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三方よし、人々と喜びを分かち合う
開かれたものづくり
株式会社 アリック
代表取締役

吉原

則雄 氏

大阪メトロ江坂駅を西に5分ほど歩いた事務所などが建
ち並ぶ一角に、「若い人たちが多く集まっている」と注目
されているお店があります。そのお店では大人が4、5人
が入れるようなひと際大きなトートバッグが目に飛び込ん
できます。吹田市豊津町に本社を構えられ、鞄、靴、服飾
雑貨、生活雑貨などの企画・製造・販売などを手掛けられ
ている株式会社 アリックです。モデルでタレントのアン
ミカさんのブログや関西テレビなどのメディアで取り上げ
られ、今そのデザイン性などに注目が集まっています。お
店では、お客さまが色々な素材を自由に組み合わせた自分
だけのトートバックを作ることができます。吉原社長に今
日までの道のりについてお話しをお伺いしました。

株式会社 アリック
代表取締役 吉原 則雄 氏

― 創業された経緯などについて教えてください。
私は、子どもの頃から画家になるのが夢でした。

― 事業の強みについて教えてください。
弊社の強みは、本社内にある
「商品開発ラボ」での

そのため10代後半から20代前半にかけてはヨー

自社ブランドの開発です。そこでは社員が、仕事の

ロッパで数年過ごしました。その後帰国して、当時

合間を見て自由な発想で思い思いに〝自分の靴や鞄"

流行っていた反体制的な演劇や映画、音楽など、ア

を作り始めます。単純作業ばかりだと面白くないか

ンダーグラウンドな芸術活動の中でアーティストと

ら、自分の好きなこともやってもらいます。それは

して過ごしていました。しかし、70年代後半にオ

技術の習得にもつながります。ここは一種の実験の

イルショックやドルショックなど経済の大きな変化

場であり、ここでの取り組みが新しいブランドを生

が起こり、高度成長のおこぼれで収入を得ていた不

み出す源泉になっています。商品開発ラボで試作を

安定な生活を変えざるを得なくなりました。その後

行い最新設備の自社工場でほぼすべての商品を製造

の30代の10年間は、縁あって大手スーパーダイ

しています。

エーの新事業のプロジェクトに採用されモーレツ社
員として商品開発や海外仕入れを経験しました。

― 今後の展望についてお聞かせください

10代20代の芸術活動に明け暮れたのを私の原点

国内、海外での自社ブランドの展示会開催を行う

とすると、この会社で得た経験は今の私のもう一つ

と共に、お客様の好みに合わせてカスタマイズでき

の原点かもしれません。40代になった頃から、た

るバッグ等を直営店舗、ネット等で販売していきま

だ価格だけを追求する
「ものづくり」
に疑問を感じ始

す。そして、弊社の製品を扱う店舗のフランチャイ

め、42歳のときに会社を辞めて海外での
「ものづく

ズ展開も始めようと考えています。また、弊社の設

り」
を始めました。

備を使ってもらい、外部の人にも役立ちたいという
思いもあります。中小企業が、互いにメリットを感

― 事業内容について教えてください。
もともとは雑貨のOEM（相手先ブランドによる
生産）が主力で、2004年に中国で靴の委託生産を

じ助け合い、社内だけを考えて視野を狭くするので
はなく、もう少し広い目で、業界にとって何かでき
ることはないか日々模索しています。

始めました。その後、中国の急激な人件費の上昇に
将来赤字に陥ることを懸念して、日本での生産を模

― 貴重なお話をありがとうございました。今後

索し始めました。日本の
「ものづくり」
といえば、手

益々のご発展をご祈念申し上げます。

作りの良さがクローズアップされていましたが、
「次の時代にあったものづくり」
として、ハンドメイ
ドと機械をケースバイケースで使い分けることを重
視し、2010年から設備投資を積極的に行い国内で
自社生産を開始しました。2012年には兵庫県丹波
市に工場を建設し、現在、国内外の有名セレクト
ショップで販売している自社のスニーカーブランド
“BUDDY（バディ）
”を立ち上げました。

株式会社 アリック
〒564-0051 吹田市豊津町12-34
代表取締役

吉原

則雄

TEL 06-6388-1350
FAX 06-6388-1750
E-mail:info@aric.co.jp
http://wwww.aric.co.jp
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平成30年度第2回通常議員総会を開催、

2019年度の事業計画と収支予算が承認される！
3月27日（水）に平成30年度第2回通常議員総会を開催し、企業の人事異
動に伴う常議員の補欠選任（案）と2019年度の事業計画及び収支予算（案）
の審議が行われました。
事業計画（案）は、基本方針を「商工会議所機能の発揮により地域活性化と
経営支援充実をめざす」とし、事業計画の重点事項には、
（1）事業者との繋がりを強化する
（2）事業所の経営課題に向き合う
（3）産業振興で地域活性化を図る
（4）未来を拓く組織構築をめざす
を掲げ、それらを実現するための主要事業項目について、説明がなされま
した。
また、収支予算（案）では、事業計画を反映させるともに、役員議員の改選に伴う費用等を計上し、単年度収入
389，
533千円、単年度支出382，199千円とする予算編成が提案されました。
提案された事業計画及び収支予算（案）は満場一致で承認され、新年度に向かってスタートしました。

役員・議員永年勤続の日本商工会議所表彰を伝達
日本商工会議所から役員・議員永年勤続30年で4名の方、同20年で4名の方が表彰をお受けになられたた
め、議員総会に先立ち、日本商工会議所三村会頭からの表彰状の伝達が行われました。
誠におめでとうございます。

＜永年勤続30年受賞者＞
仁氏（会頭）
、瀧川紀征氏
（前副会頭、常議員）
、足立善信氏
（常議員）
、髙田純一氏
（監事）
＜永年勤続20年受賞者＞
紙谷正行氏（議員）
、北靖久氏
（議員）
、竹中 豊氏
（議員）
、渡邉 眞氏
（議員）
柴田

加入者・事業主の皆さまへ

全国健康保険協会〈協会けんぽ〉大阪支部

平成31年3月分（4月納付分）から大阪支部の保険料率が変更されます
健康保険料率
介護保険料率

平成31年2月分
（3月納付分）まで

平成31年3月分（4月納付分）から

10.17％

10.19％

1.57％

1.73％

40歳から64歳までの方
（介護保険第2号被保険者）は、健康保険料率と介護保険料率をあわせた率となります。

皆さまのご理解をお願い申し上げます。
お問い合わせ先

協会けんぽ 大阪
検索
全国健康保険協会
（協会けんぽ）大阪支部
電
話：06-7711-4300（自動音声案内） おかけ間違いにご注意ください
受付時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土・日・祝日・年末年始を除く）
〒₅₅₀︲₈₅₁₀ 大阪市西区靱本町₁︲₁₁︲₇ 信濃橋三井ビル6階
No.454
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第36回吹田産業フェア

開催のご案内

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
のふれあいの場として開催しており、春の産業イベント事業として定着して参り
ました。本年も多くの事業所・団体の皆さまにご出
展頂きます。また、ご来場の皆様に楽しんで頂ける
よう各種イベントの準備も進んでおります。多くの
方々のご来場をお待ちしております。
と
き：2019年5月11日（土）
・12日（日）午前10時～午後4時
と こ ろ：メイシアター、吹田市役所駐車場、いずみの園公園
主
催：吹田産業フェア推進協議会
ホームページ：https://suita.jp/
問い合わせ先：吹田商工会議所 吹田産業フェア事務局 平松（ヒラマツ）
電話（06）6330-8001
FAX（06）6330-3350

ア
フェ
産業
田
！
回吹
ント
第36
イベ
催
開
同時

吹田商工会議所主催：自然災害から会社・自宅を守る！

自然災害対応セミナー

5月12日（日）開催！

内
容

●自然災害は突然起こる！災害対策の基礎知識
① 自然災害における各企業の対応事例の紹介
② 吹田市域で考慮すべき災害とは？ ほか
●事業継続計画（BCP）とは

■ 開 催 日：2019年5月12日（日） 午前11時00分から12時00分
■会
場：吹田市文化会館「メイシアター」2階 小ホール
■講
師：エネサーブ（株）（大和ハウスグループ）
関西支社 徳島 一浩 氏、疋田 春哉 氏
■ 申 込 み：事前申込みは不要です。当日会場にて受付致します。
詳細は本誌同報チラシもしくは吹田商工会議所HPをご確認ください。
■ お問合せ：06-6330-8001 吹田商工会議所 セミナー担当 谷
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入場無料

吹田商工会議所

NEW MEMBERS

［neutral:］ニュートラル

新入会員インタビュー

しようと学校で勉強を始めました。手は自分で見る機
会が多く、きれいになった時にうれしいと感じる頻度
が高いと思います。コンプレックスを解消した時の喜
びをお客様にも感じていただきたいと思い、仕事にし
てみたいと考えるようになりました。サビックの支援
をいただいて1月6日にオープンしました。
サ ロ ン の 特 徴
「neutral」はどの方にも寄り添えるように常にニュー
トラルにしています。という思いで名前を付けました。
ネイルはおしゃれだけでなく身だしなみの側面もある
と思います。爪のおしゃれに抵抗のある方も爪をきれ
いにされたい方はたくさんいらっしゃいます。爪の凹
凸を滑らかにするだけでも美しく見えます。実際に
オープンしてから幅広い年代のお客様から爪を整える
ケアへの問い合わせが多いです。ジェルネイルは補強、
フォルム形成などが可能です。安全で自然な爪に仕上
げることができます。キッズスペースもあり、お子様
がいてネイルを楽しむことが困難な方へもご家族でお
越しいただけます。男性向けのメニューもございます。

事業所名：
［neutral:］ニュートラル
事業内容：ネイルサロン
代 表 者：山本 知子
所 在 地：吹田市泉町5丁目1-40ワークビル2F
Ｔ Ｅ Ｌ：080-7731-6565
創 業 の 経 緯

今 後 の 展 望

私はもともと爪が薄く爪を伸ばせないコンプレック
スがありました。爪のおしゃれを諦めていたところ、
ジェルネイルを体験しました。すごく自然できれいに
仕上がりました。ジェルネイルはおしゃれだけでなく
無限の可能性があると思いました。独学で始め、友人
からも依頼されるようになりましたがジェルアレル
ギーなどトラブルが起こる場面もあり、しっかり勉強

深爪・巻き爪矯正、介護施設へのフットケア、アス
リートネイル、スクールなど多軸で差別化を図りたい
と思います。今後ももっと勉強して爪に関する知識、
症例を増やしてどのようなお客様にもお役に立てるサ
ロン、爪のことならここに来ればいいと言っていただ
けるようなサロンになればいいなと思います。将来的
には女性の雇用にも役立ちたいです。

〈新たにご入会いただいた事業所〉
部
商

事

業

所

名

業 （株）
プランドゥ

建
不

会

（H31.2.1～2.28

設
動

所

在

地

事

業

部会別事業所名50音順）
内

容

吹田市江坂町

卸売・小売業（日用品、雑貨、化粧品）、エステサロン

（株）
牛鼻

吹田市泉町

内装工事業

Y-ENGI

吹田市春日

設備設計・見積・現場管理

産

日輪不動産
（株）

吹田市津雲台

不動産仲介・買取・リフォーム

おかもと歯科医院

吹田市元町

歯科診療

吹田市藤白台

会計監査・税務業務・ファイナンシャルプランニング

吹田市江坂町

医療機関取扱い化粧品ビジネスコンサルティング

専門サービス 近藤会計事務所
肌こねくと
（同）

吹田市垂水町

子供を対象とした体操教室

サービス業 （株）
日本保健衛生協会

沖口まこと体操クラブ

吹田市寿町

衛生環境管理サービス、環境測定・分析サービス

neutral

吹田市泉町

ネイルサロン・スクール

大阪市西成区天神ノ森

Webマーケティング・集客のコンサルティングおよび
サポート

大阪市北区天神橋

公認会計士・税理士

studio CHISHOT

大阪市此花区西九条

写真撮影（子供の各種イベント・プロフィール、スタ
ジオ撮影）

BASIS cafe&bar crossB

摂津市正雀本町

飲食業、ダンススクール運営、ダンスウェアの販売

（有）
紫電改
（特）専門サービス
ムジーク会計事務所
（特）サービス業

≪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
No.454
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青年部コーナー

ガンバるタウン吹田
スタートアップイベント 活動報告

実施日：平成31年2月20日
（水）

実施場所：パナソニックスタジアム吹田

吹田が、ガンバで、1つになる！
そんな思いで吹田YEGがこれまで取り組んできたガンバ事業。本年度はその集大成として「ガンバるタウン吹田」をオープ
ンさせましたが、そのスタートアップイベントを2月20日にパナソニックスタジアム吹田で開催し、吹田が好き！吹田を盛
り上げたい！という100名を超える事業者の方々
（吹田YEGのメンバーを含む）にお集まりいただきました。
第1部は、「SNSのビジネス利用について」と題するセミナーを行いました。今回は特にInstagramに焦点を当て、
Instagramの初心者にもわかりやすいビジネス活用について､実演を交えて講義を行いました。このセミナーを機に
Instagramへの登録をした方や、休眠状態から復活した方も多く、みなさん悪戦苦闘しながらも楽しくInstagramの使い方
を体感しておられました。また、何気なくInstagramを使っていた方にも初めて聞く内容が多く、明日からのInstagramに
早速実践できそうです。参加者のみなさんの自社PRにも活かされると嬉しく思います。
続いて､ピッチに降りて全員で記念撮影。普段なかなか入ることができないピッチに大興奮！記念撮影後もスタジアムを
バックにみなさんインスタ映えする写真を撮影していました。
そして、会場をVIPルームに移して第2部懇親会のスタート。「吹田を愛する」と
いう旗印の下に集まったもの同士。すぐに意気投合し、名刺交換等活発な交流が繰
り広げられました。ガンバチアのみなさんにも会場に華を添えていただき、またお
楽しみ抽選会では、沢山の方にガンバグッズやガンバるタウン吹田登録店提供の景
品が当たり､当選した方には自社PRもして頂きました。
ガンバるタウン吹田は、ここからスタートです。吹田を愛する事業者のみなさ
ん、一緒に吹田を盛り上げましょう！

日本商工会議所青年部 第38回全国大会
日本のひなた みやざき大会
実施日：平成31年3月8日（金）～平成31年3月10日（日）
実施場所：KIRISHIMA ヤマザクラ宮崎総合運動公園 木の花ドーム他
「日本のひなた みやざき大会」
が、宮崎の地で
「未来を襷に込めて」をコンセプトに日本YEGの主催で行われました。
吹田YEGのメンバーは、一日目は伊丹空港に8時30分に集合したものの、伊丹空港に飛行機が到着していないというトラ
ブルが発生したため、約130分遅れというまさかの波乱のスタートとなり、13時30分に宮崎空港に到着。宮崎名物の
「チキ
ン南蛮」をおいしくいただき、青島神社を観光後、みやざき臨海公園サンマリーナ 多目的広場での大懇親会に参加し、初日
から宮崎を堪能しました。
二日目は、KIRISHIMAヤマザクラ宮崎県総合運動公園木の花ドームにて、記念式典、記念講演及び記念事業（卒業式）に参
加しました。
記念式典は、神楽とアーティスト（サラ・オレイン）のオープニングセレモニーから始まり、来賓挨拶、今年度日本商工会
議所青年部会長の内田君のご挨拶、日本商工会議所青年部次年度会長の田中君のご挨拶などがあり、「声に出して読みたい
日本語」でおなじみの齋藤孝氏による記念講演の後は、記念事業（卒業式）が行われました。卒業式には、吹田の卒業生のう
ち、金井直子君、河邊紀博君、中島信一君が出席し、卒業生とともにMAX
のライブパフォーマンスを楽しみました。
全国大会は、全国各地のYEGメンバーとの交流から数多くのことを学
び、それを今後の活動の発展につなげることができますし、また吹田のメ
ンバーでともに学び、行動することで会員相互の親睦を図るよい機会とな
ります。
次年度の全国大会は静岡県の沼津での開催になります。たとえ、吹田を
離れた全国大会であっても率先して参加し、今後の活動の発展につなげて
いきたいと思います。
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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トランプ政権誕生の背後にある
二つの構造問題
トランプ政権が迷走を続けている。
2019年2月、トランプ大統領は国家非常事態を宣言し、国境
沿いの壁建設を強行するスタンスを鮮明にした。これに対して、
全米16の州がトランプ大統領を集団提訴する異例の事態となっ
た。
筆者は、16年のトランプ政権誕生の背景として、（1）資本主
義と民主主義の離婚、（2）設計主義・エリート主義への懐疑、と
いう二つの構造問題に注目している。
第一に、「資本主義と民主主義の離婚」という問題を指摘して
おきたい。
もともと市民革命の時代から資本主義と民主主義の相性は極め
て良好であった。とりわけ、米国を中心とする資本主義陣営と、
ソ連を中心とする社会主義陣営とが激しく対立する「東西冷戦」下
において、資本主義と民主主義は手を携えて共産主義に対抗し、
これを崩壊に追い込んだ。
しかし、1990年代に入り共産主義陣営が崩壊した後、多くの
国で中間層の没落や格差の拡大といった問題が深刻化した。この
過程で、民主主義は格差是正に無力であった。ヒラリー・クリン
トン氏に代表される、エスタブリッシュメント層は、富裕層の既
得権を擁護し、貧困層の生活は一向に改善しなかった。現在、国
際慈善団体オックスファムの最新の年次報告書によれば、世界で
最も裕福な26人が、世界で所得が最も低い38億人の総資産に匹
敵する富を握っている。
さらに深刻なのは、近年、世界中で格差が固定化してきた点で
ある。常識的な範囲での格差の存在自体は、経済活性化を促すカ
ンフル剤だともいえる。しかし、最近の米国では、親の年収や社
会的な階層によって、子どもの運命が規定されるという形で、ま
さしく
「貧困の連鎖」が起きているのだ。
こうした厳しい現実を受けて、「資本主義と民主主義の離婚」
が進行している。民主主義によって選ばれた政府が、格差を一向
に解消してくれないことに対する貧困層の不満は、もはや制御不
能なレベルにまで達している。
二つ目の構造問題として、設計主義・エリート主義に対する懐
疑的な見方が強まっていることが挙げられる。
かつては、フランスとかドイツのエリートたちが考えれば、最
高の制度がつくれるという考え方が存在した。しかし、こうした
設計主義・エリート主義に支えられたフランスの政治は、18世

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

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。89年東京大学法学部卒
業。93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、07年大和総研入社。14年同社・執行
役員。17年同社・常務執行役員。18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。18年より経済同友会幹事。11
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。

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL 06-6381-6623
FAX 06-6382-7466
http://www.sakae-denki.co.jp

仲総合給食(株)
吹田市江坂町３丁目23-35

紀末のフランス革命以降、迷走を続けた。政治体制が猫の目のよ
うに変化したのみならず、大量の死者を生むこととなった。
近年は、フランスやドイツのエリート主義に対する懐疑的な見
方が強まっている。英国のEU（欧州連合）からの離脱――いわゆ
るBrexitも、こうした文脈の下で整理することができるだろう。
現状は、英国のみならず、世界中の各地で、反エリート主義
や、オートノミー、つまり「自己決定権」を求める動きが高まって
きている。いわば「自分のことは自分で決めたい」という考え方で
ある。
例えば、欧州統合の原動力となってきたのも、フランスやドイ
ツのエリート層である。歴史的に欧州は何度もドイツとフランス
の戦争によって翻弄（ほんろう）されてきた。その反省の上に立っ
て、欧州統合は、戦争のない平和な欧州を実現することを目指し
ている。つまり、経済的な損得勘定などは二の次なのだ。
しかし、一般大衆には、こうした「崇高な理念」はとうてい理解
できない。「平和」を重視するエリート層と、「経済的な損得勘
定」に重きを置く一般大衆の議論は、全くかみ合っていない。ギ
リシャやドイツで強まる「ポピュリズム（大衆迎合主義）」によっ
て、欧州連合は度々、激震に見舞われている。
以上のような構造的要因を考慮すると、今後も世界がトランプ
大統領に翻弄される日々は、まだまだ続きそうである。

不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

人々に、あかるい暮らしを

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

〒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
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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

No.454

吹 田 元 町 で ─これ からも

各種建物新築・改修工事
電気設備・消防設備
空調設備・防犯設備

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。

おかげさまで100 年

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

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）

がんばるチョコレート工房
『ショコラボ』
神奈川県横浜市の新横浜駅から横浜市営地下鉄ブルーラ
インに乗車し、10分ほど走った「センター南駅」近くのオ
フィスビルの1階に、一般社団法人AOHが運営する「ショ
コラボ」
という名の工房がある。
ここは、障がい者の就労継続支援B型の就労移行支援施
設（一般型）（※）で、2012年11月に障がい者が働く全国
初のチョコレート専門工房としてスタートしている。
この工房で就労している障がい者は、精神障がい者や知
的障がい者、さらには重複障がい者など約30人。また彼ら
彼女らの就労や生活支援のためのスタッフは、正規・非正
規を含めて18人だ。
現代表（理事）は創業者でもある伊藤紀幸氏で、創業の
きっかけとなったのは、伊藤さんのお子さんに障がいが
あったからだった。もともと大手銀行のエリート行員で
あった伊藤さんは、子どもの親亡き後を案じ、仲間の支援
を得て工房を夫人とスタートしたのである。
障がい者就労継続支援施設で働く障がい者の月給（工賃）
は、全国平均で1万5000円程度（1日700円程度）という
こともあり、なんとしても、付加価値の高い商品を製造販
売し、障がい者の将来の生活を安定させねば……と、チョ
コレートに注目したのである。
そして販売も、メーカーや流通の下請け型では利幅が薄
くなると考え、ネット通販や有名百貨店、ホテルなどの小
売店へ直接販売する方式とした。伊藤さんらの苦労と努力
と賛同したチョコレートづくりのプロの支援もあり、創業
以来、今日までほぼ一貫して雇用も業績も伸ばしている。
また働く障がい者の月給（工賃）も、業界の倍の3万1000
円という。
先日、久方ぶりにチョコレート工房と配送センターを訪
問させていただいたが、皆、自信に満ち満ちた顔で黙々と
チョコレートをつくっていた。伊藤さんから「皆に一言
……」といわれたので、筆者は「いつもおいしいチョコレー
トをつくってくれてありがとう。これからも、ほっぺたが

落ちるほどおいしい、すてきなチョコレートをつくり続け
てください」と、お礼を言った。
余談ではあるが、その折に一人の女性社員を紹介された。
その女性社員は、東京工業大学の博士課程を修了し博士号
を持った方で、ショコラボの存在と活動を知り著名な大手
企業を退職し、同法人に入社したという。こうした若い社
員の行動を見ると、今や企業の「物的価値」などではなく、
真の「社会的価値」を若い人々は求めているといえるだろう。
※就労継続支援B型施設とは、障がいや難病のある方のう
ち、年齢や体力などの理由から、企業などで雇用契約を結
んで働くことが困難な方が、軽作業などの就労訓練を行う
ことができる福祉サービス。障害者総合支援法に基づく福
祉サービスの一つで、比較的簡単な作業を短時間から行う
ことが可能で、年齢制限はなく、障がいや体調に合わせて
自分のペースで働くことができ、就労に関する能力の向上
が期待できる。事業所と雇用契約を結ばないため賃金では
なく、生産物に対する成果報酬の「工賃」が支払われる。
人を大切にする経営学会 会長

坂本

光司 / さかもと こうじ

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。

全国商工会議所

ビジネス総合保険制度 取扱中！
世界で1日3000万本飲まれています

大阪北部ヤクルト販売株式会社
〒564-0052

吹田市広芝町3番2号

TEL 06-6386-8960 FAX 06-6337-2471
URL http://www.osakahokubu-yakult.co.jp
E-mail info@osakahokubu-yakult.co.jp

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

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

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.454
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三部合同講演会：情報通信部会、金融部会、交通運輸部会

「クラウドファンディングセミナー」
開催報告
この度3月12日（火）、吹田商工会議所において表題の通り、三部会合同にて2部構成のクラウドファンディング
セミナーを開催いたしました。
第1部はクラウドファンディング情報掲載サイトである「CAMPFIRE」のプロジェクトサポーターである大村和彦
氏よりクラウドファンディングとは何かという基礎的な知識・利用の仕方から、顧客層の傾向やニーズのある商品
などを例に挙げ、今後の市場の展望や潜在力についてお話をして頂きました。
さらに、第2部では「Petra tou Romiou」代表の麻生幸子氏によるクラウドファンディングを実践し商品を開発
された実体験を基に講演をして頂きました。クラウドファンディングの資金集めだけでない側面に着眼し、事業所
のPR戦略や顧客・取引先との長期的な関係性構築などのメリットにつき考え取り組んだ経験についてお話をして頂
きました。
セミナー終了後の懇親会では会場を移し、異なる業種の部会の方々との交流を深める良い機会となりました。

不動産部会

勉強会を開催

去る3月20日（水）に吹田商工会議所 3階 大会議室において、不動産部会が勉強
会を開催されました。「少子高齢化時代に賃貸住宅の空室をいかに減らすか?これ
からの満室運営には欠かせなくなる入居対象者について」をテーマに、吹田市域で
の賃貸事業における実数の分析や賃貸住宅を紹介する際の写真の掲載手法、高齢化
対策、留学生の受け入れ対応について、各専門家のお話を拝聴しました。当日は、
たくさんの会員の方のご参加があり、勉強会後の懇親会も大いに盛り上がり、不動
産部会員の交流も深まりました。

広告掲載募集中！

5,400円（税込）で
2,000か所以上の事業所に届きます！

4 0 周 年にむけ て！

月々

詳細は会報担当まで
suitacci@suita.cci.or.jp

TEL：06-6330-8001
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一般財団法人 大阪府社会保険協会からのお知らせ

講習会のご案内

労務事務講習会

～総務・人事担当者の皆さんへ～

基礎知識の習得・スキルアップに

2019年度 年間予定保存版
講習会テーマ

副

題

開

催

日

※なお、講習概要・申込につきましては協会HPに4月上旬に掲載
いたします。
開催日：場所等は変更する場合がございますのでご了承ください。
対象者：大阪府下の厚生年金・健康保険の適用事業所の被保険者
の方。
場 所：大阪府病院年金会
（地下鉄谷町線・四天王寺前夕陽が丘駅 徒歩3分）
時 間：午後1時30分～午後4時30分
受講料：協会会員様 無料／非会員様 3，000円
（各講習会）
定 員：120名 ※申込多数の時は抽選
講 師：社会保険労務士 後藤田 慶子 氏・山口 介衣子 氏
高田 千春 氏

労災保険・雇用保険のしく
みと給付

～年度更新の実務～

5月17日（金）
・23日
（木）
・
6月7日（金）

健康保険・厚生年金保険の
しくみと給付

～算定基礎の実務～

5月30日（木）
・6月18日
（火）

労働・社会保険の実務

～入社時・在職中・
退職時の手続き～

7月12日（金）
・23日
（火）
・
8月23日（金）

公的年金のしくみを知ろう

～老齢・障害・遺族
年金のしくみと給付～

8月27日（火）
・
2020年3月13日
（金）

労働基準法を知って学ぶ

～労務管理の
基本的ルール～

9月13日（金）
・26日
（木）
・
11月19日（火）
・12月6日
（金）

年末調整の基礎を学ぼう

～計算の実務～

10月4日（金）
・28日
（月）
・
11月8日（金）

●お問合せ・申込先
一般財団法人 大阪府社会保険協会 06-6445-3013
〒550-0003 大阪市西区京町堀1-3-13 辰巳ビル2F

給与計算の基礎を学ぼう

～計算の実務～

2020年2月6日
（木）
・27日（木）

詳しくは、協会ホームページを

大阪府社会保険協会

検索

ホームページ作成事業補助金とホームページ作成業者の登録募集
①ホームページ作成事業補助金

販路開拓等のために、ホームページの新規作成を行う中小企業者に対し、外部委託に要した経費の一部を補助します。

募 集 期 間：令和元年5月7日（火）から
補 助 対 象 者：本市に主たる事業所を持ち、市民税の滞納をしていない中小企業者
（風営法に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業に該当する事業を営んでいるものを除く）
補 助 内 容：ホームページの新規作成を行うための外部委託費の2分の1以内を補助
（上限50，
000円）
※吹田市に登録されている市内業者に委託することが必要です。
交付予定件数：8件程度（応募状況により、予算の範囲内で交付します。
）

②ホームページ作成業者の登録募集

市内中小企業者によるホームページ作成業務を受託することのできる市内業者を募集します。
登録された業者は、吹田市のホームページ作成事業補助金の活用を希望する中小企業者からホームページ作成業務を受
託することができます。
昨年度既に登録されている業者の方で、今年度引き続き登録を希望される場合は、改めて登録手続きが必要です。
募 集 対 象 者：本市に事業所を有し、市民税の滞納をしていない事業者で、ホームページの作成に係る事業を営んでいること
登 録 期 間：登録を受けた日から令和2年3月31日
（火）
まで

申込み：①②いずれも吹田市役所 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。

No.454

11

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

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。）

