹田市朝日町 理容業

（特）建　設 進弘 茨木市真砂 防水工事業

（特）専門サービス
UKパートナーズ（株） 大阪市中央区伏見

町 事業再生、事業承継

吉田総合会計事務所 大阪市淀川区宮原 公認会計士・税理士事務所

（特）サービス業
（株）サンドライビングスクール
 吹田茨木 摂津市桜町 大阪府公安委員会指定技能試験免除自動車教習所

NEN 豊中市寺内 美容業
≪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
　昭和60年、私は、准看護師として吹田市内の病院に
勤務し、18年前からケアマネジャーとして介護の現場
で働いてきました。8年前からは、訪問看護・介護ス
テーションや有料老人ホームのマネジメントをする立
場となり、看護師やケアマネのサポートを続けてきま
した。定年を数年後にひかえ、後10年は働きたいとい

新入会員インタビュー SORA訪問看護ステーション

う思いとこれまでの組織では出来なかったアイデアを
実現できないかとの思いで、独立起業することを決意
いたしました。「住み慣れた我が家で最後まで暮らし
たい」という療養者とご家族の思いに応える事業を、自
分自身の仕事の集大成として進めてまいります。

企 業 の 特 徴
　「在宅での看取り」を究めた事業所を創ります。自宅
で最期を迎えるということは家族だけでは不安があり、
実際にはなかなか実施されておりませんが、現在の病
院だけでは増え続ける患者さんに対応できない状況と
なってきています。患者さんをご家族が安心して生活
の延長の中で見守ることができ、日常と変わらない空
気感の中で和やかに最後の瞬間を迎える「在宅での看取
り」をサポートしたいと思います。

今後の展望と思い
　今後はできるだけスタッフを増やし、多くの人が我
が家で最後まで過ごせる緩和と看取りのケアを24時間
体制で行える体制を整備していきたいと思います。千
里山を拠点として、在宅での介護や看護を必要とする
人、その家族、そして、そのケアを担う人たちの大き
なネットワークを創りたいと考えています。

事業所名：SORA訪問看護ステーション
　　　　　（合同会社シルバーチェーン）
代 表 者：三輪　さよ子（ミワ　サヨコ）
開　　業：平成31年1月
所 在 地：吹田市千里山西1-25-21
　　　　　ストロングハイツ1F
Ｔ Ｅ Ｌ：06-7161-8617
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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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　足元の日本経済は緩やかな回復軌道をたどっている。
大和総研では、2019年のわが国の実質GDP（国内総生
産）成長率を前年比＋1.1％と予想している。日本経済
は、海外経済の悪化を背景に外需寄与度が剥落（はくら
く）し、在庫調整が継続することなどが悪材料となる一
方で、消費増税を控えて政府が景気下支えの姿勢を強め
ていることや、原油安の進展などが好材料となり、緩や
かな景気拡大を続ける見通しである。
　ただし、19年の日本経済は「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）」に、細心の注意が必要となろう。
　筆者は、こうしたテールリスクを総称して「2019年
問題」と呼んでいる。大和総研のシミュレーションによ
れば、（1）トランプ政権の迷走、（2）中国の過剰債務
問題、（3）「Brexit（英国のEUからの離脱）」を受けた
欧州の混乱、（4）中東情勢緊迫化を背景とする原油高、

（5）わが国の残業規制の強化に伴う個人所得の減少と
いったリスク要因が顕在化すると、日本の実質GDPは
最悪のケースで4％程度悪化する。これは「リーマン・
ショック」に匹敵するほどのインパクトである。
　アベノミクスに関しては、基本的な方向性は正しいも
のの、従来の「第一の矢」である「大胆な金融政策」という
カンフル剤に頼り過ぎている点が問題である。
　1962年に米国のケネディ大統領が残した「屋根を直
すのは晴れた日に限る」という有名な言葉がある。この
言葉を現在の日本に当てはめれば、アベノミクスの効果
などから景気の良い今こそ、（1）労働、農業、医療・
介護などの分野における、いわゆる「岩盤規制」を緩和し

「第三の矢（成長戦略）」を強化、（2）社会保障制度の抜
本的な改革を通じて財政規律を維持といった、やっかい
な課題に正面から取り組み、30～50年程度先の未来を
見据えて、中長期的に持続可能（サステナブル）な成長基
盤を整備することが肝要である。
　第一の「岩盤規制」の緩和という面では、今後、わが国
が取り組むべき成長戦略の「宝の山」は労働市場改革であ
る。

　現在、日本のサービス業の労働生産性は米国の半分程
度にすぎない。わが国ではサービス業が経済の7割程度
を占めているため、仮に労働生産性を1割改善すること
ができれば、名目GDP（国内総生産、産業計）は7％強

（30兆円程度）、さらに労働生産性が米国並みに上昇す
る場合には、名目GDPが60％以上（260兆円弱）増加
する計算となる。労働生産性の向上を実現するために
は、外国人労働力の活用などを通じてダイバーシティ

（多様性）を高め、イノベーション（技術革新）を加速させ
ることが鍵になるだろう。
　第二に、今後、アベノミクスが取り組みを強化するべ
き課題として、財政再建が指摘できる。
　最終的に財政再建の成否は「社会保障制度の改革を実
現できるか否か」にかかっている。わが国の社会保障は

「中福祉・低負担」から、徐々に「高福祉・低負担」の状態
へと近づきつつある。今後は社会保障に関係する個々の
改革の中身・工程をしっかりと示しつつ、制度の持続可
能性にかかる不確実性を減らしていくことが不可欠であ
る。
　「大衆迎合主義（ポピュリズム）」に陥ることなく、「国
民にとって耳の痛い構造改革」を果敢に断行して、持続
可能な経済成長の基盤を強化することができるか？――
まさしく、2019年は安倍政権の真価が問われる年にな
るだろう。

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。

2019年は安倍政権の 
 真価が問われる年に



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 吹田商工会議所青年部 入会募集中！
　吹田商工会議所青年部は、吹田商工会議所の全面的なバックアップの下、同会議所の将来を担うべき青年経済人
の集いとして設立されました。
　同青年部は現在、180名を超える会員で構成され、活動内容は多岐に
わたり、吹田商工会議所の活動及び地域経済の活性化、地域貢献を目的
として、1～2ヶ月毎に開催する例会をはじめ、講演会や各種研修会、交
流会の開催、「吹田産業フェア」や「吹田ガンバる」といった地域イベント
参画など活発に活動しております。また、近畿や全国の商工会議所青年
部との交流も活発に行っております。
　入会をご希望の方は、吹田商工会議所青年部事務局まで御連絡下さい。

【ご入会について】
　・ 吹田商工会議所会員及び会員事業所の

役員、又は事業従事者であること
　・満20歳以上49歳まで
　・年会費36，000円

【青年部についてのお問合先】
　吹田商工会議所青年部事務局　
　　TEL：06－6330－8001
　　FAX：06－6330－3350
　　E-MAIL：suitacci@suita.cci.or.jp

　楽しい催しで吹田産業フェアを盛り上げる『特設ミニステージ』に参加しませんか！今年で36回を迎える本フェア
は、毎回多くの来場者でにぎわっています。特設ミニステージはメイシアター前、人気のフードコート内に設置さ
れます。ステージを使ってこの機会に「自社PR」をしてみませんか！

【募集要領】
◆日　　時：2019年5月11日（土）　10：30～16：00
　　　　　　2019年5月12日（日）　10：00～16：00
◆場　　所：メイシアター前　いずみの園公園（予定）
◆内　　容： 音楽、クイズ、ダンス、その他パフォーマン

スなど広く募集します。ご不明な点や詳細な
内容については別途ご相談させていただきます。

◆申込資格：吹田市内の事業所または団体　　
◆出演時間：1枠25分（セッティング込み）のみ
◆参加費用：無料（ステージで使用する備品等はご用意下さい。）
◆ステージ備品： ギターアンプ2台・ベースアンプ1台・ドラム

セットは準備させて頂きます。

◆使用可能媒体：CD・MD・USBメモリ（カセットテープ不可）
◆申込方法： 本誌折込チラシの申込書にご記入のうえ、吹

田産業フェア事務局へFAXして下さい。
◆申込期限：平成31年3月29日（金）
　　　　　　※ 出演枠の関係で締切が早まることがござい

ます。また実行委員会にて出演の選考を行
います。

◆お問合せ：吹田産業フェア実行委員会事務局
　　　　　　担当者：平松　　TEL：06-6330-8001
※ 吹 田 産 業 フ ェ ア に つ い て は 、 オ フ ィ シ ャ ル サ イ ト
（https://suita.jp/）をご参照ください。

※お申込みは、本誌折込チラシにてお願いいたします。

第36回吹田産業フェア　特設ミニステージ参加者募集
～市民のみなさまへ大々的なPRを！～



□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

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
https：//suitacci.com/
TEL▶06-6330-8001
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公共事業に依存しない三和建設

　国内建設業は、大手ゼネコン5社、準大手中堅ゼネ
コン50社、そして中小のゼネコン2万社をはじめとし
て、全国に約50万社が存在する。
　業界のイメージは「斜陽産業」「時代遅れ産業」「過重
労働産業」「3K職場」「違法建築業界」「万年人手不足
産業」「男性産業」「品質偽装産業」「公共工事依存産
業」「談合産業」「労災隠し産業」「社会保険未加入産
業」と揶揄（やゆ）されることも多く、課題の多い産業の
一つである。
　こうした業界にあって、これが同じ建設業なのかと
思うユニークな企業がある。その企業は大阪市淀川区
に本社を有する三和建設株式会社といい、社員数は
125人、年商は100億円強で、中堅ゼネコンに位置す
る企業である。
　同社の創業は1947年、現社長の森本尚孝氏は4代
目である。同社が注目されている理由は多々あるが、
あえて二つ挙げるならば、一つは過去も現在も、業界
の多くが依存する公共工事にはほとんど頼らず、独自
の力で民間市場を創造している点である。ちなみに、
現在の主事業は、工場や倉庫・オフィスビルの設計施
工であるが、とりわけ業界で評価の高い工事が、食品
工場の設計・施工である。
　そして同社が注目されているもう一つの要因は、そ
の経営の考え方・進め方であり、その中核の工事・設
計・施工してきた建物はもとより、それ以上に人を重
視し、人本主義経営を愚直に実践してきた経営姿勢で
ある。
　このことは、同社の存在目的・使命である経営理念
にも明確に示されている。経営理念は「つくるひとをつ

くる」である。その意味は「建物をつくる」「技術をつく
る」「価値をつくる」「お客さまをつくる」「信頼をつく
る」「社会をつくる」「仲間をつくる」「会社をつくる」

「歴史をつくる」。そして「すべてはひとがつくります。
だからつくるひとをつくります」とある。
　理念経営を実践するため、いい社風の醸成や、社員
が誇りと連帯感を高めるための経営の実行や実施は言
うまでもないが、社員一人一人の働きがいを高める、
きめ細かい諸制度が、あらゆる場面でちりばめられて
いる。
　先日、機会があって同社を訪問したが、社内には「い
い風」が流れ、理念が見事に実践されていることを垣間
見ることができた。
　余談ではあるが、業界の入社後3年間の大卒社員の
離職率は約3割だが、同社では1割以下なのだそうだ。

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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平成31年度「新入社員教育講座」開催のご案内

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～

　講座のメインテーマ“2日間で人は変われる”です。講義だけではなく、多くの実習・討議・プレゼンテーションを
経験していただきます。社会人とは何か、会社の一員になるとはどういうことか、意識の変化を促します。 “学ぶ”
から“行動”へと変化できるまで、徹底したプログラムです。最初の一歩を私達の講座にお任せください。

　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。

◆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

※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。

＜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”

※詳細及びお申込みは、本誌折込チラシもしくは吹田商工会議所ホームページをご確認ください。

■ 開催日：平成31年4月3日（水）・4日（木）　2日間とも 9：30～17：00
■ 講　師：髙木　久美子 氏　大阪北部ヤクルト販売㈱　名誉会長
　　　　　　　　　　　　　  ㈱トータルライフコーポレーション　代表取締役
　　　　　　　　　　　　　  米国 NLP協会認定 NLPトレーナー
■ 場　所：吹田商工会議所　3階　大会議室
■ 料　金：会員 15,000円/人【テキスト代・昼食代込み】　（※未会員は別料金となります）
■ 定　員：50名　（※定員に達し次第締め切ります）

※詳細及びお申込みは、
本誌折込チラシもしくは
吹 田 商 工 会 議 所 ホ ー ム
ページをご確認ください。

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
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吹田市 中小企業セミナー
「LINE@活用セミナー」と「インスタグラム活用セミナー」の御案内

売上アップにつなげる！
LINE@活用セミナー

初心者でも大丈夫！今からでも遅くない！
Instagram活用セミナー

あなたのお店（会社）の情報をLINEで配信！
リピーター獲得に繋げましょう！

日程：平成31年2月20日（水）
講師：有限会社ダイスマネージ
 代表取締役　山田　光一 氏
申込み締切りは2月18日（月）

日程：平成31年2月26日（火）
講師：株式会社squarewall
 代表取締役　野村　真介 氏
申込み締切りは2月22日（金）

今日から始める「インスタ映え」で自社商品を効
率よくアピール！

【両日共通】
○時　間：18時30分～20時30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
○費　用：無料
○持ち物：それぞれLINEとInstagramを使用できる端末（スマホやタブレット等）
○申込み：吹田市役所　地域経済振興室へ（電話06-6384-1356）

吹田市のHPで申込書をダウンロードできます。

～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
　「クラウドファンディング」は、「新しいモノやサービスを作りたい」といったアイディアを持つ起案者がインター
ネットを利用して不特定多数の人々に資金提供を呼びかける新しい資金調達方法です。「クラウドファンディング」
を中小企業がどのように活用できるのか、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」の公式キュレー
ター大村様に解説いただきます。また、実際にクラウドファンディングを実践し、成功されたPetra tou Romiou
代表 麻生様の実体験をお話しいただきます。クラウドファンディングにご興味のある方はぜひご参加ください。

日　　時：平成31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：平成31年2月28日（木）
　　　　　第三部　懇親会：18：00～
　　　　　　　　　お一人 3,000円
懇親会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）



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！
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