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会 頭　柴 田　 仁
吹田商工会議所

　皆様方には健やかに新年をお迎えのこと、お喜び申し上げます。
　さて、昨年は、新型コロナウイルス感染症で明け暮れた1年でした。外出自粛や休業・営業時間短
縮要請などにより経済活動も停滞し、多くの市内の事業者にとっても厳しい年となりました。
　吹田商工会議所では、昨年1月29日から「新型コロナウイルス特別相談窓口」を設置して、市内事
業所からのあらゆるご相談に応えてまいりました。春先、事務局にはひっきりなしのご相談の電話
や窓口への来所があり、その対応に追われる毎日であったと聞いています。また、吹田市とともに
緊急経済対策事業に着手し、コロナ対策の支援情報を取りまとめたポータルサイト「すいたエール」
の構築やクラウドファンディングの仕組みを使った飲食店の資金調達応援プロジェクト「みらい飯」
などに取り組みました。
　新年に入りましても、市内事業所の新たな事業展開を支援すべくクラウドファンディング活用助
成事業をスタートさせ、採択された2社が支援金募集を始めます。そして、事業者のビジネス展開を
変革するきっかけづくりのためにPR動画制作に補助金を交付する事業も立ち上げ、現在参加事業者
を募集中です。こちらは、当所青年部と吹田青年会議所の若手経営者を中心に組織した「withコロナ
対策検討委員会」で発案された企画です。3月上旬にYoutubeチャンネル『すいたch（すいたっち）』
を開設し、吹田市の魅力とともに情報発信していく予定となっております。
　感染症拡大の影響は続いておりますが、令和3年はコロナ禍前の経済水準に戻す1年にしていかな
ければなりません。ただ、その世界は「新しい日常」として働き方や消費行動も変貌しています。吹
田商工会議所としては、それに対応するために事業者のデジタル化や業態転換、新事業展開の支援
に今後も力を入れてまいりたいと存じます。
　なお、1992年に建設されました吹田商工会議所会館は、今年29年目を迎えます。会館営繕委員
会を組織し、地震等で傷んだ会館の大規模営繕工事の検討を進めてまいりましたが、工事施工請負
会社の入札段階までこぎ着けました。夏までには工事が完了していることでしょう。今年は会館を
リフレッシュさせていただきます。
　そして、今年は延期されていた東京オリンピック・パラリンピックの年となります。大阪では
2025年の大阪・関西万博の開催に向かって遅れていた準備作業を加速させなければならない年と
なります。50年前の万博はこの吹田の地で開催されました。次の万博は大阪湾の人工島・夢洲が会
場となりますが、万博公園もサテライト会場となるよう、地元から盛り上げていきたいと思います。
　万博公園に関連しては、昨年、公園敷地内に大阪城ホールを上回る収容人数の室内アリーナ「吹田
アリーナ」を開発する事業者が決まる予定となっていました。これもコロナ禍の影響で遅れているよ
うです。これが完成すれば、パナソニックスタジアム吹田とともに、この周辺一帯を盛り上げてく
れるものとして期待しています。今年の計画発表を心待ちにしています。
　最後に、今年はこの感染症が収束し経済が回復軌道に乗り、皆様にとりましても素晴らしい年に
なりますことを願いまして、私の年頭の挨拶とさせていただきます。

新 年 の ご 挨 拶
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　　本年も宜しくお願いいたします。
　　　　　　　　　　　　令和 3年正月

専務理事　山口　　淳　　　事務局一同

謹んで新年のお慶びを申し上げます。

会 　 頭
柴　田　　仁

副 会 頭
西 村　元 秀

副 会 頭
堀　田　　稔

副 会 頭
古 川　國 久

副 会 頭
石 井　博 章

　明けましておめでとうご
ざいます。
　吹田商工会議所会員の皆
様方におかれましては、健
やかに新春をお迎えのこと
と心よりお喜び申し上げま
す。

　また、平素より本市の産業振興及び市政の
推進に、多大なるご尽力をいただいておりま
すことに厚くお礼申し上げます。
　さて、昨年から世界で猛威をふるう新型コ
ロナウイルス感染症は、私たちの暮らしや働
き方に多大な影響を及ぼしました。本市で
は、小規模事業者応援金やすいたエール商品
券の販売等、独自の緊急対策により、地域経
済への影響を緩和し市内事業者の皆様への事
業継続への一助となりますようご支援させて
いただいております。
　また、貴会議所にもご協力をいただきなが
ら、支援策の活用促進を図るポータルサイト
の設置をはじめ、クラウドファンディングを
活用した資金調達方法の確立や事業者のプロ

モーション動画投稿サイトの活用促進等を進
めております。今後も、新型コロナウイルス
感染症の収束後のニーズや社会経済動向を見
据え、地域経済の持続的な発展に向けて全力
で取り組んでまいります。
　また、昨年8月から、本市の魅力発信と地
域経済の振興を目的とした、ふるさと寄附金
事業を開始いたしました。市外在住の寄附者
に対して市内産品を返礼品として提供し、市
内事業者の産業発展を推進してまいります。
　新型コロナウイルス感染症の収束の見通し
が立たない中で、事業者の皆様を取り巻く経
営環境は一層厳しさを増しておりますが、関
係機関の皆様方のお力添えをいただき、産業
振興施策に取り組んでまいりますので、今後
ともよろしくお願い申し上げます。
　結びに、吹田商工会議所のさらなるご発展
並びに会員の皆様方のご健勝とご多幸、そし
て本年が皆様にとりまして幸多き1年になり
ますことを祈念申し上げまして、新年のご挨
拶といたします。

新年のごあいさつ
吹田市長 後藤　圭二　
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謹 賀 新 年謹 賀 新 年◆◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆◆

吹田市商業団体連合会
今年もお買い物は下記の商店街、市場を宜しくお願い致します。

会　長　野 田　和 生　　副会長　原　　成　美　　副会長　西 田　宗 尚

青山台近隣センター商店街
旭通商店街（協）
片山商店会（協）
栄通商店会
佐竹台商店会

（協）佐竹ショップセンター
さんくす名店会商業（協）
新旭町通り商店街（協）

千里市場（協）
千里山商栄会
高野台B1商店会
竹見台商店会
津雲台商店会
トナリエ南千里テナント会
豊津振興市場（協）
ゆらら藤白台商店会

豊津ファミリーショップ（協）
錦通商店街（協）
東片山商店会
日の出商店会
古江台商店会
本町通商店会
桃山台商店会

明けましておめでとうございます。
2021年の新春を迎え、謹んでお慶び申しあげます。

日本商工会議所　会頭 三村 明夫
　さて、昨年1月にわが国で初めての新型コロナウイ
ルス感染者が報告されてから、早くも1年が経とうと
しています。コロナ禍にあっても、今なお必死に経営
努力を続けておられる皆さまに深く敬意を表するとと
もに、われわれ全国515の商工会議所は、今年も一丸
となって事業者の皆さまと地域経済の発展のために力
を尽くしてまいります。
　さて、わが国経済全体は、緊急事態宣言が発令され
た昨年4－6月期のGDPがリーマンショック時を超え
る戦後最大の落ち込みを記録した後、7－9月期には持
ち直しの動きへと転じました。しかし、秋以降に再び
感染が拡大する中、その後の回復に向けた足取りは依
然として重いままです。
　一方、コロナ禍を通じて、政府・民間を含めた国全
体としてのデジタル化の遅れ、過度な大都市集中のリ
スクと適切な地方分散化の必要性、危機下における医
療提供体制のあり方、中央と地方の権限分担のあり方
など、日本の多くの課題が浮き彫りとなりました。ま
た何よりも「強く豊かな国でなければ国民を守れない」
ということに皆が気付いたのではないでしょうか。激
甚化する自然災害、新たなパンデミック、地政学上の
混乱等は今後も起こり得るものであり、わが国がその
ような不確実性の中を生き抜いていくためには、不確
実性を吸収できるバッファとしての「戦略的ゆとり」が
不可欠であります。
　昨年の菅政権発足以降、私は政府に対してこの「戦略
的ゆとり」を持つ必要性、またそのためにも経済成長が
欠かせないものであることを訴えてきました。経済成
長は労働投入×資本投入×全要素生産性で定義されま
す。これまでの深刻な人手不足の中で、女性や高齢者
など労働参加が大いに進みました。しかしさらなる労
働参加率の向上には限界があり、将来不安により消費

が伸び悩む中では国内での新た
な設備投資による資本蓄積も多
くは望めません。従って、わが
国の経済成長のためには、残る
「生産性の向上」が必須なのです。
　一国の生産性は「一人当たり
GDP」で表されますが、日本は
2018年時点で世界第31位に甘
んじています。「一人当たり
GDP」は国民一人当たりの豊か
さだけでなく、効率的に働き得
られた余暇を人との繋がりに充
てることで、幸福度を向上させる指標にもなることか
ら、私はこれを日本の新たな国家目標に据え、その引
き上げのために皆で知恵を絞り、汗をかくべきだと考
えます。
　加えて、本年いよいよ開催が見込まれる東京オリン
ピック・パラリンピックを、復興五輪であると同時に、
感染拡大防止と社会経済活動を両立させる具体的なプ
ロジェクトとして位置付け、国民運動を盛り上げてい
きたいと考えております。
　最後に、近代日本資本主義の父であり、東京商工会
議所初代会頭の渋沢栄一翁は、関東大震災の混乱の渦
中にあっても「逆境のときこそ、力を尽くす」自らの信
念によって、晩年にあってなお、わが国を立て直すべ
く精力的に奔走されました。渋沢翁の意志を受け継ぎ、
今年も日本商工会議所は全国のネットワークを最大限
活用し、中小企業と地域の発展、日本経済の再生に向
けて、先頭に立って頑張ってまいります。皆さまの多
大なるご支援、ご協力をお願いし、私の年頭あいさつ
とさせていただきます。

2021年　三村　明夫　日本商工会議所会頭年頭所感
～逆境のときこそ、力を尽くす～
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　当所会館は平成4年の竣工以来、今年で29年目を迎えます。老朽化や不具合も目立つように
なったことから、会館営繕委員会を組織し、大規模営繕工事計画を進めてきました。
　つきましては、大規模営繕工事に係る施工業務にご協力いただける事業所を公募させていただ
きます。下記参加資格を満たす会員事業所様からの参加表明をお待ちしています

業 務 名 称 吹田商工会議所会館大規模営繕工事に係る施工業務
※建物：鉄筋コンクリート造地下1階、地上3階（総延面積1012.36㎡）

参 加 資 格
・当所会員事業所であること（令和元年3月31日時点）。
・�入札説明会開催日現在の「評定値通知書の建築一式工事の総合評定値（P点）」が750点以上であ
ること。

発 注 形 態 建設工事請負業者に一括発注

施 工 内 容

1．外壁改修工事（外壁タイル、屋上防水等）
2．内部改修工事（クロス・カーペット貼替、トイレ改修等）
3．電気設備更新工事（キュービクル更新、照明LED化等）
4．機械設備工事（換気ファン入替、トイレ洋式化等）
5．外構工事（駐輪場・駐車場新設等）�　　　　　※資料等は説明会にて配布

設 計 監 理 馬場龍+設計事務所GA-PLAN

参加表明受付
令和3年1月27日（水）までに当所事務局長・三嶋まで、事業所名、ご担当者名をご連絡の上、入
札説明会にご参加ください。
Tel：06-6330-8001　Fax：06-6330-3350　mail：mishima@suita.cci.or.jp

入札説明会 令和3年2月1日（月）　13:30～15：30（当所3階大会議室）
見積合せ締切 令和3年2月19日（金）までに当所事務局長・三嶋宛にご持参・郵送（必着）
発 　 　 注 2月下旬に開催する当所会館営繕委員会にて発注先決定
施工開始時期 令和3年4月上旬～

吹田商工会議所会館大規模営繕工事・
施工業務の委託先公募について

新年賀会開催中止のお詫び
　昨年12月に会員の皆様にご案内しておりました「令和3年新年賀会」ですが、吹田市内の新型コロナウイルス
感染症拡大が止まらず、年末年始、人と会う機会を極力減らしていただきたいと、吹田市より新年賀会の中止
要請があり、協力することとなりました。そのため、ご出席を予定されていた皆様には、急な連絡となり、大
変ご迷惑をお掛けしました。お詫び申し上げます。
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　吹田市内の事業者が新しい事業展開のための資金調達を支援するため、クラウドファンディング活用助成金事業を用意し、
令和3年1月15日より、クラウドファンディングサイトCAMPFIREで支援金募集を始めます。下記採択された2社の応援を
よろしくお願いいたします。
【採択事業者・事業内容】　
〇ヤオヤ：『日本初！開業された方が0円でデザインを発注できるサービスを作りたい』
　�お祝いの新しい「あたりまえ」を作るということを目標に掲げ、「デザケイ」を2020年9月にリリースしました。今後の
サービスと認知度向上のためにクラウドファンディングに挑戦いたします。

〇けあする（同）：『相談者も介護者も幸せになれる仕組みづくり！介護の悩みを気軽にオンラインで』
　�介護の悩みも心の悩みも気軽に隙間時間にオンラインで相談。相談者には、要介護者・介護者に本当に必要なサービスを
自由に考えられる場を提供。相談者も介護者も両方が幸せになれる仕組みを作りたい。

【募集開始】　
　2021年1月15日（金）スタート～2021年2月25日（木）まで
　※詳しい内容は、当所HPや吹田市事業者支援ポータルサイト「吹田エール」にアップいたします。

　吹田商工会議所では、近畿税理士会吹田支部の後援により下記の日時に「確定申告無料相談会」を開催します。ご予約の上、
会場にお越しください。

日　程 ①令和3年2月25日（木）
②令和3年3月� 5� 日（金）

時　間 ◆午前の部　� 9：00～12：00
◆午後の部　13：00～16：00

会　場 吹田商工会議所（住所：吹田市泉町2-17-4）

※�相談時間は1時間であり、完全予約制となっております。電話もしくはFAX、フォームからお申込みください。（チラシも
ご参照ください。）HPにも情報を掲載しております。（https://suitacci.com/?p=6677）

　TEL：06-6330-8001　FAX：06-6330-3350

2020年度 所得税・消費税
確定申告相談会のご案内

小規模事業者持続化補助金<一般型>のご案内
　小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者等が経営計画を作成して取り組む販路開拓の取組等を支援する補助金制度で
す。

対 象 者 小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人

受 付 期 間 第4回申込締切日　2021年2月5日（金）（郵送：当日消印有効）

補 助 率 2/3

補 助 上 限 額 上限:50万円または100万円（特例業種）
事業再開枠：補助率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

制 度 詳 細 https://r1.jizokukahojokin.info/

◆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。

◆特�例�業�種：�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。

　「公募要領」や「よくある質問」等をご覧のうえ、制度内容に関するご不明点は以下の電話番号までお問い合わせください。
日本商工会議所　小規模事業者持続化補助金事務局　電話：03-6447-2389

　本事業の申請に際しては、地域の商工会議所の確認が必要となります。
　日本商工会議所（補助金事務局）への提出の前に、地域の商工会議所に「様式2・様式3」（経営計画書・補助事業計画書）の
写し等を提出のうえ、「様式4・事業支援計画書」の作成・交付を依頼してください。
　事業計画書の確認及び様式4・事業支援計画書作成については、最短でも1週間程度お時間を頂きます。
　申請を希望される方はお早目にご相談ください。

クラウドファンディング活用支援事業採択事業者が決まりました！！
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創 業 の 経 緯

　令和2年11月23日に創業しました。私が自転車を好き
になったのは、大学生の頃でした。友人がバイクで旅行に
行ったという話を聞き、バイクを使って旅行に行くのは普
通じゃないか？と移動手段に疑問が湧いたのです。そこで
私は自転車で旅行に行くと友達に公言し、実行することに
なりました。計画は京都市から大阪市まで普通の自転車で
行くこと。しかし、いざ向かうと宇治市あたりで疲れて断
念してしまいました。それが本当に悔しくて、再挑戦を決
意。その際は目的地を鹿児島に変更し、普通の自転車では
なく、クロスバイクを変えいざ向かいましたが、時間切れ
で山口県で帰還することになってしまいました。その後は、
鹿児島に再挑戦したり、北海道に行ったり、どんどん自転
車の面白みにハマり、自分で整備までするようになってい
ました。大学卒業後は自転車整備を極めたいと思い、某自
転車チェーン店へ就職。入社後は転職をするなど会社の方
針と私の考え方にズレがあることに気づきました。私が大
切にしていたことはお客様に納得していただいたうえで安

心できる自転車の販売・整備を行うということでした。そ
れを実現するためには独立という選択肢しかありませんで
した。

事 業 の 特 徴

　コンセプトとして安心して乗ることのできる自転車の販
売・整備を行うことです。小さな子どもから高齢者まで、
自転車のプロとしてサポートできるような店を心がけてい
ます。特に、安心して乗っていただくために、必ず行うの
が全車種“バラし（解体）”を行うこと。普通の自転車から電
動自転車、クロスバイクまで自分が販売する全車種の自転
車の状態を把握します。一度、自転車をバラし、その自転
車の仕組みを確認することで、この自転車はどういった故
障がいつ頃発生するのか？ということが販売時点で予知す
ることができます。また、自転車をバラすためには工具一
つ一つにもこだわる必要があります。工具一つ一つと自転
車との相性を確認したうえで、使用するようにここと掛け
ています。こういったひと手間を行うことで、安心して自
転車に乗っていただける店舗を目指しています。

今 後 の 展 望

　全国チェーンではなく、地域に根差した展開を考えてい
ます。ブレーキの調整一つにしても「調子が悪いから、とり
あえず旭通商店街のsmalt�Bikesに行ってみよう」と思え
るような安心できる店舗を作り上げたいと思っています。
また、2階にはクロスバイクを展示し、ゆっくりできるス
ペースもご用意しております。今後は自転車好きが集うコ
ミュニティスペースとしても活用していく予定です。

新入会員インタビュー Smalt　Bikes

事業所名：Smalt�Bikes
代　　表：前川　裕紀
所 在 地：〒564-0031 
　　　　　吹田市元町7-9
　　　　　（旭通り商店街内）
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6381-6677
営業内容：自転車販売・修理
営業時間：10：00～19：00　
定 休 日：水曜日

〈新たにご入会いただいた事業所〉� （2020.11.1～11.30　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
Smalt�Bikes 吹田市元町 自転車販売・修理
（株）ユニバーサル・ヒーロー 吹田市円山町 物販・コンサルティング
（株）リアル 吹田市千里丘中 スポーツアパレル製造

理　　　財 サンヨーホームズ（株） 大阪マンション支店 大阪市西区西本町 マンション事業
建　　　設 （株）T・AIR 吹田市垂水町 管工事

専門サービス
（株）西都 ユミアス江坂 吹田市垂水町 障害児通所支援事業
ナースウェル・インターナショナル（株） 吹田市千里丘中 外国人患者の訪日医療サポート

サービス業
（株）鳥作 吹田市樫切山 焼鳥屋
韓食 トントン 吹田市朝日町 飲食業

（特）建設 アップドラフト（株） 大阪市東淀川区豊新 とび・土工
（特）専門サービス（同）みけ 大阪市西成区長橋 訪問看護
※ご入会時に名簿への掲載に同意いただきました事業所様のみ掲載させていただきます。
≪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



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

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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　渋沢栄一の息子である秀雄が、父にまつわるこんなエ
ピソードを残しています。
　《銀座尾張町にある服部時計店の創始者服部金太郎（セ
イコーホールディングスの創業者：引用者注）は、いつ
も栄一の勧誘で多額の寄付金をしてくれる人だった。そ
の服部が、ある日クラブで友人と将棋を指していた。そ
こへ栄一が顔を出してこういった。
「いまイタリアの骨相学者に骨相を見てもらったら、私
は百まで生きるそうだ」
とたんに服部は将棋をやめて立ち上がると、
「そりゃ大変だ。渋沢さんが百まで生きては、これから
さき、どれだけ寄付金のご用があるか分からない。将棋
どころの騒ぎじゃない。もっと稼がなくちゃ……」》
　とてもユーモラスなエピソードですが、実際に何か事
あるごとに寄付金集めに熱心だった栄一をケムたがった
実業家というのは、少なからずいたそうです。
　いわば損な役回りを買って出ていた栄一でしたが、で
は義務感からこうした仕事をこなしていたかというと、
そうではありませんでした。
　《わたしには社会事業を楽しむ癖がある》《現に二松学
舎の資金寄付集めについても、「また渋沢の寄付取りか」
と、しかめっ面をした金持ちもいたという。こんな風に
思われては、あまりよい気持ちはしないはずだが、わた
しにとってそんなことはまったく苦痛に感じられない。
わたしは、社会事業のために力を尽くすのを何よりの楽

しみとしているからなのだ。これを楽しみに感じていな
ければ、とても寄付金をもらうために駆けまわれるもの
ではない。人に頼まれた義理や、世間の評判を取るくら
いのことでは、とてもやれるものではないのだ》『論語
講義』引用者訳
　これは『論語』にある、
「何かを知っているというのは、それを好きだという境
地に及ばない。しかしそれも、楽しんでいる境地の深さ
にはかなわない（これを知る者はこれを好む者に如かず。
これを好む者はこれを楽しむ者に如かず）」『論語』雍也
篇
　という一節に対する栄一の実体験に基づく解説です
が、社会のために尽くせて嬉しい、ワクワクする―そ
んな気持ちを、栄一は原動力にしていたからこそ常に前
に進み続けることができたのです。

渋沢栄一とその思想に学ぶ 
 「渋沢栄一の楽しむ力」

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

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
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　令和2年12月10日、12月交流事業「YEGだよ！全員集合」及び次年度合同委員会が開催されました。当初は、パナソニッ
クスタジアムVIPルームにて開催予定でしたが、不要不急の外出自粛要請なども踏まえ、吹田YEGとしては初のオンライン
（ZOOM）による事業開催へと変更し、実施致しました。
交流事業においては、株式会社ガンバ大阪 小野忠史社長
にもご参加いただくとともに、オンラインでの参加者数は
73名にも上り、チーム対抗の新入会員さんのエピソード
クイズなど、大いに盛り上がった交流事業となりました。
また、初顔合わせとなる次年度合同委員会では、次年度委
員長の熱い思いなどが伝えられ、今後の期待溢れる委員会
が開催されました。吹田YEGでは、これからも時代の変
化に合わせた新しい試みで、事業を行って参ります！

青年部コーナー 12月交流事業及び次年度合同委員会が開催されました

吹田市中小企業動画制作支援事業
今なら、補助金を活用して自社PR動画が作れます

　新型コロナウイルス感染症によって消費行動が働き方といった事業環境が変化し、多くの企業でビジネスモデルの見直し
や転換を求められています。自社PR、商品紹介、求人等の動画コンテンツを制作し自社のプロモーションに活用することは
withコロナ時代における事業活動の訴求力を高める有効な手段のひとつです。
　そこで、吹田市と吹田商工会議所が連携し、市内中小企業を対象とした動画制作の補助を行います。制作した動画を吹田
市×吹田商工会議所のYouTubeチャンネル「すいたch（すいたっち）」で紹介ならびに企業の自社チャンネルにアップロード
することで事業活動における動画の可能性や魅力を体感していただきます。
<動画制作補助金イメージ>

自社PR動画の制作と、企業YouTubeチャンネルの開設を支援します。

◆補助金申請受付中
　この機会に動画を作ってみたい！という市内事業者を募集しております。
　申請を希望される方は説明動画をご覧いただいたうえで、応募申請書類一式を吹田商工会議所までお送りください。
※補助金の申請手続き後、随時審査のうえ吹田商工会議所から採択結果を通知いたします。
　動画制作に係る委託業者への発注については、当該採択結果通知書の発行日以降に行っていただく必要があります。

◆動画制作事業者募集中
　本事業に係る動画制作業務を受託することのできる
市内事業者を募集しております。
　登録を希望される方は応募申請書類一式を吹田商工
会議所までお送りください。

詳細はこちらのQRコードからご覧ください。
吹田市事業者支援ポータルサイト

すいたエール

㈱ガンバ大阪　小野　忠史�社長 吹田YEG　足立　聖治�会長



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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世界一社風の良い会社を 
 目指すISOWA

　JR名古屋駅からJR中央線に乗車し、20分ほどの勝
川駅で下車、そこから車で15分ほど行った場所に株式
会社ISOWAという社名の中堅企業があります。
　主事業は、段ボールを製造する機械の設計・製作・
販売、さらにはメンテナンスなど付帯業務一切を請け
負う、段ボールに関する世界有数のワンストップ企業
です。段ボール製造ラインの一部を担う企業は数社あ
りますが、フルライン製造可能な企業は、国内では大
手企業のM社と同社しかなく、ほぼ市場を折半してい
ます。商品は全て仕様の異なる特注であり、かつライ
ン丸ごと受注ということもあり、1件の受注金額はほと
んどが億単位の高額となります。
　同社の創業は、現社長である磯輪英之氏の祖父・磯
輪源一氏が、100年前の1920年、個人の鉄工所とし
て、名古屋市内の自宅の倉庫でスタートしています。
その後、工場が手狭になるとともに、企業の将来のた
めに、65年、現在地の春日井市に移転しました。
　元々は紙箱を製造する機械メーカーでしたが、その
後、その技術が応用でき、かつ将来性を見込み、準備
と努力を重ね、50年頃からは、現在の主製品に本格参
入しました。その後、現社長の父、そして叔父と継ぎ、
2001年からは現社長が就任し同社をけん引していま
す。
　現在の社員数は274人、海外での評価もすこぶる高
いグローカル企業として、この分野では著名な企業に
成長発展しています。その要因は多々ありますが、あ
えて2点挙げるとすれば、一つは、類いまれなダン
ボール機械の開発製造技術者であった先代社長（磯輪英
一）を中核とした新技術・新製品開発へのあくなき挑戦
であったと思います。「イノベーションなくして企業の
成長なし」とはよくいわれますが、小規模企業のころか

ら、下請けに甘んじない、こうした経営姿勢こそが同
社の成長発展の要因だと思います。
　そしてもう一つは、現社長が、明文化した経営理念
と、理念に基づく経営の実践のため、「制度より風土」
つまり良い社風（いい風が流れている企業）の企業づく
りに、全社員一体となってまい進してきたからだと思
います。
　もとより、ここまで来る道のりは、決して順風満帆
ではありませんでした。それどころか、尋常な努力と
苦労ではなかったと思います。
　しかしながら、ゆっくりではありますが、着実に、
高らかに掲げた経営理念と、背中と心で示し続けた
リーダーシップが全社員や支える家族の共感を呼び、
「いい企業」をつくり上げたのでした。ちなみに、同社
の経営理念は「自分と自分の愛する家族のために働ける
世界一社風の良い会社を目指す」です。

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/
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　当所ではコロナウイルス感染症の拡大、貿易関係証明の申請企業等の要請を踏まえ貿易証明登録のオンライン化
への移行をはじめました。

　つきましては、これまで書面にて手続きをしていた貿易登録の新規登録・更新はWEB上の貿易関係証明発給シス
テムを通してご登録していただくようにご案内させていただきます。オンライン発給サービスはこのシステムに登
録しなければご利用いただけません。

　これまで当所窓口までお越しいただかなければ発給できなかった証明書が、会社の職場やご自宅から発給ができ、
業務効率化・非対面での手続きが可能となります。これまで通りの書面での発給も並行して実施させていただきま
すので、皆様の環境に併せてご検討・ご利用いただければと思います。

吹田商工会議所　ホームページ
貿易証明登録のオンライン登録への
移行のお願いのお知らせ
https://suitacci.com/?p=8182

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

※原産地証明書（非特恵・一般型）とは
　日本各地の商工会議所が発行します。契約や信用状での指定、領事査証取得のための条件である場合に輸入者か
ら要求されることがあります。また、輸入国の法規制で輸入を禁じている国の産品ではないことを確認する、輸入
者が国内で販売する際に表示する原産地を保証するなどの目的で、輸入者から要求されることもあります。

貿易証明登録のオンライン登録への移行のお願い
日本産商品の原産地証明書（非特恵・一般型）の

オンライン発給を開始しました！！
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◇世界が変りつつある今こそ知財について考える機会です。
　知財について次のようなご要望（またはその他のご要望）はありませんか。
　●基本的な知財戦略を立てたい� ●感染防止を踏まえた製品と知財の見直し
　●知財リスク（侵害、技術流出、模倣品等）の把握と対策
　●会社や製品の知名度を上げたい� ●海外知財戦略を立てたい
　●事業戦略にリンクした知財戦略を立てたい� ●共同開発において自社技術を守りたい

◇知財は重要であるが敷居が高いとお考えではありませんか。
　そのような中小企業者様に特にお勧めします。事業や相談の内容に応じて選んだ日本弁理士会関西会の支援弁理
士を、無料で3回まで派遣。中長期的視点を重視した相談を、要望に応じた短期ソリューションも含めて行うこと
により、中小・ベンチャー企業の成長を知財の面から支援します。

【対象者】 近畿2府4県の中小企業基本法第2条にいう「中小企業者」（個人事業者含む）
【申　請】 �『知財キャラバン関西』で検索＜http://www.kjpaa.jp/ipsa/caravan＞下記箇所から申請書をダウンロー

ドしてメール・ファックス・郵便で簡単に申請可能。申請書の郵送お届け・その他は下記にお問い合わせ
下さい。

「中小企業者の知財活用」の無料訪問コンサルティング
－日本弁理士会関西会の公益的事業「弁理士知財キャラバン関西」のご案内－

　新型コロナウイルス感染症の影響により融資を受ける事業者の負担を軽減することを目的に、セーフティネット
保証4号、5号及び危機関連保証に係る借入を行った事業者を対象に、その借入に要した信用保証料相当額を補助し
ます。
◆対 象 者：次の要件を全て満たす方
　　　　　　1. �新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、「セーフティネット保証4号」、「セーフティネット

保証5号」又は「危機関連保証」の認定を受け、事業資金の借入を行った方
　　　　　　2. 融資申込時、吹田市内に主たる事業所を有する方
　　　　　　3. 市民税の滞納（不申告を含む）をしていない方
　　　　　　4. 信用保証料を一括納付した方
　　　　　　5. 暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない方
　　　　　　6. �風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業を

行っていない方
◆補助対象経費：府制度融資（セーフティネット保証など）を活用して融資を受けたときの信用保証料相当分
　　　　　　（ただし、借換え等により信用保証料の一部について返戻（還付）を受けた場合は、その額を差し引いた額）
◆補助金額：1件につき最大20万円（信用保証料の10/10）
◆申請方法：申請書を市HPからダウンロードし、必要書類と併せて都市魅力部信用保証料補助金担当へ郵送
◆申請期限：信用保証料を支払った日の翌日から起算して3か月以内かつ令和3年3月31日まで
◆問 合 せ：吹田市役所都市魅力部信用保証料補助金担当　TEL�06-6170-7217　FAX�06-6384-1292

吹田市役所からのお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策信用保証料補助金について

～申請期限は3月31日まで！～

日本弁理士会関西会
弁理士知財キャラバン関西担当
TEL� 06-6453-8200（平日9-17時）
FAX�06-6453-8210



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

大阪本店／大阪府吹田市南金田１－４－８

支店・営業所／札幌・仙台・東京・東京西・東京東・埼玉・北関東特販

名古屋・豊橋・高岡・京滋・大阪南・広島・高松・福岡

海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム

（ ） － （ ） －

http://sankoshoji.net/

泉州電業GROUP

土木建築綜合請負土木建築綜合請負

株式会社株式会社 堀田工務店 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■ 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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