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商店街で育ち、商店街を守る
吉田屋　　店主　西田　宗尚 氏
　JR吹田駅中央出口から南に向かって徒歩3分。東
西に延びる錦通り商店街の中央に、布団などの寝具を
販売されているお店（吉田屋）があります。
　吉田屋は、先代（父）が創業されてから80余年間、
錦通り商店街の歴史とともに営業展開をされてこられ
ました。二代目店主である西田宗尚氏は、父より継承
してから44年間寝具店を経営され、現在錦通り商店
街の会長にも就かれています。
　今回は西田氏にお店のこと、商店街のこと、そし
て、昨年9月に大阪府を襲った台風21号被害からの
復旧などについてお伺いしました。 店主　西田　宗尚 氏
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―お店の沿革などについてお聞かせください。
最初に、父らが、山田地

域からこの地（朝日町）に
移った時は、吹田市は、吹
田町と呼ばれていた時代で、
周りは田んぼに囲まれてい
ました。
商売は、父が昭和10年頃

にこの地で、着物の古着販
売として始めました。そし
て、母の実家が呉服屋で仕立てが出来るということで
呉服販売を始め、その後、寝具などの取扱いに広げ、
現在は寝具販売をメインにしています。
父は、私が大学に入学した時に（19歳）に急逝し、急

遽跡を継ぐことになりました。大学就学中は母とお手
伝いの方に助けていただいて、なんとか卒業すること
ができました。
以来44年間、地道に商売を続けております。そし

て、この商売で4人の子供を無事育て上げることがで
きました。
現在の主力商品は西川リビングの少し高級な布団で、

羽毛布団の仕立て直しやクリーニングなども行ってお
ります。近隣の方へのリピート販売が中心で、長くご
ひいきいただいております。

―商店街会長のことをお聞かせください。
当店のある錦通り商店街（吹田市錦通商店街協同組

合）は、昭和28年に創設されたと聞いております。私
は平成13年から今日まで18年間、会長（代表理事）に
就いております。
当商店街はJR吹田駅南側の東西に約40の店舗が並

び、JR吹田駅近隣の商店街（旭通商店街、新旭町通り商
店街、さんくす名店会、栄通り商店街、片山商店街な
ど）と連携し、様々なイベント等を行っております。会
長の主な仕事は一言でいうと「取りまとめ」です。吹田
まつりやアジアンフェアといった地域の催しに錦通り
商店街の代表として出席し、そこで決められたことへ
の協力を依頼します。また、商店街独自で行っている
スタンプラリーやフォトコンテストなどのイベントの
総括も行っています。団体活動に対する店主の皆さん
の想いも様々ですので、取りまとめは簡単ではないで
すね。また、商店連合会などの外部団体の会合に出席
することで、他地域の商店街で行っている情報を知り、
伝えることも役割の一つです。

―昨年の台風のことをお聞かせください。
昨年9月4日、近畿地方に暴風と大雨をもたらした台

風21号では店舗も商店街も被害を受けました。最大風
速は55m／秒とのことで、店舗では1階のシャッター
6枚全てがめくれ上がり、シャッターを収納する天井
のシャッターBOXも破壊されました。復旧するには店
舗内部も含めて工事が必要となり、結果的に店舗全体
の改修工事を行うことになりました。一時は再開が出
来るのかといった不安もよぎりましたが、商店街の仲
間や各団体の方から多くの励ましをいただき、気持ち
を持ち直すことができました。そして、工事業者も幸

い地域の会合などで知り
合った吹田の方にお願い
し、安心して工事を進め
ることができました。そ
して、商工会議所の方か
ら被災時の安い金利対応
をしてくれた金融機関の
紹介や被災補助金の申請
に至るまで私が苦手とす
る部分に対応いただき、
感謝しております。普段
からの関わり合いが大事
だということはこういう
時に気づきますね。
完成後は、シャッター

の上げ下げも楽になり、
そして、改修を機に商品
展示台を6台削減し、商品
数は以前の約半分としま
した。空いたスペースに
は簡易ベッドを設置し、
購入前に枕の高さ加減や
布団の使用感などを試し
ていただけるようにしました。店内はスッキリし、入
りやすくなったと良い評判をいただいています。そし
て、店舗外の壁には掲示板を設置し、商店街のイベン
ト告知などを行えるようにしました。
商店街の他の店舗でも屋根瓦が飛んだり、窓ガラス

が割れ、店内の備品が駄目になってしまった方がおら
れます。まだ全ての店舗が台風前の状況には戻れては
いませんので、復興が待ち遠しいです。そして人への
被害がなかったことが何よりの幸いでした。

―今後の店舗・商店街の想いについてお聞かせくだ
さい。
新規のお客様も有り難いですが、これまでお付き合

いのある方々との継続的なお取引を大切にしたいと
思っています。歳を重ねることで体型は変わるため、
身体に合う布団や枕も変わっていきます。身体の変化
に対応した布団のメンテナンスや買い替え時のご提案
をさせていただきます。
また、商店街の発展のためには、個店それぞれが強

くなることも必要ですが、同時に商店街としてお客様
を集める仕組みをつくることも大切だと思っています。
商店街の各店舗では設備の老朽化と店主の高齢化が進
み、課題は山積していますが、お互い助け合い、関わ
り合いながら取組んでまいりたいと思っております。

―貴重なお話をありがとうございました。益々のご
発展をお祈り申し上げます。

吉田屋　YOSHIDAYA
〒564-0027 大阪府吹田市朝日町15-2

TEL 06-6381-2228

改修前

改修後
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　平素は、吹田商工会議所の運営にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げま

す。皆様方にはご健勝にてお過ごしのこととお喜び申し上げます。

　吹田市では、全国的に人口減少が深刻な問題となる中で、近年増加が続いてお

り、こうした活気ある状況下で、7月には国立循環器病研究センターが移転開設となり、「健都」が本格稼働

となってまいりました。現在、吹田市では健都誕生に合わせて、予防医療や健康づくりの取り組みによる

「健康・医療のまちづくり」を推進されておられます。こういった全市的な取り組みにつきまして、商工会議

所がご一緒に活動させていただければと思っているところでございます。

　さて、10月からの消費税率引き上げに伴い、多くの事業所では軽減税率への対応が求められており、さら

に、深刻な人手不足や経営者の高齢化に伴う事業承継問題など、事業を取り巻く環境は深刻さが増してきて

います。当所ではこういった問題に対して、全力で事業者のお役に立てる活動を展開してまいる所存でござ

います。

　令和の時代も、地域から事業者から頼りにされる商工会議所を目指して、鋭意努力してまいりますので、

皆様方から倍旧のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　結びに、これからも厳しい暑さが続きますが、皆様方のご健勝とご多幸をご祈念申し上げまして、残暑見

舞のご挨拶とさせていただきます。

残暑お見舞い申し上げます
 吹田商工会議所 会頭　柴田　仁

　このたび、地元求人企業と地元求職者のベストマッチングの場をご提供いたします。今回5年目を迎え、

昨年開催した際は、各社合計9名の採用に至りました。障がい者雇用に取り組まれている方、もしくはこれ

から取り組まれたい方は是非お申し込みください。

◆日　時：2019年11月13日（水）　13：00～16：00（※受付12：30～15：30）

◆場　所：千里市民センター　2階（吹田市津雲台1丁目2-1　千里ニュータウンプラザ内）

◆内　容：来場した面接希望求職者に対して個別ブースにて面接を実施します。 

◆募　集：吹田・豊中商工会議所会員事業所および吹田・豊中市内の事業所 

◆費　用：無料

◆締　切：2019年8月30日（金）　※定員　10社

◆問合せ：吹田商工会議所　中小企業振興部　橋爪

※詳細及びお申込みは、吹田商工会議所HP　新着情報をご覧ください。

【2019障がい者就職応援フェア in すいた】のご案内です
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　本年度は、当所役員・議員の改選期に当たります。1号議員50名は、選挙にて選任することが定款で定められて
います。つきましては、下記の通り、選挙選任を行いますので、通知いたします。（任期：令和元年11月1日～令
和4年10月31日）

◎特別会費について
　議員に就任されますと、一般会費の外に特別会費（議員会費）として年額6万円をご負担いただきます。
　臨時議員総会にて役員に選任された場合、特別会費（年額）は以下の通りになります。

会頭：60万円　　副会頭：36万円　　常議員：12万円　　監事（議員外）：6万円

1．商工会議所の1号議員とは…
　 　商工会議所の議員は、会員と特定商工業者の意思を代表し、議員総会において当所の運営方針や事業計
画、収支予算等の重要事項を審議決定するとともに、地域経済人として産業界の振興発展に寄与しなければ
ならない職責を負っています。

　 　その内1号議員は、会員（特別会員を除く）の中から選挙により選任します。正会員は1号議員への選挙
権、被選挙権を有します。立候補者が定数を超えた場合は、選挙を実施します。（その他、部会により選出
される2号議員、会頭の指名による3号議員がいます）

2．1号議員の選任の手続き
　（1）立候補の手続き
　　  当所事務局備付の候補者届にご記入・ご捺印の上、届け出て下さい。他社（他人）を推薦する場合は、候

補者となることの当事者の同意が必要です。
　（2）立候補届出期間・届出場所
　　 ◎令和元年9月9日（月）～9月20日（金）　（但し、土・日・祝日除く）10時～16時
　　 　吹田商工会議所・事務局までご持参下さい。
　（3）選挙選任
　　  候補者が定数を超えた場合は、10月に当所会館に投票所を設け、選挙を行います。無投票となった場

合は、直ちにその旨を当所掲示場に告示します。

1号議員の選挙選任について　吹田商工会議所・選挙委員会
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事 業 内 容

　ドイツビールを中心に輸入酒類の販売を行っています。
ドイツの伝統的なスタイルで製造された日本未輸入のビー
ルを探し当て、輸入販売することが事業の軸です。

創 業 の 経 緯

　もともとビールが好きで、日本のビアバーなどで世界各
国のビールを飲んでいました。新婚旅行でドイツへ行った
ときに、ミュンヘンのレストランでたまたま飲んだビール
に「こんなに美味しいビールがあるのか！」と衝撃を受けた
のが創業のきっかけです。帰国後、そのビールを日本でも
飲めないかと調べましたが、日本では取り扱っているとこ

ろがありませんでした。それからずっと気になっていたの
ですが、あるときにビールのインポーターという仕事を知
り「これだ！」と思いました。それまでは酒類販売とは全く
違う業界で働いていましたので、色々な方に助けていただ
きながら手探りで準備を進め、昨年1月に創業に至りました。

取扱い商品について

　現在取り扱っているのは、私の人生を変えたKarmeliten 
Brauerei（カーメリテン醸造所）のビールです。この醸造
所は1367年に修道院の醸造所として始まり、2017年に
650年を迎えた歴史ある醸造所です。ドイツで数々のビー
ルの賞を受賞しています。作られる全てのビールが飲みや
すく、普段ビールは苦手という方にも美味しいと好評を頂
いています。今年は、昨年ご縁のあった企業様と連携し、
日本の各地方で開催されているビールイベント「オクトー
バーフェスト」に出店を果たしました。オクトーバーフェス
ト等のイベントの他、酒販店様や飲食店様への卸売りを通
して少しずつ認知が広まっています。

今 後 の 展 望

　まずはドイツビールのラインナップを増やしたいと考え
ています。これに関しては何度かドイツに足を運び、打ち
合わせを進めているところです。自分の感覚だけではなく、
ビールについて深く学び、味だけでなく伝統や文化、作り
手の想いも含めて広い視野で厳選しています。そのために
昨年ビアソムリエの資格を取得しました。ドイツビールが
日本でより身近な存在になり、ドイツビールを好きになっ
ていただけるよう魅力的な情報発信にも力を入れていきま
す。将来的には、ドイツの文化やライフスタイルを伝え、
ドイツと日本の架け橋となれるような事業として発展して
いくことを目指しています。

事業所名：Ein Bier, Bitte.（アインビアビッテ）
事業内容：ドイツビール輸入販売
所 在 地：吹田市藤白台1-1-22-105
電話番号：090-6378-2053
代 表 者：渡邉　夏生 氏
開　　業：平成30年1月
ホームページ：https://www.einbierbitte.net/

新入会員インタビュー Ein Bier, Bitte.（アインビアビッテ）

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2019.6.1～6.30　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
Ein Bier,Bitte. 吹田市藤白台 ドイツビールの輸入販売
（株）大楠屋 吹田市片山町 食品卸を中心とし仕入販売も行う
ライブギア（株） 吹田市豊津町 業務用LED演出照明機器製造、輸入卸販売

工　　　業 プラスティック工房 吹田市寿町 看板製作・取付、プラスチック板加工

交 通 運 輸
（株）K Produce nice 吹田市岸部中 自動車販売
創作ガレージしげ 吹田市山田西 自動車整備、販売業

不　動　産
（株）アーバンプランニング 吹田市広芝町 不動産売買・賃貸管理、建築工事業、建築物の設計・工事

監理

（同）グローバル仁 吹田市日の出町 不動産の所有、売買、賃貸、管理並びにベンチャーキャピ
タル

サービス業

（株）アイテック大阪支社 吹田市南吹田 プリントショップ（大判ポスター・オンデマンド）、一般印刷

COCOfl ap 吹田市垂水町 女性の自立を目指すスモールビジネスを支援する場所の提
供（レンタルコミュニティースペース）

プリズム・コア 吹田市豊津町 カウンセラー
（株）ライズベース 吹田市山田西 グローバルで活躍できるリーダーを育てる人材育成事業

（特）商　業 想寿庵 春日井市出川町 和菓子の販売及び卸売
（特）建　設 揚進（株） 大阪市淀川区十三東 解体工事
≪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
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　令和もガンバを応援しよう！3つの参加特典付き！

お問い合わせ・お申込みは
　吹田商工会議所　〒564-0041 吹田市泉町2-17-4　
　TEL 06-6330-8001
　URL　https://suitacci.com/

使用時間 午　前 午　後 夜　間

使
用
会
議
室

3階 大会議室 10,000円 13,000円 14,000円

2階

第1会議室  6,000円  8,000円  8,500円

第2会議室  3,000円  4,000円  4,500円

第3会議室  2,000円  2,500円  3,000円
※上記料金は会員料金（税込）です
※備品使用や土日祝・夜間使用は別途料金が発生いたします。

○阪急吹田徒歩1分 ○選べる4タイプ
○半年前から予約可 ○レイアウト自由（一部除く）
○本年度の料金据置
※令和2年4月のご使用より料金を改定させていただきます。

◇ 特　徴 ◇
　 1．会員事業所を取り巻くリスクに対する補償のモレ・ダブリを解消し、一本化して加入
　 2．賠償責任（PL、リコール、情報漏えい、施設・事業遂行等）リスクを総合的に補償
　 3．事業休業補償により災害に遭った際の事業継続のための資金を確保
　 4．全国商工会議所のスケールメリットによる割安な保険料水準　

◇ こんなお悩みがありませんか？ ◇
　 1．いろいろな保険に加入しているが、補償が重複している
　 2．契約の都度、資料を集めたり手続きが煩雑で面倒
　 3．補償を充実させたいけど、保険料が高くなってしまう　
　　 以上のようなお悩みをお持ちの事業者様は、ご検討ください

◇ お問合せ先 ◇
　 吹田商工会議所　TEL：06-6330-8001

■日　　程：令和元年9月14日（土）or15日（日）　※試合日程は8月9日に決定！決定後お申込者にはご連絡致します。
■集合場所：パナソニックスタジアム吹田　場外総合案内所前（『吹田商工会議所観戦ツアー受付』の受付設置予定）
　　　　　　〒565-0826　大阪府吹田市千里万博公園3-3
■定　　員：最大100名※先着順　
■参 加 費：おひとり4,000円（税込、軽食サンドウィッチ・オレンジジュース付）
■特　　典：1. 当日チケット5,500円の指定席（カテゴリー1席）を軽食付4,000円でご用意！
　　　　　　2. 当日、ガンバ大阪グッズ等を抽選でプレゼント（内容は変更になる場合があります。）
　　　　　　3. ガンバ大阪スタッフによる練習見学会を開催！（内容は変更になる場合があります。）
■お申込み：https://suitacci.com/?p=5917
　　　　　　 上記URLにて申込書をダウンロード後、必要事項をご記入の上、FAX（06-6330-3350）
　　　　　　にご送付ください。本会報にも申込用紙を同封しております。
■お問合せ：吹田商工会議所　商業部会事務局　谷　06-6330-8001

ガンバ大阪観戦ツアー開催！vsサガン鳥栖戦

吹田商工会議所　貸 し 会 議 室

全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」
～会員事業者を取巻く様々な事業活動リスクからお守りします～

吹田商工会議所
商業部会主催

交通至便



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。

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、米中摩擦の悪影響などもあり、下
振れ懸念が強まっている。大和総研では、2019年度の
わが国の実質GDP（国内総生産）成長率を前年比＋
0.6％、20年度に関しては同＋0.5％と予想している。
現時点で日本経済が景気後退に陥っているとは断言でき
ないものの、景気後退入りのリスクが高まっていると捉
えている。
　3月の景気動向指数では、景気の基調判断は6年2カ
月ぶりに、景気後退の可能性が高いことを示す「悪化」に
引き下げられた。他方で、政府の公式な景気判断を示す
6月の月例経済報告では、「景気は緩やかに回復してい
る」との認識が維持されている。
　筆者は経済三団体の一角をなす経済同友会で経済情勢
調査会の委員長を務めている。経済同友会では毎四半
期、企業経営者を対象とする調査を実施しているが、最
新の調査（「2019年6月第129回景気定点観測アン
ケート調査」）結果によれば、景気の現状に関して「緩や
かに後退している」という回答の割合が、前回調査（3
月）の10.2％から27.4％に上昇している。
　実際、世界的な景気循環のサイクルを確認すると、下
り坂のものが多い。2～3年程度の在庫循環に関しては、
米国以外では在庫の積み上がりが顕著であり、景気下押
し圧力が働いている。10～20年程度のストック循環に
関しても、設備のサイクルこそ何とか持ちこたえている
ものの、自動車や住宅のサイクルは総じて厳しい状態
だ。
　19年の日本経済は、主として海外発の「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、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3.3％程度悪化する。
　しかしながら、日本経済には五つの下支え要因が存在
する。

　第一に、海外経済の減速ペースは、政策発動の効果な
どもあり、緩やかなものにとどまる見通しである。米国
は、景気が総じて底堅く推移していることに加えて、い
ざとなれば財政政策、金融政策の発動が可能である。中
国に関しても、当面「カンフル剤」によって景気が下支え
される可能性が高い。
　第二に、国内に目を転じると、所得・雇用環境の改善
が継続している。仮に、米中摩擦の影響などから景気が
急速に悪化した場合でも、足元の人手不足の状態を勘案
すると、企業によるリストラが深刻化する可能性は低
い。
　第三に、10月の消費増税に備えて2.3兆円規模の万
全の経済対策が打たれる。とりわけ前回増税時に消費が
低迷した低所得世帯向けに手厚い対策が講じられること
から、増税による景気下押し圧力を過度に警戒する必要
はなかろう。
　第四に、各種の設備投資計画などを見ると、非製造業
を中心に設備投資は底堅く推移する見通しである。例え
ば、小売業は人手不足への対応などから、合理化・省力
化投資を積極化するスタンスだ。
　第五に、改元に伴う消費活性化や婚姻の増加、ベビー
ブームの到来が期待できよう。
　筆者は、日本経済は景気後退の瀬戸際であるが、メイ
ンシナリオとして、以上の五つの要因が下支え役とな
り、緩やかな景気拡大を続けると予想している。

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。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。

日本経済は本当に大丈夫か？



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人々に、あかるい暮らしを

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL

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

FAX
06-6381-6623
06-6382-7466

http://www.sakae-denki.co.jp
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青年部コーナー 6月例会～先輩から学ぶ過去・現在・未来～
実施日：令和元年6月28日（金）　　　実施場所：吹田市立勤労者会館

　吹田商工会議所青年部　令和元年度6月例会～先輩から学ぶ過去・現在・未来～が開催され、シニア会員18名を
含む94名に参加頂きました。
　第1部ではシニアの先輩方3名を中心に、社業の発展・危機対応・ターニングポイント等を対談形式で行い、第2
部ではシニアの先輩方にリーダーになって頂き、グループミーティングを行いました。
　経営するにあたっての心構えについて、色んなエピソードを交えながら教えて
頂いたり、自分の心持ちというか、考え方というか、自分の「芯」になることにつ
いてご指導頂き、グッと身が引き締まる濃い内容でした。
　皆さん真剣に話を聞き、時に所々笑い声が鳴り響き終始楽しい会になりました。
　普段中々お話が出来ないシニアの先輩方の貴重な体験談を惜しみなく話して頂
き、参加したメンバーにとって大変有意義な例会になりました。

 第29回 会員親睦ゴルフ大会参加受付中
　今年も「会員親睦ゴルフ大会」を、下記のとおり開催する運びとなりました。会員の皆様方には、秋の爽やかな一
日をアートレイクゴルフ倶楽部で心行くまでプレーをお楽しみいただき、相互の親睦をより深めて頂ければと存じ
ます。
　皆様、ご参加くださいますようお願いいたします。

＜お願い＞
会員親睦ゴルフ大会を開催するにあたり、賞品の無償提供をお願いできる事業所様は、総務部まで
（Tel 06-6330-8001）ご連絡ください。

日　程：令和元年10月2日（水）
会　場：アートレイクゴルフ倶楽部　
　　　　大阪府豊能郡能勢町野間西山95-3
定　員：80名（20組）

※詳細・申込書は、同封のチラシをご覧ください



□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

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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後継者によって 
 よみがえった松葉畳店

　今からおよそ30年前、全国にはいわゆる畳屋さんが
1万社以上存在していたが、総務省・平成28年経済セ
ンサスー活動調査によれば約5,100社（畳等生活雑貨
製品製造業全体）と、この30年間で半減している。
　その最大の要因は、30年前は新設住宅着工戸数が
170万戸あったものが、現在は約95万戸と大幅に減
少している（国土交通省・平成30年度建築着工統計調
査）ことに加え、住宅の洋風化の影響も大きい。事実、
かつては一般住宅では、平均2～3部屋あった和室が、
今や平均1部屋、畳の数では6枚分しかない。加えて、
経営者の高齢化や職人不足、さらには後継者も少なく、
廃業が多発していることもある。
　こうした厳しい業界ではあるが、全国各地には、後
継者が育ち、新たな活路を見いだし、元気いっぱいの
企業も少なからず存在する。その1社が、今回紹介す
る、パート女性を含め従業員数6人の松葉畳店である。
　同社は、静岡県のJR藤枝駅で下車し、車で10分ほ
ど走った、いまだのどかな田園風景が見られる焼津市
郊外のロードサイドにある。1977年、現代表の松葉
榮氏が、静岡市内の老舗畳店で5年間の住み込み修業
の後、現在地で創業した。
　数年前までは、妻と2人で畳の製造や修繕、さらに
は張り替えサービス中心の、いわゆる畳専門店であっ
たが、2015年前後から、大きく変貌していった。そ
のきっかけは、一度、嫁いだ三女の伊藤知美さんが、
「父が苦労して創業した大好きな畳屋を廃業させたくな
い」と、サラリーマンであった夫と共に入職したことで
ある。
　その後、畳の製造や張り替え工事だけでは事業の発

展は難しいと考え、「国産のイ草という天然素材の心
地よさを身近な生活雑貨という形で提案してみてはど
うか」と思い立った。それまでの職業経験を生かし、寝
る間も惜しんで、さまざまなユニークな生活雑貨の開
発に取り組んできたのである。知美さんたちがこれま
でに開発した商品は、小畳、名刺入れ、ポーチ、ブッ
クカバー、しめ縄花飾り、祝儀袋、コースターなど、
優に25種類を超えているという。
　そして、開発した商品を地域のイベントや東京で開
催される展示会・ギフトショーなどへ出品したほか、
ホームページも充実させていった。こうした努力が実
を結び、今や全国各地の著名な百貨店や専門店との取
引が成立し、4年前まではゼロであった新規事業が、現
在では事業全体の3割を占めるまでに拡大しているだ
けでなく、本業の畳の販売にも好影響を与えている。

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。



40周年にむけて！

夏季休業のお知らせ
　吹田商工会議所では下記の期間を夏季休業とさ
せていただきますので、ご案内申し上げます。

夏季休業期間
8月14日（水）～8月15日（木）

※ 8月13日（火）、8月16日（金）は平常どおり業務
を行います。 

　休業期間中は何かとご迷惑をお掛けすることと
存じますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
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吹田商工会議所の創業塾開講！
　創業して間もない方も、あらためて経営を学んでみませんか？

＜第一部＞　講演：キャッシュレス決済によりもたらされる未来の商店像
＜第二部＞　キャッシュレス決済サービスのご紹介
　　　　　　・AirPAY、OrigamiPay、Square、PayPay、楽天Pay（各社10分程度）
＜終了後＞　個別相談会

◇開 催 日：令和元年8月27日（火）16時00分～18時00分（受付15時45分）
◇会　　場：吹田商工会議所　3階　大会議室　（吹田市泉町2－17－4）
◇講　　師：永田システムデザイン事務所　代表　永田　知靖 氏
◇対　　象：どなたでもご参加できます。締切8月23日（金）
◇定　　員：50名　入場無料
◇申込方法：本誌同報チラシ若しくはHPからお申込ください。　https://suitacci.com/?p=5927
◇お問合せ：06-6330-8001　吹田商工会議所　セミナー担当　谷

◆と　　　き：令和元年9月7・14・21・28日・10月5日の5日間　
　　　　　　　午前9：30～午後4：30　計30時間
◆と　こ　ろ：吹田商工会議所　3階大会議室
◆内　　　容： ○心構え　○マーケティング　○販売促進手法　○SNS活用
　　　　　　　○創業事例紹介　○会計　○事業計画作成など
◆対　　　象：創業希望者・創業に興味のある方・創業して間もない方
◆参　加　費：1人5,000円（5日間トータルで）
◆定　　　員：40人
◆主　　　催：吹田商工会議所　
◆協　　　力：吹田市　日本政策金融公庫
◆詳細・申込み：インターネットで と検索。
　　　　　　　イベント欄から、創業塾をクリックください。
◆問　合　せ：吹田商工会議所　サビックまで　TEL06-6330-5588

吹田商工会議所

《主催　吹田商工会議所 吹田商工会議所商業部会》
消費税率引上げまであとわずか！消費税率引上げで損をしない！
『キャッシュレス決済導入セミナー』開催！ 開催日

8月27日（火）

受講者募集中
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～補助金活用！費用負担ゼロ※でキャッシュレス化～
　キャッシュレス化を進めるチャンスです。今話題のQRコード決済に加えて、活用できる補助金やお客様へのポイ
ント還元事業（キャッシュレス・消費者還元事業）についても解説します。
※ 今年10月に予定されている消費税率引上げ時に実施するキャッシュレス決済のポイント還元策の一環で、中小の
小売店や飲食店の決済端末の導入負担が実質ゼロになります。

講　師：山田　光一 氏（有限会社ダイスマネージ　代表取締役）
開催日：令和元年8月19日（月）
時　間：14時00分～16時00分（受付開始13時45分～）
場　所：千里山コミュニティセンター　多目的ホール
　　　　（吹田市千里山霧が丘22番1号　BiVi千里山3階）
対　象：小売店、飲食店、サービス業事業者、出展販売事業者 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。

《主催　吹田市 中小企業セミナー》
キャッシュレス決済導入セミナー

開催日
8月19日（月）

有限会社 ダイスマネージ
代表取締役　山田　光一 氏

令和元年10月1日（火）以降　会報同封サービス料が変わります！
　令和元年10月1日（火）より、会報同封サービス料を下記の通り変更させて頂きます。
　吹田商工会議所報「すいた商工会議所ニュース」は会員事業所を中心に官公庁等を含め毎月約2,400部発行されて
います。そこにリーフレット（チラシ）を同封する会員事業所限定のサービスです。皆様の事業のPR、販売促進手段
としてご活用下さい。

同封サービス料一覧（会員限定サービス）
サイズ 現行料金（税込） 改訂後料金（税込）

B5・A4以下 18，000円 18，700円
B4・A3以上 25，000円 26，400円

詳しくは当所ホームページをご覧下さい。　https://suitacci.com/
お問合せ先：吹田商工会議所　TEL 06-6330-8001



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！


