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時代と共に常に前に進むことが大切
そば処 万両（有限会社 万両）
 代表取締役　杉本　良一 氏
　JR吹田駅前の旭通商店街に店舗を構える「そば処 
万両」は、昭和11年に食堂として開業され、今年で
83年目を迎えられました。
　三代目店主である杉本良一氏は、大阪府麺類食堂業
生活衛生同業組合の理事長に就かれ、平成29年に産
業振興並びに業界の発展に尽力されたご功績により、
藍綬褒章を受章されておられます。
　これまでのお店の歩み等について、代表取締役の杉
本良一氏にお話を伺いました。 代表取締役　杉本　良一 氏
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― お店の経緯を教えてください。
祖父が吹田市山田の出身で、昭和11年にJR吹田

駅前にて食堂を開業したのが始まりです。その後、
父が戦地から帰還し、食堂の裏で製麺所も営み、昭
和31年に食堂とともに法人化しました。その後、
製麺機械のオートメーション化が進展しましたが、
オートメーション化をするには手狭なため製麺所を
閉鎖することにしました。そして平成3年にテナン
トビルに建て直し、現在のお店である「そば処 万
両」として食堂だけにしました。

― 事業承継にあたってご苦労されたことはあり
ますか。

大学では、サラリーマンになるつもりで、土木科
で学んでいたのですが、卒業してすぐに製麺所で働
くことになりました。その後、平成3年42歳の時
に経営を引き継ぎテナントビルを建てて現在の店構
えにした時は借金もある上、仕事は製麺しか経験が
なく新たな「そば店」の開業については、製麺以外の
ことは全く分からず、メニュー構成、出汁の味付け
など、一からの勉強でした。お客様に認めていただ
くことも大切ですが、職人さんに店主として認めて
もらうことに苦労しました。店が軌道に乗るまで、
組合等でそば店のノウハウについて勉強させていた
だき本当に助かりました。

試行錯誤を重ね自分が満足できるお店になるま
で、10年ほどかかったように思います。今では、
かつお節を触った時の手触りで乾き具合が分かるよ
うになりました。

― お店の特徴、こだわりについてお伺いします。
なんといっても自家製麺です。北海道産そば粉を

8割強使用し、毎朝手打ちをしています。冷と温の
麺は、比率を変えているため2種類作っています。
ダシは、昆布と削り節の4種をベースにしていま

す。季節、気温によっては削り節の入れるタイミン
グを変えたり、昆布の浸ける時間も変えています。
また、「かけそば」用の出汁と「つけそば」用のダシ
の2種類を作っています。メニューは定番もありま
すが、季節ごとにアレンジをしています。

― 永くお店を続けることで大事なことは何ですか。
昔と同じことをしていては時代の流れに乗り遅れ

るので、常に思考錯誤しながら前に進むことが大切
だと思っています。時代とともにお客様の嗜好も変
わってきますので、ただ変化させるだけでなく、お
店としての芯を保ちつつ、時代にあったメニューや
味付けを工夫していくことが必要だと思います。特
に、出汁は同じ材料を使っていても気候等により微
妙に変わるので常に研究しなければなりません。そ
のため、探求心が強く、今でも話題のお店があれば
食べに行き勉強をしています。

もう一つは、自分の店だけでなく業界、地域が発
展してこそ、自分の店も長く続くものだと思ってい
ます。そのため、積極的に業界や地域の役もしてい
ます。

― 今後の展開についてお伺いします。
自分の代だけでな

く、二世代・三世代
が繁盛する店にしな
いと長続きしないと
思っています。幸い
長男と次男が店で頑
張ってくれています
ので、上手く引き継
ぐ方法を考えていま
す。

― 貴重なお話をありがとうございました。今後
益々のご繁盛をご祈念申し上げます。

そば処 万両
吹田市元町6-8（旭通商店街）

電　　話　06-6381-0553
営業時間　11：00～20：30
定 休 日　毎週木曜日
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3号議員（15事業所）、2号議員（35事業所）を選任
　令和元年第2回常議員会（8月7日開催）において、10月末の議員の任期満了
に伴い、会頭より3号議員（15事業所）の選任案が示され同意されました。ま
た、部会選出の2号議員（35事業所）の割り当て数についても承認されました。
　これを受けて、各部会では部会総会を8月8日から28日にかけて開催して2
号議員を選任しました。
　選任された3号議員と2号議員は次のとおりです。

〇3号議員選任（8月7日　常議員会）
事　業　所　名 所属部会 再任等

アーキヤマデ（株） 工業部会 再任

アサヒビール（株）吹田工場 工業部会 再任

北おおさか信用金庫吹田支店 金融部会 再任

（株）紙谷工務店 建設部会 再任

グリーンホスピタルサプライ（株） 商業部会 再任

（株）サンリバー サービス業部会 2号議員から移行

泉州電業（株） 商業部会 再任

大幸薬品（株） 工業部会 再任

事　業　所　名 所属部会 再任等

大同生命保険（株） 大阪北支社 金融部会 再任

（株）ダスキン サービス業部会 再任

（株）堀田工務店 建設部会 再任

（株）マルマス　サニーストンホテル サービス業部会 再任

マロニー（株） 工業部会 再任

（株）三菱UFJ銀行江坂支店 金融部会 再任

淀川ヒューテック（株） 工業部会 再任

（事業所名50音順、敬称略）

〇2号議員選任（8月8日～28日　部会総会）
部会名 事　業　所　名 再任等

商業部会
（7事業所）

（株）井村 再任

大阪北部ヤクルト販売（株） 再任

木下名酒店（株） 再任

（株）サンゼリア 再任

吹田市旭通商店街（協） 1号議員から移行

吹田市商業団体連合会 再任

（株）大久 再任

工業部会
（5事業所）

大枝印刷（株） 再任

向洋電機（株） 再任

昭和化工（株） 再任

トップ産業（株） 再任

（株）日本触媒　吹田地区研究所 再任

金融部会（1事業所） （株）三井住友銀行吹田支店 再任

交通運輸部会（1事業所） 日隆産業（株） 再任

建設部会
（7事業所）

（株）井上昇商店 再任

（株）上杉工業 再任

江坂設備工業（株） 再任

栄電気（株） 再任

（株）関根工務店 再任

摂津電気工事（株） 再任

橋本建設（株） 再任

部会名 事　業　所　名 再任等

情報通信部会（1事業所） アイ・システム（株） 再任

不動産部会
（2事業所）

有澤物産（株） 再任

（株）ケンセイ 再任

専門サービス部会
（5事業所）

東会計事務所 再任

黒岩会計事務所 1号議員から移行

信栄税理士法人 再任

（株）西日本エンジニアリング 再任

（株）橋本測地設計事務所 再任

サービス業部会
（6事業所）

（株）ガンバ大阪 1号議員から移行

（株）SAKAE 再任

（株）白洋舎大阪支店 再任

パレ・フタバ（株） 1号議員から移行

（株）ビケンテクノ 再任

（株）マルサン 再任

（部会別事業所名50音順、敬称略）
2号議員選任数　35事業所

※ なお、1号議員（50事業所）は、9月9日（月）から20日
（金）を選挙期間として選任されます。
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　国立循環器病研究センターは、今年4月にオープンイノベー
ションセンターを設置し、7月の北大阪健康医療都市（愛称：健
都）への移転とともに、企業等との共同研究拠点となる「オープ
ンイノベーションラボ」を整備し、運用を開始しました。
　産学連携によるオープンイノベーションにより次世代の医
療・ヘルスケアの実現をめざしている施設を、一度見学してみ
ませんか。また、入居されている企業様のお話もお伺いします。

　吹田商工会議所では、2か月に一度、会員交流を目的に吹田商工会議所懇話会「いきいき会」を開催しています。
10月例会は、吹田市を代表する地域資源である「万博記念公園」の現況と今後を大阪府万博記念公園事務所の方から
お伺いするとともに、昼食並びに懇談の場を設けます。是非お気軽にご参加ください。

◆開 催 日 時：令和元年10月23日（水）　15：00～17：00
◆会　　　場：国立循環器病研究センター研究棟（JR岸辺駅前）
◆参 加 対 象：吹田市内又は摂津市内に事業所を有する方
◆募 集 人 数：40名（事前申込要・先着順、1事業所2名様までとさせていただきます）
◆集 合 場 所：研究棟4階受付（病院エントランス棟とは入口が異なります）
◆主　　　催：吹田商工会議所・摂津市商工会
◆内容・申込：同封の折込チラシにて

◇日　　時：令和元年10月15日（火）　11：30～13：00
◇会　　場：吹田商工会議所　3階大会議室
◇参加費用：1，200円（昼食代等実費に充当）　※当日お受けいたします。
◇定　　員：40名
◇お申込み：同封のチラシでFAXにてお申込みください。

国立循環器病研究センター・オープンイノベーションセンター
見学会のご案内

吹田商工会議所懇話会「いきいき会」10月例会のご案内
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〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2019.7.1～7.31　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 （株）エス・ディ・シー研究所 吹田市内本町 デザイン・マーケティングプロモーション

工　　　業 （株）アジア本舗 吹田市古江台 プラスチックのコップ・皿・ボウルなどの製造、イン
ターネットでの販売。

建　　　設 （株）アクアライン 吹田市山田南 管工事
不　動　産 （株）ハウスネットワーク 吹田市片山町 不動産売買、建設

専門サービス
アールエム設計（株） 吹田市長野東 鋼製建具の設計業務

（税）優弘会計事務所 吹田市朝日町 税理士業

サービス業
グンゼスポーツ（株）
 グンゼスポーツ吹田健都 吹田市岸部新町 スポーツクラブ・スイミングスクール等の経営及び関連

事業
Sweet Leaf 吹田市江の木町 心と体の不調を改善するためのヨガ教室

（特）不動産 （有）エイズィープラン 大阪市東淀川区豊新 不動産業

（特）専門サービス
（株）シザコンサルティング 大阪市淀川区西中島 事業再生・資金調達・補助金サポート等、経営コンサル

ティング業
chert. lab 豊中市豊南町東 教育（ドッグトレーナーの育成）

（特）サービス業 okuru design 豊中市上新田 グラフィックツール・WEB作成などの広告ツールのデ
ザイン

≪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

　病院で看護師として15年間勤務をしており、夜勤な
どでストレスを感じる日々が続いていたため、健康管
理のためヨガを始めました。続けるうちに、小さなこ
とでイライラしなくなる、体調を崩しにくくなる等の
良い効果をたくさん感じるようになりました。
　その後、自身の癌経験や母の介護、看取りといった
経験をし、普段の生活を送っている時よりも、介護を
している時や病気になった時こそヨガが必要だと感じ
ました。
　ヨガには、血行を改善し、ストレス耐性を高め、免
疫力を強化する効果があります。自分のように病気を
お持ちの方や介護をされている方に、ヨガで気持ちや

体調を整えて欲しいと思い教室を始めました。

レッスンのスタイル

　メディカルヨガについては、1対1又は1対2くらい
の人数でレッスンを行います。プライベートレッスン
となりますので、ゆっくりと呼吸をして丁寧に動くこ
とに重点を置きつつ、お客様のご要望に合わせたプロ
グラムを組み、生活習慣や姿勢についてのアドバイス
もさせていただきます。また、月2回、6名までのグ
ループレッスンも行っております。
　首や手首、腰、膝などの関節を痛めることもあるヨ
ガですが、その日の一人一人の体調やポーズを確認で
きる人数で行いますので、安心してレッスンを受けて
いただくことができます。

今 後 の 展 望

　現在通っていただいている方は元気な方ばかりです
が、ご病気や障害をお持ちの方、介護をされている方
にもお越しいただきたいです。
　病気になり体を動かすことに消極的になる方もい
らっしゃいますが、ご自宅や病院へ訪問してレッスン
をすることもできますし、イスに座ってできるヨガも
あります。介護をされている方にも、ケアマネー
ジャーの資格と介護経験を活かし、介護上のお悩みを
解決するためお力になれることもあると思います。
　また、お客様のゴールとして、呼吸やポーズのどこ
に重点を置くかをレッスンの中で覚えていただき、ご
自宅でセルフケアとして継続して行っていただくこと
を目指しています。

事業所名：Sweet Leaf
事業内容：心と体の不調を改善するためのヨガ教室
所 在 地：吹田市江の木町5-24 フェスタ江坂401
電話番号：050-3628-4928
代 表 者：楠原　礼子 氏
ホームページ：http://sweetleaf.html.xdomain.jp/

新入会員インタビュー Sweet Leaf
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令和元年度料金表
会議室基本料金

使用時間 午　前
9：00～12：00

午　後
13：00～17：00

夜　間
18：00～22：00

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。

令和2年度料金表
会議室基本料金

使用時間 午　前
9：00～12：00

午　後
13：00～17：00

夜　間
18：00～22：00

使
用
会
議
室

３
階

大
会議室  9,000円 12,000円 12,000円

２
階

第1
会議室  6,000円  8,000円  8,000円

第2
会議室  3,000円  4,000円  4,000円

第3
会議室  2,000円  3,000円  3,000円

※令和2年4月1日の使用から改定いたします
※上記料金は会員料金（税抜き）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。

吹田商工会議所　貸 し 会 議 室

全ての業種で知っておきたい
消費税軽減税率に対応するための　経理実務セミナー 開催のご案内

交通至便

令和2年4月1日のご使用から変わります
※基本料金の改定／料金の改定と共に税込み表示から税抜き表示に変わります
※時間外手数料の改定／現　行　1時間×1，000円＋基本料1，000円（税込み）
　　　　　　　　　　　改定後　1時間×1，500円×消費税
※備品使用料／現　行　プロジェクター 2,000円　スクリーン 1,000円（税込）
　　　　　　　改定後　プロジェクター 2,000円　スクリーン 1,000円（税抜き）

　2019年10月より消費税が10％に引き上げられ、日本で初めての軽減税率制度が導入されます。制度導入に伴って、請
求書や領収書の記載ルール、記帳や消費税申告の方法が大きく変わります。「何か変えないといけないのだろうけど、何を
どう変えたらいいのだろうか」とお悩みの方を対象に制度のポイントを分かりやすく解説し、日々の業務に活用できる実践的
なセミナーを開催します。

◇開催日：2019年11月5日（火）　14：00～16：00
◇会　場：吹田商工会議所 3階 大会議室
◇講　師：小山直樹税理士事務所 税理士　小山　直樹 氏
◇受講料：無料
◇定　員：30名（先着順）
※ 詳細及びお申込みはセミナーホームページまたは本誌折込

チラシをご覧ください。

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/

セミナーホームページ
https://suitacci.com/?p=6087小山 直樹 氏



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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　アベノミクスは日本をデフレの瀬戸際から救い、景気
を着実な回復軌道に乗せた。今後は30～50年程度先
の未来を見据えて、持続可能な経済成長の基盤を強化す
ることに、より一層注力してほしい。
　筆者は、中長期的にわが国が目指すべき「国家像」にお
いて、以下の五つがキーワードになると考えている。
　第一のキーワードは「社会の安定性」だ。具体的には、
格差や健康などの問題が限定的で、人々が共存共栄の思
想を背景に協力・協働する、安心・安全な社会を維持し
たい。
　第二に「個人の自立」。個々人が自己責任に基づいて自
立する、活力ある社会が理想である。
　上記の二つが、いわば「縦串」であるとすれば、これら
を貫く「横串」として、さらに三つのキーワードを挙げた
い。第三に「多様性（ダイバーシティ）」、第四に「持続可
能性（サステナビリティ）」、第五に「スピード」――これ
ら三つは、まさしく世界的な潮流ともいえる。
　日本の歴史・文化・伝統をひもとくと、わが国は総じ
てこれらの五つの要素をバランス良く兼ね備えてきた。
従って、わが国がこれから行うべきことは、日本の歴
史・文化・伝統に照らして目指すべき国家像を提示した
上で、今後想定されるグローバルな環境変化などを踏ま
えて、これから守るべき美点と、変えるべき問題点とを
きめ細かく峻別（しゅんべつ）する作業にほかならない。
　上記の五つのキーワードに照らすと、わが国が優先的
に取り組むべき政策課題は以下の通りだ。
　第一に、「社会の安定性」という観点からは、社会の
中核をなす分厚い中間層を支える必要がある。この意味
で、今年の骨太の方針に明記された「就職氷河期世代の
支援策」は的を射た政策だ。リカレント教育を中心とす
る教育投資の拡充にも積極的に取り組むべきであろう。
　第二に、「個人の自立」という観点からは、アベノミ
クスの「第三の矢」である成長戦略の加速が欠かせない。
具体的には、規制改革の断行、輸出の振興、労働市場の
流動性向上、中小企業のM＆A促進などを通じた、労働
生産性の改善が鍵になる。
　第三に、「多様性（ダイバーシティ）」という観点から

は、従来以上に、外国人労働力の活用や女性の活躍を推
進して、イノベーション（技術革新）を促進する必要があ
る。「オールジャパン」という旧来型の発想から脱却し、
世界中の優れた企業と是々非々で提携する「オープンイ
ノベーション」を促進することも重要だ。
　第四に、「持続可能性（サステナビリティ）」という観
点からは、さまざまな分野での政策課題がある。財政面
では、社会保障制度改革などを通じて、国民の将来不安
の解消に努めねばならない。また、わが国は、自国の歴
史・文化・伝統などに照らして「SDGs大国」になる意
思を、世界中に宣言するべきだ。金融政策の面では、急
速な円高を回避するために2％という物価目標を掲げつ
つも、「物価が1％上がればそれでОKとして『出口戦
略』を検討する」という、いわゆる「ОKルール」の導入
も、将来的な検討課題となる。
　第五に、「スピード」という観点からは、「無謬（む
びゅう）性」へのこだわりを捨て、より一層スピーディー
に政策を実行する必要があるだろう。
　「保守（Conservative）」の語源を調べてみると、「防
腐剤」という意味合いもある。不断の改革を図ることこ
そが、大切な美点を守り抜くことを可能にする。今後、
安倍政権には、自由闊達（かったつ）な議論を通じて、日
本の未来について長期的、多面的、そして根本的に考察
した上で、わが国が進むべき道筋を国民に提示してほし
い。

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。

日本経済再生に必要な�
� 五つのキーワード



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 吹田商工会議所青年部 30周年記念事業
　吹田YEGは、本年度30周年を迎えることを記念し、令和元年10月20日（日）三井
ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITYにて、記念事業を開催いたします。事業
コンセプト「進歩と調和、その先へ」を掲げ、中長期ビジョンの持続可能な組織づくり
の一翼を担い、吹田YEGに対する知名度・認知度の向上、さらには会員企業の自事業
の充実・発展を図るための広報活動の強化を目的に、市民参加型の事業を行います。
　吹田の新たな名所であり、休日8万人もの人が集まる日本最大級の大型複合施設
EXPOCITYの地の利を活用し、吹田YEGのこと、会員企業のことを楽しみながら知
れる謎解きイベント「Yから挑戦状～吹田の毎日に、吹田YEG～」をはじめ、吹田出身
アーティストのライブ&ライブペインティングなど、参加型のイベントを企画しております。さらには、「吹田の毎
日に、吹田YEG」をコンセプトに会員企業の強みや特徴がわかる「吹田 YEG BOOK」の配布など、にぎやかさの中
にも、吹田YEGと会員企業の実になる1日を作り上げていきます。

　日　時：令和元年10月20日（日）　11：00～17：35
　場　所：三井ショッピングパーク　ららぽーとEXPOCITY（メイン会場/光の広場）
　　　　　11：15～　オープニングセレモニー（Mai Yamamotoライブ、SilSilライブペインティング）
　　　　　11：30～　謎解きチャレンジ（前半）　14:30～　謎解きチャレンジ（後半）

　大阪府内の中小企業等が一堂に集まり、技術力や企画力のアピール、製品、商品、サービス等のPR、販路の開拓
等を行う展示商談会（多業種型総合展示商談会）を開催し、参加者のビジネスチャンスの拡大、企業間における幅広
い交流の促進を図り、もって大阪府内の地域経済の活性化に資する大阪勧業展2019が下記の通り開催される運び
となりました。

新たな取引先やビジネスパートナーと出会う絶好の機会です！
事業者の皆様は、是非ご来場ください！！

日　　時：令和元年10月16日（水）　午前10時～午後5時、17日（木）　午前9時30分～午後4時
場　　所：マイドームおおさか　展示ホール 1～3F（大阪市中央区本町橋2-5）
出展分野： 金属、機械・器具・部品、化学・エネルギー、繊維、建設・建材、生活関連用品、環境・衛生、

食品、紙・印刷、情報・通信、サービス、各種団体等
主　　催：大阪商工会議所、堺商工会議所、大阪府商工会連合会
共　　催：大阪府内の商工会議所、商工会
出展予定者数：369企業・団体
来場見込者数：8,000人

大阪勧業展2019のご案内



□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 

◆2019年度 小規模企業者等設備貸与制度のご案内
機械設備等を割賦販売（分割払い）またはリースで導入できます。

※ただし、土地、建築内外装等工事、中古設備、医療用設備等一部の設備は対象外。

＊ご要望いただければ、制度説明にお伺いします。お気軽にお問合せください。
問合せ先：公益財団法人大阪産業局　設備支援部　設備支援チーム
TEL06-6947-4345　URL https://www.mydome.jp

料率　0.7～1.5％/年（割賦販売の場合）
・設備価格：100万円以上1億円以下
・保証人は原則代表者のみ。（年齢条件有）
・対象企業：従業員規模50名以下（その他条件有）

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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熊本で頑張る6次産業�
� 『宮川洋蘭』

　熊本県宇城市三角町（うきし・みすみまち）の戸馳（と
ばせ）島に、有限会社宮川洋蘭という積極的に6次産業
化に取り組んでいる会社がある。場所は天草諸島の入
り口で、熊本駅からはJR三角線で約50分の波多浦駅
で下車し、20分ほど歩いた田園風景ののどかな町にあ
る。橋でつながったとはいえ、総面積約7k㎡、人口約
1200人の小さな島である。
　同社の主事業は、社名の通り、胡蝶蘭、カトレアな
ど、約300品種の花の栽培と、蘭を使った企画商品の
販売などである。創業は1972年。宮川家の二代目で
ある宮川政友氏が、蘭の将来性に着目し、地元では初
となる蘭栽培を開始した。
　その後、新品種の開発に取り組むとともに、国内外
の先進地への視察や、国内外で開催される花の展示会
への積極的な出展などにより、次第に評価を高めて
いった。自分の手で、直接お客さまに蘭を届けたいと、
2004年からはITを利活用し、希望者に店舗から洋蘭
を宅配する「店舗直送蘭」をスタートしたほか、06年か
らは、洋蘭を自宅に届ける会員組織「洋蘭頒布会」も始
めた。
　また、11年からは、同社が栽培した洋蘭の規格外の
花を利活用し、オリジナル・ボトルフラワー「森のグラ
スブーケ」を製造・販売している。ちなみに、このボト
ルフラワーは、半永久的に枯れないため、仏壇飾りな
どとして評価が高く、現在では同社の主力商品の一つ
となっている。
　こうした努力が実り、現在では、パート社員を含め、
社員数30人強、売上高も約3億円にまで発展した。ま

た、年間宅配件数も全国各地に及び、今や5万件を超
えている。まさに、研究機能、生産機能（栽培機能）、
そして、直販機能を有する6次産業化のモデル企業で
ある。
　そればかりか、同社は地域全体の発展にも熱心で、
地域の過疎化が進行する中、何とか人口流出を止めた
いと「近い将来は100人雇用、10億円売り上げ」を高ら
かに目標に掲げ、息子である宮川将人専務を中心に、
さらなる経営革新に取り組んでいる。
　余談だが、戸馳島は元々菊やバラ、あるいはイチゴ
やミカンの栽培農家が多かったのだが、同社の活動に
触発され、洋蘭を栽培する農家が1軒、2軒と増えてい
き、今や10数軒に上っていることから、日本を代表す
る蘭の一大産地となっている。

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。
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40周年にむけて！
広告掲載募集中！

月々5,400円（税込）で
2,000か所以上の事業所に届きます！

詳細は会報担当まで
suitacci@suita.cci.or.jp
TEL：06-6330-8001
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　ストレスチェック制度が始まったものの、実施することが目的となっていたり、実施結果をどう生かせばいいのか分から
ないなど、悩みや疑問を持っていませんか？今回のセミナーでは、ストレスチェック制度創設に関わりの深い渡辺洋一郎氏
を講師に招き、実施結果を有効活用するための方法や労働者がレジリエンス（ストレスへの対抗力）を高めるための考え方に
ついて学びます。

〇日　時：令和元年10月7日（月）　14：00～16：00
〇場　所：摂津市立コミュニティプラザ　コンベンションホール（摂津市南千里丘5-35）
〇内　容：「健康経営で未来に投資を！ストレスチェックの活用方法」
〇講　師：精神科専門医・認定産業医　渡辺洋一郎 氏
〇対　象：事業主、人事労務担当者及び本テーマに関心のある方
〇参加費：無料
〇問合せ：大阪府総合労働事務所 地域労政課　TEL：06-6946-2605　FAX：06-6946-2635
〇主　催：大阪府総合労働事務所、大阪府茨木保健所、摂津市
※詳細はURL（http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/moyo/detail.php?recid=22457）をご確認ください

開催日時：令和元年10月24日（木）
　　　　　午後2時30分～午後4時30分
場　　所：高槻商工会議所　会議室
対 象 者： 吹田商工会議所の会員様。高槻・茨木・豊中・

池田・箕面商工会議所の会員様。摂津市・島本
町商工会の会員様。大阪府社会保険協会の協会
会員様。

申込方法： 大阪府社会保険協会ホームページより、申込書
を出力していただきFAXでのお申込みとなり
ます。詳しくは、

　　　　　

　　　　　※9/6金以降の掲載となります。

大阪府社会保険協会 検索

申込締切日：令和元年10月9日（水）　午後3時まで。
受 講 料：無　料
定　　員：50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
主　　催：一般財団法人 大阪府社会保険協会
共　　催：高槻商工会議所
後　　援： 吹田商工会議所・茨木商工会議所・豊中商工会

議所・池田商工会議所・箕面商工会議所・摂津
市商工会・島本町商工会

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

三島地区勤労者健康管理セミナー
健康経営で未来に投資を！ストレスチェックの活用方法

一般財団法人 大阪府社会保険協会からのお知らせ　～総務・人事担当者の皆さんへ～　労務事務講習会

基礎知識の習得・スキルアップに！
健康保険・厚生年金保険のしくみと給付テーマ
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裁判所（傍聴）と大阪の歴史見学会開催！

10月以降消費税増税に伴う
吹田商工会議所パソコン教室受講料の変更について

吹 田 商 工 会 議 所
専門サービス部会主催

◆日　　程：令和元年10月25日（金）

◆集合場所：吹田泉郵便局前

◆定　　員：25名（先着順により定員になり次第、締め切ります）　

◆参 加 費：おひとり5,000円（税込、昼食、見学料、バス代等）

◆お申込み：本会報に申込用紙を同封しております

◆お問合せ：吹田商工会議所　専門サービス部会事務局　辰巳　06-6330-8001

　2019年10月1日から消費税が10%に引き上げられる事となりましたので、10月以降の受講料に関しまして、

以下の通り変更させて頂きます。教室維持費のみ増額する事となりましたので、ご認識置きとご理解の程宜しくお

願い申し上げます。

吹田商工会議所パソコン教室に係る料金変更

受　講　料 現行料金
消費税8％税込

改訂後料金
消費税10％税込

授業料（1回50分） 1,000円 1,000円

機器使用料（1回50分）   200円   200円

教室維持費（月） 1,200円 1,400円

お問合せ先：吹田商工会議所　パソコン教室　TEL：06-6170-2800



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


