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地域の方々の健康づくりを
とことん親身に応援する
緑地スポーツクラブ株式会社 カリスタ
代表取締役

小山

博司 氏

総合フィットネスクラブ 緑地スポーツクラブ株式会社
KALISTA（カリスタ）
は、北大阪急行緑地公園駅から徒歩3
分の所でオープンされ、今年で30年目を迎えられました。
どこまでも地域密着のスポーツクラブを目指しておら
れ、総合フィットネスクラブでチェーン店を持たず1店舗
しかないのは、大変珍しいとのことです。
小山博司社長は2代目で、父の会社を引き継ぐため、2年
間他のスポーツクラブで経営ノウハウや顧客サービスにつ
いて学ばれたあと、28歳の時に施設長に着任されました。
地域の方々との繋がりや健康増進を一番に考えながら経
営されておられる小山社長にお話を伺いました。
代表取締役

小山

博司 氏

― 創業の経緯についてお聞かせください。
創業者である先代は、不動産賃貸・貸ビルの会社を
経営しております。平成元年に弊社のテナントビルで、
とある事業所が総合フィットネスクラブを始められま
した。当時はバブル期で、年会費が100万円位の高級
スポーツクラブでした。その後、バブル崩壊とともに
経営が厳しくなり、スポーツクラブを閉鎖されること
になりました。しかし、そのクラブの会員の方々から
先代に「どうか続けてほしい」というお声を多くいただ
いたため、その後運営を弊社が引き継ぎ、設備をその
まま利用して、地域の方々が利用しやすいスポーツク
ラブとして再生いたしました。
― 貴社の強みを教えてください。
土地や建物が自社所有であるということは、大きな
強みのひとつです。当クラブは、月に176本のスタジ
オレッスンを組んでおり、それを受け持つインストラ
クターはベテランの方ばかりで指導力が強み。また、
私自身は千里山で生まれ育ったので、地域についてよ
く知っていることも強みだと思います。会員の中には
私を幼少期からご存知の方もいらっしゃり、挨拶はも
ちろん、気軽に話しかけてくださったりしていただい
ています。
そのため地域の方々へ貢献したいという気持ちが強
く、このクラブが、人と人との繋がりを築く「地域のコ
ミュニティ」のような役割を担えるようになればと思っ
ています。
― どのような方が入会されているのですか。
現在、約980名の会員様がいらっしゃいますが、そ
の7割が60歳以上の方です。そして、会員様は当クラ
ブから1km以内にお住いの方が殆どですので、中には
開店時から来られ、お弁当を持ってきて館内で昼食を
取り、夕方5時頃までおられる方もいらっしゃいます。
このように居心地が良いと感じていただいている方が
おられ、続けてきてよかったと思っています。
また、法人で会員になっていただくことも歓迎いた
します。会社の福利厚生にもご利用いただけますので、
是非とも、お問い合わせください。

― これからの取り組みについて教えてください。
近年、千里山周辺地域には新しい世帯が増えていま
す。今まで大人の方向けのスポーツクラブとして運営
してきましたが、現在開講しているダンスや空手、そ
ろばん、英会話に加えて、若年層の方にもお越しいた
だけるようジュニア・キッズ向けのレッスンにも力を
入れなければならないと感じ、プログラミング教室や
スイミングスクールも始めたいと考えています。
また、ある大学の医学部の教授から、運動する前と
後の血液を採取し、成分を分析することで、運動する
ことがどの位認知症リスクを減らすことができるのか、
さらに、健康を保つことに繋がるのかを調べたいとい
う依頼がありました。当クラブとしても、お一人おひ
とりの健康状態を数値化して、ご自身で確認いただく
ことができれば、会員の皆様の運動へのモチベーショ
ンを高めることにもつながっていくのではないかと考
え、今このプログラム実現にむけて進めているところ
です。
「お子様には才能を伸ばす空間を、大人の方は100
歳まで動ける身体を提供したい」
このような取り組みや信念をもち、地域の方々との
繋がりや健康増進を第一に考えながら、地域になくて
はならない総合フィットネスクラブとして、社会に貢
献できるよう今後とも頑張っていく所存です。
― お忙しい中、貴重なお話をいただきありがとう
ございました。今後益々のご発展を祈念申し上げます。

緑地スポーツクラブ株式会社 カリスタ
〒565-0851
吹田市千里山西4丁目37-5
TEL：06-6330-5000
FAX：06-6330-6009
HP： https：//kalista.co.jp/
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平成30年度
大阪府商工関係者表彰の表彰式が執り行われました
2月14日（木曜）に大阪市中央公会堂において、平成30年度大阪府
商工関係者表彰の表彰式が執り行われました。
団体役員の部において、当所における役員功労により三名の常議員
の方々が表彰の栄に浴されました。中村英夫氏（建設部会長、㈱江坂設
備工業代表取締役会長）、尾 原年郎氏（交通運輸部会長、太陽サービ
ス㈱代表取締役）、今村静男氏（情報通信部会長、アイ・システム㈱代
表取締役）の皆様です。
おめでとうございます。

第10回「いきいき会」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。
今回は、吹田税務署

署長

中川

恵子氏をお迎えし、

「税務の仕事」をテーマにお話を伺います。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

≪補助金情報≫
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の公募開始！
平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募開始が発表されました。当
所等、認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者が支援の対象となりま
す。補助金の活用をご検討の方はご相談ください。
1.事業概要
中小企業・小規模事業者等が取り組む、生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プ
ロセス改善を行う中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援します。
2.公募期間
・公募開始：2019年2月18日
（月）
・締

切：2019年5月8日
（水）
〔消印有効〕

3.公募要項等について
<全国中小企業団体中央会ホームページ>
https：//www.maido.or.jp/mono_hojokin/mono_H30/

お問合せ

大阪府中小企業団体中央会
吹田商工会議所

TEL 06-6947-4378

中小企業振興部

TEL06-6330-8001

まで
No.453
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サービス業部会視察見学会

開催

2月5日（火）快晴のもと、『人と防災未来セン
ター』と『神戸酒心館』、『南京町』視察会を開催
し、18名の方にご参加いただきました。阪神淡
路大震災記念に設立されたセンターにて当時の
被害の大きさやこれからの備えについて再確認
し、南京町を散策いたしました。昼食には、神
戸酒心館内

蔵の料亭『さかばやし』にて会席料

理を堪能し、交流を深めていただきました。

工業部会主催

㈱日本スペリア社
「社長講演会・事業所見学会」開催報告
去る2月15日（金）、㈱日本スペリア社 豊中事業所にお
いて、同社社長講演会並びに事業所見学会を開催致しまし
た。冒頭、大枝正人副部会長による開会の挨拶の後、同社
の西村利郎会長によるご挨拶を頂戴いたしました。
西村哲郎社長による講演会では、同社の創業よりの歴史
のご紹介に始まり、独創技術の特許化・知財活用戦略・事
業運営の基本姿勢や販売努力について、お話を頂きました。
その後講演会に引き続いて、同社のR&Dセンター・豊中
工場・物流センターの見学会に移りました。見学会では、
同社豊中事業所の全社員の皆様により、研究開発・営業技術・品質保証の三部門を詳細にご案内いただき、
単に“もの”ではなく“技術”を売る
「大阪のものづくり企業」
を大いに学ぶ機会とさせていただきました。
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NEW MEMBERS

パティスリー ナツロウ

新入会員インタビュー

企 業 の 特 徴
お店のコンセプトは、「お客様の笑顔になれるワン
シーンにナツロウのお菓子が加わることが私たちの喜
びです。」長年、お客様が笑顔になられるシーンをイ
メージされ、その場に加われるお菓子づくりとはどの
ようなものかを追求して来られました。味、香り、食
材、季節、色、形など、さまざまな要素をひとつひと
つ吟味され、丁寧に実直に菓子づくりを続けて来られ
ました。ネットの口コミでは、「手作り感があり、素
朴で美味しい」「季節によって色々なフルーツを使った
事業所名：パティスリー ナツロウ
代 表 者：東口 夏朗
開 業 日：平成31年1月11日
所 在 地：〒565-0805 大阪府吹田市清水8-12
ルミエールしみず1F
T E L：06-6876-6780
営業時間：10：00～19：00
定 休 日：水曜日<第1、第3火曜日>
創 業 の 経 緯

アップルパイや焼き菓子がおすすめです。」などの声が
寄せられています。
今後の展望と思い
何よりも、今の従業員の皆さんに満足して働いても
らえるようにしたい。そして、できれば、従業員の数を
もっと増やしていきたいそうです。商品については、家
族でお住いの方が多い地域でもあり、バースディケー

吹田市民に親しまれて19年。桃山台駅前で営業を続
けて来られた洋菓子店「パティスリー

新作がどんどん登場」「色々なケーキがありますが、

キに力を入れていきたいと考えておられるそうです。

ナツロウ」は、

昨年7月に近隣のお客様に大変惜しまれて閉店。そし
て、今年の1月11日、装いも新たに、吹田市清水で開
業されました。今度のお店は、パテシエの東口夏朗さ
ん自身がオーナーになられたこともあり、早速、商工
会議所に入会されました。元々、オーナーの夏朗さん
は、大阪市内の有名ホテルでパテシエをされており、
当時、洋菓子店の出店を計画された会社から招聘され、
お名前をそのままお店の名前に冠して、20年前にス
タートされました。以来、フランス菓子の製法を基本
に、手つくり、丁寧をモットーにお客様が笑顔になれ
るお菓子つくりをされています。
〈新たにご入会いただいた事業所〉
部

会

商

業

工

業

建

設

サービス業
（特）建 設
（特）専 門
サービス

事 業 所 名
日本ビューティーコネクト（同）
パティスリー ナツロウ
（株）Ｒｏｋ
（株）ＲＥ－ＲＥ
（株）ＯＳＪ
（有）シーズプランニング
ドリル工業
赤六丼丸豊津店
Ｇｒａｎｄｉｒ
（株）幸成社
ＧＯＡＴ
（株）ジョイントストラグル
（株）マイベルコンサルティング

（H31.1.1～1.31
所 在 地
吹田市垂水町
吹田市清水
吹田市豊津町
吹田市豊津町
吹田市豊津町
吹田市垂水町
吹田市垂水町
吹田市垂水町
吹田市山田南
吹田市高浜町
大阪市淀川区西三国
大阪市北区芝田
大阪市中央区伏見町

部会別事業所名50音順）

事
業
内
容
インターネットを利用した化粧品等の通信販売
洋菓子製造と販売
ベビー洋品製造・卸・販売
産業用太陽光発電所の建設・販売・運営管理
マンションなどの高層建築の躯体工事における型枠資材楊重
建築設計監理業務
地盤調査、改良工事
持ち帰り専門の海鮮丼
美容院
葬儀業
鍛冶工事
経営コンサルティング業
中小企業のＭ＆Ａ仲介

≪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。
No.453
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2045年を視野に入れた
わが国が抱える課題
価値判断力や適度ないい加減さ、対人関係能力といった
筆者は、2017年以降、わが国の経済三団体の一角を
なす経済同友会の一員として、小林喜光・代表幹事の強 「人間らしさ」を磨く教育がより一層重要になってくる。
第五に、体制間競争の激化である。共産主義と資本主
いリーダーシップの下で、最重要課題の一つとして位置
義の最終決戦ともいうべき戦いが、底流では激しさを増
付けられる「『Japan2.0』検討プロジェクトチーム」の副
委 員 長 を 拝 命 し て き た 。 同 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム は 、 していくだろう。
激変する世界の中で、日本は何ができるのか。まず
「キャッチアップ型」から「課題設定・課題解決のフロン
は、ダイバーシティの欠如や、リーダーシップの弱さ、
トランナー型」へと移行し、新しい日本の経済・社会シ
スピード感の欠如といった「弱み」の克服が求められる。
ステムを構築する必要性に鑑み、戦後100年となる
その上で、以下のような日本の「強み」を伸ばすことが
2045年を念頭に、目指すべき社会像をより具体的に
肝要である。
描き、そこから振り返って、わが国が抱える課題解決に
第一に、わが国には、「共存共栄」の思想、自然との
向けた具体策を提案・考察する目的で設立された。
経 済 同 友 会 は 、 国 家 価 値 の 解 析 ・ 評 価 に 当 た り 、 共生、順法意識の高さなどを特長とする「安定的な社会」
が存在する。第二に、長寿企業が多く、サステイナビリ
（1）経済の豊かさの実現（X軸）、（2）イノベーションに
ティの面で優れている。第三に、「ものづくり」の伝統
よる未来の開拓（Y軸）、（3）社会の持続可能性の確保
があるので、とりわけIoT（モノのインターネット化）の
（Z軸）、という三つの座標軸を設定した。（1）はGDP
初期段階では一定の強みを発揮するだろう。第四に、
（国内総生産）を中心とする3カ月～1年間程度の軸であ
ユーザーの要求基準が高いため、それが世界有数のサー
るが、（2）はおおむね10年間、（3）は人口・労働、教
ビスや品質を生んでいる。第五に、「世界一の美食都
育、社会保障、財政健全化、環境・エネルギー、外交・
市」であることや、伝統芸能、礼節の重視といった文化
安全保障などを中心に100年間程度のタイムスパンで
的側面に世界が注目しつつある。第六に、少子高齢化を
評価されよう。
はじめとした課題先進国であり、それは課題設定や解決
ここからは、筆者の個人的見解も含まれるが、2045
のフロントランナーとして躍り出るチャンスでもある。
年について考察する際に鍵となる視点をいくつか指摘し
日本の「強み」と「弱み」をきちんと整理して、2045年
ておきたい。
までの大きなビジョンを描きながら課題に取り組んでい
第一に、価値観・生き方の多様化である。ダイバーシ
ティ（多様性）や選択の自由が尊重される世の中になり、 く。その大きな節目を、今わが国は迎えているのだ。
外国人労働者の受け入れなど、「国を開く」ことが不可
株式会社大和総研 常務取締役 調査本部副本部長
避になるだろう。
チーフエコノミスト
第二に、「統合から分散へ」というベクトルである。
熊谷 亮丸 / くまがい みつまる
テクノロジーの進化を背景に、オープン・イノベーショ
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
ンが拡大して、従来の国家や企業の枠組みも大きく変化
研究科修士課程修了。2016年ハーバード
していく。
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
第三に、サステイナブル（持続可能）でインクルーシブ
を経て、2007年大和総研入社。2014年
（ 包 括 的 な ）成 長 が 求 め ら れ る 。 日 本 企 業 は 今 後 、
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
「SDGs」（持続可能な開発目標）への取り組みが最重要
官房、内閣府、参議院などの公職を歴任。2018年より経済同
課題となる。
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
第四に、急速な技術進歩である。AI（人工知能）やロ
ライト」レギュラーコメンテーターとしても活躍中。
ボットとの共存共栄を模索する時代となる。そこでは、
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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人のため自然派給食を
展開するセントラルフーズ
岡山駅から車で15分ほど走った場所に2階建ての美
しい建物がある。ここが、2018年春に完成した「株式
会社セントラルフーズ」の新社屋である。1階はオープ
ンキッチンと70人ほどが座れるレストラン、2階は事
務室とパーティーやセミナーなどの用途で約100人収
容できるイベントホールとなっている。
同社の現在の主事業は、幼稚園や保育園・小学校な
どの学校給食、市役所や会社の社内食堂の運営受託、
そして、おせちやお弁当の製造販売である。
創業は、今から17年前の02年、現社長の秋山裕一
氏が立ち上げた。きっかけは祖父が創業したすし店
だった。その後に始めた弁当屋を幼少のころから手
伝っていたことがきっかけになり、29歳のときに本格
的にその弁当屋を引き継ぐ形でスタートした。
秋山社長は祖父の苦労を目の当たりにしていたこと
で、他社との差別化をしなければ生きていけないと考
え、二つの差別化経営を実践していった。
一つは、保育園や幼稚園を主たるターゲットとした
給食の請負サービスであり、もう一つは「食の安全・安
心と自然のおいしさの両立」をテーマにした自然派給食
の提案である。
例えば、調味料は無添加、野菜は国産中心、米は岡
山県鏡野町を流れる吉井川の源流でつくられた地元の
もの。また主食の玄米に付くおかずも、ひじき煮、カ
ボチャ煮、みそ汁といったおばあちゃんの手料理であ
る。そして加えていうと、農産品は同社の社長をはじ
めとする全スタッフが農家の田畑を訪問し、手分けし
て一緒にいいものを届けようと精を出してつくってい
る。
こうした誠実な経営姿勢が次第に地域社会に評価さ
れて、今や幼稚園や保育園・学校のみならず、市役所

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

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。

◆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.453

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
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や多くの企業の社員食堂の運営を受託するまでに至っ
た。近年では地域社会からの要望も強く、介護施設の
食堂の運営を受託する。また、岡山県内が中心であっ
た事業だが、このうわさを聞きつけた県外企業からの
要請も多く、今では東京都内の保育園や幼稚園の給食
の受託も行っている。
こうしたことができるのも、この間一貫して社員と
家族を重視した経営をぶれずに行ってきたからである。
現在ではパート・アルバイトを含め、スタッフ数は
250人（うち栄養士（管理栄養士含む）が25人、調理師
が50人）にまで成長発展している。
同社の経営理念は「私たちは『食』の持つ力を追求し、
夢が広がるおいしさを創造します。食の力で世界の
人々を幸せにする」であり、これまで培ったノウハウと
人脈を生かし、新たにレストラン事業が動き出してい
る。

〒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）

青年部コーナー

1月交流事業「リアルYEGストア巡り」
実施日：平成31年1月25日（金）

実施場所：吹田市各所

今回の交流事業「リアルYEGストア巡り」は、自社をもっと知ってもらう取り組みとして行った6月交流例会の自社PRツー
ルとして、Facebookにて限定公開している「吹田YEGストア」をより発展させたものであり、その「吹田YEGストア」でまだ
まだアピールしきれていないメンバーの事業所に赴き、その事業をリアルに体験することで、メンバー同士の認知度アップ
や交流を図る目的で開催したものです。
まず、参加者はこれまで同じ委員会になったことがない4人1組のグループとなり、吹田に事業所があるメンバーの実際の
店舗へ伺い、商品やサービスの説明を受け、実際に体験しました。店舗側として参加しているメンバーの業種も多岐にわた
り、飲食店、小売店、専門職や技術職などもあり、様々な体験ができました。
飲食店などではお店のコンセプトやサービスの説明と実際に試食や試飲まで堪能させていただき、また専門職の方には実
際に作業風景を見学させていただいたり、作業体験をさせいただいたりすることで、普段では得られない貴重な体験をする
ことができました。
この事業を通じて、普段の交流ではあまり見る事のできない経営者としてのこだわりや職人としての技術などを垣間見る
事でメンバーの新たな一面を知ることができ、今までメンバーの名前や事業所名は知っていても、実際にどういう仕事をし
ているのかあまり知られていなかった方のアピールにつながっただけではなく、4人一組でずっと一緒に行動したことで、こ
れまであまり知らなかった一面を知ることができるなど、非常に有意義な交流の時間となりました。

北地区合同例会

「温故知新 少子高齢化をビジネスに変える
 ～伏尾台小学校廃校の事例からの発想～」活動報告
実施日：平成31年2月16日
（土）

実施場所：池田市立旧伏尾台小学校 他

今年度の北地区合同例会は、池田YEG主管のもと、「温故知新 少子高齢化をビジネスに変える～伏尾台小学校廃校の事
例からの発想～」をテーマに掲げ開催いたしました。第1部の例会会場は、少子化に伴い2015年に廃校後、地域住民の活動
拠点としてリニューアルされた池田市立旧伏尾台小学校であり、講師に全国の地域再生事業に携わっておられるNPO法人ト
イボックス 代表理事栗田拓氏をお招きしました。講師のご指導のもと、ファシリテーションの手法を用い、廃校をどうリ
ニューアルするか、ビジネスとしてどう生かしていくかについて、みんなで意見を出し合いました。
池田、箕面、吹田によるYEGメンバー混成で6名～4名が1つのテーブルを囲み、一人ひとりが、制限時間5分の間に5つ
のアイデアを付箋紙に張り出していきます。それを繰り返す中で、他メンバーのアイデアもヒントにしながら、アイデアを
捻り出していくのですが、回数を重ねるうちに、白紙の付箋紙もちらほら。自分自身のアイデアの貧困さに打ちのめされま
した。
その後、数あるアイデアの原石の拾いながら、各テーブルで廃校リニューアルのビジネスプランを作成しました。ある
テーブルのビジネスプランは、子供も大人も楽しめる屋外型総合レジャー施設。校舎の一部を利用した市街地廃墟内型サバ
ゲー施設、グランドには動物と触れ合える牧場、巨大なすべり台、プール再利用の釣堀など、大人も子供も楽しめるアトラ
クション満載！実現性や採算性は「？」かもしれませんが、大事なことは少子高齢化をマイナスに捉えることなく、プラスに
捉えて発想することです。そして、何よりも多くの他単会メンバーといろんな意見を交換することで親睦度が一気に高まっ
た作業になりました。
今回の合同例会は、少子高齢化時代のビジネスの実例を目の当たりにすることができ、今後さらに加速するであろう少子
化時代の地域活性方法やビジネスモデルを考える上で非常に有意義な機会となりました。
そして、おまちかねの第2部は場所を不死王閣に移しての懇親会。
池田市観光大使のオリヒメ姉妹や五月山動物園公式PRアイドルユニットのキーパー
ガールズの素晴らしいパフォーマンスや、今年度会長と次年度会長による引継ゲームな
どのアトラクションで大いに盛り上がり、さらに三単会のメンバー同士の親睦が深まり
ました。

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.453
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特設ミニステージ参加者募集

第36回吹田産業フェア

～市民のみなさまへ大々的なPRを！～

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。

一歩先を行くビジネスを実現するために…

「ビジネス実務法務検定」
「ビジネスマネジャー検定」
等
各種検定試験 4月より受付開始!!
吹田商工会議所では、「ビジネス実務法務検定」「ビジネスマネジャー検定」など、ビジネスに役立つ様々な検定試験を平成31年度も
施行します。職員のスキルアップは勿論の事、業務上で起こり得るリスクの回避や、業務効率の向上に繋がり、一歩先を行くビジネス
の展開を実現できます。成績の確認方法はWEB照会になります。

ビジネス実務法務検定（2・3級）

ビジネスマネジャー検定

ここがポイント！

ここがポイント！

⃝企業取引や財産保護、債権管理、労働関係etc.…といった、あらゆる業種・
職種で大切なビジネス上の法務知識を学べます。
⃝仕事の質を高めてもらうことで、社員のリスク管理に効果的なだけでなく、
人事異動や担当業務変更があっても、スムーズに仕事を処理する能力が身に
つきます。
⃝社員が法律知識を習得することにより、事業所の不祥事による刑事責任や損
害賠償など、業務上のリスク回避、コンプライアンスの向上に役立ちます。

⃝管理職が継続して成果を出すために必要なマネジメント知識を学べます。
⃝受験いただく事で社内のマネジメント知識の標準化を図ることができ、業務
効率が向上します。
⃝本検定でマネジメントの基礎知識の教育を済ませることで、より実践的・実
務的な研修に注力が可能です。
⃝必要なコストは受験料とテキスト代のみ。受験日も日曜日ですので、人材育
成に必要なコスト（費用・時間・労力）を軽減。
⃝合否結果によって知識の習得度を客観的に図ることができ、昇格基準など
様々な目安に活用可能です。

第45回試験日：6月30日
（日）

申込受付：4月16日（火）～5月17日（金）

お問合せ・お申込みは…東京商工会議所 検定センター
03-3989-0777 HP：http://www.kentei.org/
（本検定につきまして、吹田商工会議所はお問い合わせ窓口ではござい
ませんのでご了承ください。）

第9回試験日：7月14日（日）

この他にも、「日商簿記検定」「リテールマーケティング検定」などを実施いたします。
受付期間や申込方法、詳細などは「吹田商工会議所ホームページの検定専用サイト」を
ご覧ください。

4 0 周 年にむけ て！
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申込受付:4月23日（火）～5月31日
（金）

PRTR法と府条例に基づく化学物質の届出について
＜以下の要件を満たす事業所は、環境への排出量や移動量等を把握し、毎年の届出が必要です＞
1．届出対象事業者
（①～③の要件を全て満たす事業所）
①業種：製造業等24業種
②従業員数：事業者全体で常時使用する従業員数が21人以上
③取扱量：対象物質
（トルエン、VOC等）
の年間取扱量が1トン（一部の物質は0.5トン）以上
2．届出の内容
PRTR法：PRTR法で指定する物質の排出量、移動量
条
例：PRTR法で指定する物質の取扱量、条例で指定する物質の排出量、移動量、取扱量
化学物質の管理体制や緊急事態の対処等の規定を定めた計画書（化学物質管理計画書）等※
※事業所において常時使用される従業員数が50人以上の事業所に限る

3．届出の受付期間
PRTR法：2019年4月1日～7月1日
条
例：2019年4月1日～9月30日
4．お問合せ先
吹田市 環境部 環境保全課

TEL 06-6384-1850

＜大規模災害時における化学物質によるリスク低減対策について＞
地震等の大規模災害により、化学物質が流出した場合、健康被害や環境汚染の発生が懸念されます。大阪府化学物質適正管
理指針において、大規模災害時の環境リスクの低減対策について定めております。化学物質を扱う事業所の皆様は、大規模
災害に備えた対策の検討・実施をお願いします。詳細についてはホームページを御参照ください。
○ホームページアドレス：http://www.pref.osaka.lg.jp/kankyohozen/shidou/index.html

《従業員の皆さまの福利厚生にお役立てください》

吹田市勤労者福祉共済

入会募集中です！

吹田市勤労者福祉共済制度は、従業員の福利の増進と企業の振興を図ることを目指して、市内の事業所と吹田市が協力し
て、個々の事業所では実施が困難な従業員の福利厚生事業を行っています。

福利厚生って具体的にどんなことをしているの？

結婚・出産時のお祝い金や永年勤続慰労金など慶弔金の給付、健康診断・
宿泊等の補助や映画・スポーツ観戦などチケットの斡旋も行っています。

詳細は勤労者福祉共済
HPをご覧ください

会議所での健康診断の受診も
補助対象になりまーす。
まずはお気軽にお問い合わせ
くだサーイ！待ってるサイ♪

福祉共済キャラクター
キョーサイくん

費用はどれくらいかかるの?

会費:入会金無し！月額 一人700円！
ただし、350円以上は事業主負担です。

【お問い合わせ先】
吹田市勤労者福祉共済事務局
（吹田市役所 地域経済振興室内）
〒564-8550 吹田市泉町1-3-40
TEL：06-6384-1365 FAX：06-6384-1292
Mail：s_roudou@city.suita.osaka.jp
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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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