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吹田で生まれ育って48年 
 今年は日本製のマスクで社会貢献
パレ・フタバ株式会社
 代表取締役会長　深井喜一郎 氏
　阪急千里線関大前駅から徒歩3分のフタバボウル関大
前店は、開業から48年目を迎えられました。全国的に
ボウリング場が減っている中、吹田市内で唯一のボウリ
ング場として経営を続けておられます。
　新型コロナウイルス感染症の影響によって、ボウリン
グ場は休業を余儀なくされました。また、地元の関西大
学も遠隔授業となり、学生の姿が消えました。
　フタバボウルを運営するパレ・フタバ株式会社は、繊
維事業を源流としています。そこで、マスク不足を解消
する為、繰り返し洗って使用することができるマスクの
製造を始めました。
　今回の非常事態にも、新たな「価値創造」に取り組む同
社の深井会長にお話を伺いました。 代表取締役会長　深井喜一郎 氏
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―創業の経緯についてお聞かせください。
私は泉州の泉大津市で生まれ育ちました。第2次大

戦前の我が家は、不動産の賃貸で暮らしていましたが、
戦後のインフレにより、不動産の賃料だけでは暮らせ
なくなり、昭和22年に父が双葉商事を創業し、繊維の
産地である泉大津でニットの製造卸をはじめました。
創業時から、私も母と共に父の事業を手伝っていまし
た。
当初は、ニットの製品を国内で製造し海外で販売す

る形態でしたが、私が父から受け継ぎ、法人成りした
双葉商事株式会社の社長に就任した頃には、海外で製
造した商品を国内で販売することが主力となっていま
した。
繊維事業の後に進出したのが、ボウリング事業です。

昭和47年に吹田の関大駅前にフタバボウルをオープン
しました。当初は双葉商事株式会社の中のボウリング
事業部でしたが、ボウリングを中心とした複合レ
ジャー事業に拡大していく中、繊維の仕事とは社員の
働き方や教育方法も違うことから、パレ・フタバ株式
会社に分社化しました。
現在は、吹田の交通の便の良さや住みやすさ、繊維

事業の発展を考え、双葉商事株式会社と共に本社を泉
大津から吹田に移しています。今でも、泉大津には営
業部・ボウリング場を置いています。

―新たに始められた、マスクの製造についてお聞か
せください。
日本で販売されている衣料品の98％が海外で大量生

産された製品であり、その半分は売れ残り、廃棄され
ていることをずっと疑問に思い続けてきました。
7年前、ボウリング事業も安定してきたこともあり、

昔のように自分たちで衣料品を作り、国内で販売しよ
うと思い、パレ・フタバでも繊維事業に進出しました。
始めるなら繊維の産地でと思い、作業服や学生服の産
地でもある広島県福山市に匠場（TAKUMIBA）という
モノづくりの拠点（福山事業所）を構えました。
そこでは、ストレッチパンツを専門に製造しており、

国内の繊維会社から仕入れた生地を製品の企画から裁
断、縫製、仕上げ、検品、販売、出荷まで一貫して

行っています。そのため、高品質で納期も短くコスト
を抑えることができました。
今年2月に新型コロナウイルス感染症の感染拡大に

よりマスクの不足が深刻化し、社員からパンツの生地
を使ってマスクを作ろうという声が上がりました。す
ぐに企画が練られ、自社工場で試作したものが2月28
日に私のもとに届きました。
当社にはボウリング用品を販売するためのネット事

業部があるので、そこで販売を行うこととし、3月6日
に販売を開始したところ、1時間半で4万枚が売り切
れ、1か月で約30万枚を販売しました。外国製のマス
クで色々と問題が出てきている中、日本人が国内で製
造しているからこそ、大量生産はできないけれど、安
心できる商品をいち早く供給することができ、皆様に
喜んでもらえたことは大変うれしく思っています。
5月には大阪府と吹田市にマスクを寄贈し、社会貢

献することもできました。

―新たな取り組みについて教えてください。
ようやく再開できたボウリング場は、サーモグラ

フィ検温の実施や各ボックスへの消毒液配置、ボック
ス間のビニールシート張りなど、感染症対策を徹底し、
皆様が安全に楽しむことができるように努めています。
マスクの製造については、一般にも出回るように

なったからこそ、日本製のマスクが欲しいという声を
聴くようになりました。これからは実用性だけでなく、
ファッションとしての性格も必要です。これからの季
節に合わせた盛夏用やカラー展開もしており、皆様の
好みに合わせてお使いいただけるようにしていきます。

―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。一日も早く、ボウリング場にも歓声が響
くようになることを祈念しております。

パレ・フタバ株式会社
〒565-0842 吹田市千里山東1丁目7-18

TEL：06-6337-2801
FAX：06-6387-8077

HP：http://www.futababowl.jp/company/index.html
（広島県福山市　匠場（TAKUMIBA））

（広島県福山市　福山事業所社屋）
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第10回北摂地ヂカラフェスタに出てみませか？

「第37回吹田産業フェア」開催延期について

小規模事業者持続化補助金〈コロナ特別対応型〉

　㈱シティライフNEWと北摂商工会・商工会議所が連携し、来場者12万人を誇る人気イベント「ロハスフェス
タ」内に特設コーナーを設置し、「北摂地ヂカラフェスタ」と題し、

“お客様の反応を体験してもらおう”
� というイベントです。

　本年10月3・4日に開催を予定しておりました第37回吹田産業フェアですが、新型コロナウイルス感染症による
影響を考慮し、開催可能な場合でも相当程度の感染症予防対策を講じる必要が予測され、例年通りの通常開催が難
しいと予想されることから、延期とさせていただくことに決定いたしました。
　延期後の代替日程については、明年6月ごろを検討しており、今後随時、ホームページ等でも状況をお知らせし
てまいります。
　皆様のご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

お問合せ先：吹田商工会議所　吹田産業フェア事務局　平松（ひらまつ）まで
　　　　　　電話06-6330-8001　FAX06-6330-3350

　小規模事業者等が感染症の影響を乗り越えるために、経営計画を作成して販路開拓の取組等を支援する制度です。

対 象 者 小規模事業者等

受 付 期 間 第3回申込締切日　2020年8月7日（金）（郵送：必着）

補 助 率 A類型：2/3、B・C類型：3/4

補助上限額 上限額：100万円または150万円（特例業種）　
事業再開枠：定額10/10、50万円または100万円（特例業種）

補助対象経費 ①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務
費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

そ の 他

・補助対象経費の1/6以上が、以下の要件に合致する投資であること
　A．サプライチェーンの毀損への対応
　B．非対面型ビジネスモデルへの転換
　C．テレワーク環境の整備
・事業再開枠
　�業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取組（マスク・消毒剤の購入など）を行う場
合は、定額補助・上限50万円を上乗せされます。�加えて、クラスター対策が特に必要と考えら
れる業種（特例業種）については、さらに上限を50万円上乗せが可能です。

・申請には、商工会議所が発行する様式3等が必要となります。

※制度詳細は公募要領をご確認ください。詳細はこちらからhttps://r2.jizokukahojokin.info/corona/
　「公募要領」や「よくある質問」等をご覧のうえ、ご不明点がありましたら、以下の電話番号までお問合せください。

日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金事務局　電話：03-6447-5485

※新型コロナウイルス感染症や荒天の影響により、中止になる場合があります。
※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。

日　　時：2020年11月6日（金）・7日（土）・8日（日）　9時30分～16時30分
会　　場：万博記念公園（吹田市）　東の広場　ロハスフェスタ内特設コーナー
出 店 料：会員5,000円　非会員35,000円
　　　　　（3日出展、2日出展・1日出展ともに同一料金です）
ブ ー ス：1ブース3,600mm×2,700mm（予定）
応募締切：8月31日（月）
問合せ先：吹田商工会議所　担当者　正野　TEL06-6330-8001
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◆と　　　き：令和2年9月5・12・19・26日・10月3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：30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　正野まで　TEL06-6330-8001　

吹田商工会議所

吹田商工会議所の創業塾開講！

自社の10年後を考えるセミナー（全五回）を開催中です！

　創業されて間もない方も、あらためて経営を学んでみませんか？

　吹田商工会議所では、北摂三島地域の商工会・商工会議所（茨木・島本町・摂津市・高槻）と（公財）大阪産業局（大
阪府事業承継ネットワーク、大阪府よろず支援拠点）と連携し、事業承継準備支援事業「自社の10年後を考えるセミ
ナー（全五回）」を開催中です。
　事業承継に関する考え方やそれぞれの課題に沿った内容のセミナーをご用意しております。
　ご興味・ご感心のある回だけでもご参加可能ですのでお気軽にお申込みください。

第一回／成功する事業承継の考え方のポイントと守るべき鉄則（終了致しました）
第二回／◆開催日：令和2年7月21日（火）14：00～16：00
　　　　◆題　名：最悪な事態を避け、再生する"攻めの廃業"　～判断するポイントとタイミング～
　　　　◆講　師：吉村　正裕�氏　（（株）サイバーアシスト代表　吉村酒造（株）会長）
　　　　　　　　　�どのような事業所でも常に同じ事業体制での存続は困難です。環境の変化に伴い、事業体制を

変化させ続けることで、持続的経営が可能となります。本セミナーでは10年先を見据えた一つ
の選択肢として環境の変化に伴う最悪な事態を避け、再生するための“攻めの廃業”についてお
話頂きます。

第三回／◆開催日：令和2年8月6日（木）14：00～16：00
　　　　◆題　名：第三者への事業売却を検討する
　　　　◆講　師：柴田　将芳�氏　（㈱rmc-Lotus代表取締役　中小企業診断士）
　　　　　　　　　�自社の10年先を見据えた時、事業売却は一つの選択肢として考えられるかもしれません。ここ

数年、事業売却の市場は年々拡大しており、特に個人事業主などの事業売却（小規模M&A）の件
数は急激に増えております。本セミナーでは小規模M&Aプラットフォームの先駆けであるバト
ンズの認定アドバイザーを講師にお招きし、“事業売却の検討”についてお話頂きます。

第四回／◆開催日：令和2年8月27日（木）14：00～16：00
　　　　◆題　名：後継者のための新事業のつくり方
第五回／◆開催日：令和2年9月8日（火）14：00～16：00
　　　　◆題　名：補助金申請もできる事業承継計画策定の仕方

◇会　　場：吹田商工会議所 3階 大会議室（吹田市泉町2-17-4）
◇対　　象：�将来に向けて事業承継の準備を検討している方であれ

ばどなたでもご参加OKです。
◇受 講 料：無料
◇定　　員：15名
◇申込方法：�本誌同報チラシもしくはQRコード及びHP（https://suitacci.com/?p=7127）よりお申し込み頂け

ます。
◇お問合せ：06-6330-8001　吹田商工会議所　セミナー担当　谷
◇主　　催：吹田商工会議所
◇共　　催：�茨木商工会議所・島本町商工会・摂津市商工会・高槻商工会議所・（公財）大阪産業局（大阪府事業承継

ネットワーク・大阪府よろず支援拠点）

受講者募集中



吹田商工会議所　NEW MEMBERS

5No.469

創 業 の 経 緯

　30数年間、病院、施設、一般企業の食堂等、食に関わる
仕事をしておりました。主に大人数の調理経験をしていた
中で、体調や体質の悩みを持たれた方、また、健康につい
て意識を高く持つ方が多くなってきた事に気づきました。
しかし、集団給食では個々のニーズに応えることは業務的
かつ人員的にも難しく、さらにコストの面でも価格や品質
にこだわることが出来ませんでした。私自身、お米が好き
で日本の風土に根差した伝統的食文化の柱であるお米（ご
飯）をうまく栄養的に取り入れて提供できればと思ったこと

と、核家族が増え、昔ながらの素材を活かした料理（おふく
ろの味）を知らない世代が増えてきている中で、身体に優し
く、そしてどこか懐かしい味付けでリラックスしてご飯を
食べてもらえたらいいなという思いが重なり起業をしまし
た。

お 店 の 特 徴

　地域の皆様の健康と癒しの場となるよう、子どもさんか
ら高齢者までお客様に寄り添ったメニューにしています。
また、日本の風土に根差した野菜やお米を作っておられる
農家さん、そして漁師さんを応援したいという思いから全
国の農家・漁港から取り寄せた食材を使った食事を提供し
ています。ランチは日替わり定食1種類とカレーセットの
みですが、夜は仕入れた食材を取り入れたおすすめメ
ニュー、アルコール等を提供しています。
　食事は1年に365日×日に3回、生活に欠かせないもの
です。だからこそ「飽きのこない食事」が大切だと思ってい
ます。そこで「健康な体作りを応援できるメニュー」にこだ
わっています。

今 後 の 展 望

　オープンして間もないため、メニュー数も少ないですが、
今後はコースメニューも検討しています。また、車椅子の
方もご利用いただけるように考えたいと思っています。そ
して、食事の提供だけでなく過去の経験や資格を活かし、
ご家族の食（料理）に関するご相談、アドバイス等をさせて
いただきたいと思っています。

新入会員インタビュー 菊日和（kiku-biyori）

事業所名：菊日和（kiku-biyori）
事業内容：飲食店
所 在 地：吹田市泉町5-15-15
電話番号：06-6385-0858
代　　表：竹内　由起�
営業時間：11：00～14：00　17：00～22：00
定 休 日：不定休日
Ｅメール：wasyoku-kogiku@outlook.jp

〈新たにご入会いただいた事業所〉� （2020.5.1～5.31　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）グローイングアップ 吹田市垂水町 輸入販売
（株）クロスワン�ブランドハンズ 吹田市豊津町 ブランド品買取・販売など

運�輸�情�報 （同）CODEAID吹田支店 吹田市新芦屋下 ソフトウェア開発、プログラミング教育

建　　　設
（株）アイニー 吹田市片山町 建設業
（株）アイランド 吹田市春日 軽天・ボード工事、建設工事

サービス業

味園 吹田市広芝町 焼肉
アスペルジュ企画（有） 吹田市桃山台 女性専用フィットネスクラブ・不動産賃貸
菊日和 吹田市泉町 定食・弁当販売
POLA�SALON優美�山田 吹田市山田西 エステ、化粧品販売等

（特）理　財 （株）グッドライフ 大阪市淀川区新高 保険業（生命保険・損害保険）、福祉業（児童発達
支援・放課後デイ）

（特）専門サービス 廣瀬中小企業診断士・社労士事務所 茨木市蔵垣内 経営コンサルティング、社会保険労務士業
（特）サービス業 アスペルジュ 大阪市淀川区西中島 しゃぶしゃぶとイタリア前菜とワインの店
≪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 総務部迄
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新型コロナウイルス感染症対策個別経営相談＜事前予約制＞

国の家賃支援給付金

◆相談内容：
　①民間金融機関によるコロナ対応融資
　②国の持続化給付金等の助成制度
　③家賃支援給付金…現時点詳細は未定
　※コロナ対応の日本政策金融公庫の融資、持続化補助金等については、当所経営指導員が承ります。
　※注意事項（必ずご確認ください）
　　事前のご予約の無い方はご相談はお受けできません。
　　当日、風邪の症状や発熱、倦怠感、息苦しさなどがある場合は、ご相談をご遠慮ください。
　　当日は、必ず「マスク」を着用してご来所ください。
◆金融専門相談員：
　林　卓郎�氏（行政書士・民間金融機関OB）
◆相談日時：
　令和2年7月2日（木）より8月までの予定で以下に日程・時間を記載させていただきます。
　〈日　程〉 7月2日（木）、7月9日（木）、7月21日（火）、7月30日（木）、8月6日（木）、8月20日（木）、8月27日（木）
　〈時間帯〉 ①10：00～　②11：00～　③13：00～　④14：00～　⑤15：00～
　　　　　 ※�上記①から⑤の時間帯枠で、1回あたり45分以内ご相談を受けたい週の火曜日までにお申込みくださ

い。7月21日（火）は7月17日（金）が締め切りになります。
◆参 加 費：無料
◆申 込 み：電話もしくはhttps://suitacci.com/?p=7298　こちらのURLに掲載の「申込書」をFAX
◆問 合 せ：吹田商工会議所　担当　正野　06-6330-8001
◆会　　場：吹田商工会議所（吹田市泉町2-17-4）�

　7月中旬から申請開始の見通しです（具体的な内容は準備が整い次第、経済産業省サイトなどで公表予定）。

【制度概要】
　�新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の急減に直面する事業者の事
業継続を下支えするため、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、テナント事業者に対して給付金を支
給する制度が、令和2年度第2次補正予算に盛り込まれました。

【対象者】
　�中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、5月～12月において以下のいずれかに該当する者。
　　①いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50％以上減少
　　②連続する3カ月の売上高が前年同期比で30％以上減少
【給付額】
　給付額は、申請時の直近の支払家賃（月額）に基づいて算出し、（月額）の6倍（6カ月分）が給付されます。
【算出例】
個人事業者の場合、1カ月分の給付の上限額は50万円です。
・月の支払家賃が計12万円の場合
　12万円×2/3×6ヶ月＝48万円が給付額です。
・複数店舗などで月の支払家賃が計300万円の場合
　①37.5万円×2/3＝25万円
　②（300万円－37.5万円）/3＝87.5万円
　のうち上限25万円までが給付なので
　①25万円＋②25万円＝50万円×6ヶ月＝300万円が給付額です。

法人の場合、1カ月分の給付の上限額は100万円です。
・月の支払家賃が計12万円の場合
　12万円×2/3×6ヶ月＝48万円が給付額です。
・複数店舗などで月の支払家賃が計300万円の場合
　①75万円×2/3＝50万円
　②（300万円－75万円）/3＝75万円
　のうち上限50万円までが給付なので
　①50万円＋②50万円＝100万円×6ヶ月＝600万円が給付額です。



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

株式会社リバフォール

不動産　賃貸　管理

http://riverfall.net/
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　渋沢栄一というと、五百近くの会社に関わったりノー

ベル平和賞の候補になったりと、一般的には成功者のイ

メージしかないかもしれません。

　ならば、順風満帆な人生を送ってきたのかと言えば、

彼自身は自分を「逆境の人」だと考えていました。実際、

こんな言葉を残しています。

　「変乱の時代に生まれ合わせ、心ならずもその渦中に

巻き込まれるのが不幸な者であり、真の逆境に立つとい

うのではあるまいか。

　そうだとすれば、わたしもまた逆境のなかで生きてき

た一人である。

　現にわたしは、最初は尊王討幕（天皇を報じて徳川幕

府を討つ）や攘夷鎖港（外国を打ち払い鎖国する）を論じ

て、東西を走り回っていた。しかし、後には一橋家の家

来となって幕府の臣下に加わり、その後に民部公子・徳

川昭武に随行してフランスに渡航したのである。ところ

が日本に帰ってみれば幕府はすでに亡びて、世は王政に

変わっていた。

　この間の変化にさいして、もしかしたら自分には知恵

や能力の足りないこともあったかもしれない。しかし勉

強の点については、自己の力一杯にやったつもりで不足

はなかったと思う。それなのに、社会の移り変わりや政

治体制の刷新に直面すると、これをどうすることもでき

ず、わたしは何とも逆境の人となってしまったのであ

る」

　確かに、彼は若い頃、尊皇攘夷の志士を目指していま

したが、事情があって幕臣となり、その幕府も潰れて、

気がつくと亡国の遺臣―まさしく人生、裏目に出続け

てしまったのです。では、こんな逆境に陥ったときに、

人はどうすべきなのか。

　まず渋沢栄一は、その逆境が「自分が作った逆境」なの

か「人の手ではどうしようもない逆境」なのかを見分け

よ、といいます。そのうえで、前者であれば、自分で逆

境の原因を除いていくしかないわけです。

　一方で、もし後者の「人の手ではどうしようもない逆

境」であったなら―今回のコロナウイルスなど、その

典型でしょう―次のことをせよ、と渋沢栄一は述べま

す。

　「自分が社会のなかで果たすべき役割とは何なのかを

考える」

　「自分の守備範囲を知った上で、与えられた環境は仕

方がないと考える」

　要は、ムダにジタバタすることなく、出来る範囲内の

ことを着実にこなしていけ、というのです。

渋沢栄一とその思想に学ぶ 
 「逆境をしのぐ力」

作家・グロービス経営大学院客員教授
守屋　淳 / もりや・あつし
1965年生まれ。早稲田大学第一文学部卒
業。現在は作家として『孫子』『論語』『韓
非子』『老子』『荘子』などの中国古典や、
渋沢栄一などの近代の実業家についての著
作を刊行するかたわら、グロービス経営大
学院アルムナイスクールにおいて教鞭をと
る。著訳書に34万部の『現代語訳　論語と
算盤』や『現代語訳　渋沢栄一自伝』、シ
リーズで20万部の『最高の戦略教科書　孫
子』『マンガ　最高の戦略教科書　孫子』『組織サバイバルの教
科書　韓非子』などがある。2018年4～9月トロント大学倫理
研究センター客員研究員。



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

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

広告掲載募集中!
月々5,500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

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

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

令和2年度 小規模企業者等設備貸与制度のご案内

＊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.obda.or.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）

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。
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令和2年度「新入社員教育講座」開催のご案内
　新型コロナウイルス感染対策の為、新入社員教育講座を延期しておりましたが、緊急事態宣言の解除を受けまして、下記
の日程で当該講座を再開いたします。
　講座のメインテーマ“3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。

◆開催日：令和2年9月15日（火）・16日（水）・17日（木）
　　　　　3日間ともに9：30～12：30
◆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
◆対　象：令和2年度　新入社員（35歳以下）

◆定　員：30名
◆料　金：会　員　15，000円／人
　　　　　未会員　25，000円／人
　　　　　�（※上記料金はテキスト代を含めた金額と

なります。）
　　　　　�（※今回は午前中のセミナーのため昼食は

ございません。）

※�新入社員教育講座の施行にあたりましては、新型コロナウイルス感染症対策として、以下の運用に
努めて参ります。

　①席数を減らして席の間隔をあけます。
　②定期的に窓や入口を開放して換気します。�
　③通常一日のセミナーですが長時間の密集状態を避けるため半日のセミナーで行います。
　④入り口に消毒用アルコールを設置します。
　⑤今後の感染拡大によっては、日程又は内容を変更する場合がありますが、その際は事前にご連絡いたします。

☆詳細及びお申込みは、吹田商工会議所ホームページをご確認ください。

　本年度も吹田商工会議所青年部には新たに多くの会員の方にご加入いただき、会員数は150名を超える団体へと成長致し
ました。吹田商工会議所青年部の活動は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、本年6月末まで休止していました
が、本年7月1日より再始動致します。
　新入会員の皆様とともに、「共に楽しもうYEG」のスローガンの下、一丸となって、各種事業活動を行って参ります。ま
た、引き続き吹田商工会議所青年部では新入会員を募集していますので、ご遠慮なくお問い合わせいただきますようお願い
致します。
新入会員氏名（敬称略） 事業所名 新入会員氏名（敬称略） 事業所名 新入会員氏名（敬称略） 事業所名
竹内ひさ美（株）幸鷹 福元　達也 株式会社T'STILE 大賀　亮治 有限会社グランコンフォール一級建築事務所
加藤　遼太 加藤遼太公認会計士・税理士事務所 森川めぐみ 株式会社tete 森永　雄介 株式会社グッドライフ
岡田　幸宣 株式会社Eight�Dining 清水　　潔 株式会社デジタルクリエーション 山本　直人 行政書士山本法務事務所
阪林　和貴 fl�owerpost株式会社 今川　　晃 出張整体バディ 林　祥太郎 株式会社コープラス
前澤　康裕 ソニー生命保険（株） 杉山　剛輝 株式会社合同産業 村津　陽一 むらつ鍼灸接骨院

お問合せ　吹田商工会議所総務部　TEL：06-6330-8001　MAIL：suitacci@suita.cci.or.jp

青年部コーナー 吹田商工会議所青年部　令和2年度新入会員のご紹介



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

https://www.sakae-denki.co.jp

□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 

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
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大手ゼネコンに依存しない 
 松川電氣

　静岡県浜松市の郊外に、松川電氣株式会社という社
名の中小企業がある。同社の主事業は、社名の通り、
工場や最終処分場などの大規模施設の電気設備工事や、
ハイウエーラジオや通信設備といった特殊電気工事で
ある。社員数は50人ながら、この分野では技術力が高
く、知る人ぞ知る超優良企業である。
　同社は今から53年前の1967年、松川智氏が松川電
氣工事店として個人創業をしている。2003年からは、
生え抜きの一社員であった小澤邦比呂氏が2代目社長
として事業を承継しているが、「無理をしない経営」
「松川一家経営」は、見事に引き継がれ、この間、ゆっ
くりではあるが、着実に事業を深化・拡大している。
　一般的に電気工事業というと、大手ゼネコンの下請
け的企業が多く、その結果、値決めができず、見積り
とは名ばかりで、中には「半値・7掛・2割引」といっ
た、想像を絶するような発注単価も多い。
　同社では、そうした値決めのできない経営では事業
目的である社員やその家族の幸せを実現できないばか
りか、社会的公器といった企業の使命である地域や社
会に貢献ができないと考えた。それを実現するために、
あえて規模や商圏の拡大、さらには他社との受注競争
を避け、この間、ただひたすら、技術力の強化、その
ための人柄の良い“人財”の確保・育成と、満足度・幸
せ度の高い企業づくりに注力してきた。
　そうした努力が次第に報われ、同社の技術力・管理
力、サービス力、さらには、それ以上に重要な「信頼・
信用力」と「社員力」は年々高まっていったのである。
　加えて言えば、「困っている人を見つけたら、まずは

助けよう……」という行動指針の下、社内組織として
「社会貢献活動部」を設け、地味ではあるが、真に地域
社会のためになる活動を、この間一貫して全社員参加
で行ってきた。
　こうした努力と正しい経営が地域や社会から評価さ
れないはずがない。同社の大半の工事が、エンドユー
ザーからのまるで逆指名のようなダイレクト受注であ
ることもうなずける。
　余談であるが、同社の入社試験の最後は「お母さんの
足を洗ってあげてください」という課題で、母親の足を
洗うことで、今まで気付かなかった親の恩を感じ、こ
れまでの自分の人生は、さまざまな人・縁に支えられ
ていたということを理解するのだ。
　同社がどういう人財を求めているのか、なぜ同社に
は心優しいできる人財が多いのかもよく分かる。

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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おかげさまで40周年！

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　℡（06）6381-2626㈹
HPではマロニーを使ったレシピを紹介中！
 https://www.malony.co.jp/

10 No.469

ふるさと納税返礼品提供事業者の募集について
　吹田市では、シティプロモーションのさらなる推進に加え、地場産品を生産する市内事業者の発展による地域経
済の振興のため、本年8月頃からふるさと納税返礼品の送付を開始する予定です。
　現在、返礼品を提案していただける事業者を募集しています。�
　吹田市の魅力発信・PRとなる特産品やサービスを返礼品として全国の人に届けませんか。素敵な返礼品の提案を
お待ちしています。

募集期間：随時
応募方法：�ふるさと納税返礼品提供申込書に必要事項を記入し、返礼品の内

容の分かるパンフレット等と併せて、地域経済振興室へ提出
　　　　　※返礼品の要件について
　　　　　　�市内事業者が市内で生産、製造、加工またはサービスの提供を

行っている加工食品、生鮮食品、工芸品など。但し、金銭類似
性の高いもの（商品券など）、資産性の高いもの（電子機器、貴
金属など）、価値が高額のものなどは対象外となります。

問合せ先：地域経済振興室　ふるさと納税担当
　　　　　TEL：06-6170-2326　FAX：06-6384-1292

1. 小規模事業者応援金（新型コロナウイルス感染症対策）
　◆対 象 者：次の要件を全て満たす方
　　1.�小規模事業者※・個人事業主であること
� ※小規模事業者とは、従業員が5人以下（一部の業種は20人以下）の事業者をいいます。
　　2.�市内に事業所があること
　　3.�主たる業種が対象業種に該当すること（対象業種は下記URLからご確認ください）
　　4.�「休業要請支援金（府・市町村共同支援金）」の支給を受けていないこと
　　5.�令和2年（2020年）4月の売上が前年同月比で50％以上減少していること
　　6.�感染拡大防止に努めていること（休業や適切な感染防止対策など）

補助・助成金

吹田市　新型コロナウイルス感染症対策支援制度（6月22日現在）
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　　7.�市税の滞納者、暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと
　◆支 給 額：1事業者につき、20万円
　　※1事業者あたり1回限り。複数店舗（事業所）を営業する場合も1事業者とします。
　◆申請期間：5月25日（月）から7月31日（金）（消印有効）まで
　◆詳　　細：以下のURLを御覧ください。
　　https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/soudann/ouenkin.html
　◆問合せ先：吹田市役所�都市魅力部　小規模事業者応援金担当
　　電話：06-6105-8102（コールセンター）

2. 府制度融資（セーフティネット保証）の信用保証料補助金
　◆対 象 者：既に融資を受けた場合など、国による補助の対象外となる事業者
　◆補 助 額：保証料の10/10（上限20万円）
　◆申請期間：信用保証料を支払った日から起算して3か月以内
　　　　　　　�令和2年2月17日（月）から令和2年5月7日（木）までに信用保証料を支払っている場合は令和2年8

月6日（木）までに申請できます。
　◆詳　　細：以下のURLを御覧ください。
　　https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/soudann/hosyouryou.html
　◆問合せ先：吹田市役所�都市魅力部　信用保証料補助金担当
　　電話：06-6170-7217　FAX：06-6384-1292

3. 「＃吹田エール飯」による情報発信で市内飲食店を支援
　◆対 象 者：飲食店
　◆参加方法：（1）デリバリー、テイクアウトの商品を作る。
　　　　　　　（2）料理した商品を撮影する。
　　　　　　　（3）エントリーシートを市へ提出する。
　◆支援内容：�吹田市ホームページや各種SNS（Twitter・Instagram・Facebook）にて、デリバリー・テイクア

ウトの商品を「＃吹田エール飯」として情報発信させていただきます！（利用無料）�
　◆申請期間：なし
　　※新型コロナウイルス感染症の収束状況に応じて終了する場合があります。
　◆詳　　細：以下のURLを御覧ください。
　　https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/suitameshi.html
　◆問合せ先：吹田市役所�都市魅力部　地域経済振興室　商業グループ
　　電話：06-6384-1356　FAX：06-6384-1292



飲みやすい白い錠剤

〒 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
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