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個人の豊かさをランクアップさせていく。
それは自分の発信力に可能性を見つけ出すこと。
学校法人 大阪創都学園

キャットミュージックカレッジ専門学校

キャットエンタテイメントスクール マネージャー
学校法人大阪創都学園は、吹田市垂水町にてキャット
ミュージックカレッジ専門学校・大阪アニメーション
カレッジ専門学校、グループ校として東京都新宿区にて
東京アニメーションカレッジ専門学校を運営されてい
ます。
専門学校として30年以上に渡り音楽やダンス、アニ
メーション等のエンタテイメント分野のプロフェッショ
ナルを育成・輩出してきた同校では、昨年より新たな取
り組みとして、地域住民の方を対象とした「キャットエ
ンタテイメントスクール」
を始められました。
新たな取り組みであるエンタテイメントスクールの
理念や指導内容について、マネージャーである杉山氏に
お話を伺いました。

杉山

マネージャー

杉山

徹氏

徹氏

― キャットミュージックカレッジ専門学校の歴史に
ついて教えてください。
本校は1979年に「ミュージック スクール キャッ
ト」として音楽教室の運営をスタートし、1988年3月
には大阪府の認可を受けて専門学校として開校しまし
た。その後1995年に現在の江坂校舎へ移転し、今年
で27年目となります。2004年には大阪アニメーショ
ンカレッジ専門学校を開校し、音楽、ダンス、アニ
メーション等のエンタテイメント分野の人材を育成す
る専門学校として運営しております。
― 専門学校に通う学生にはどんな方がおられるので
すか。
専門学校は、高校卒業後すぐに入学、または、大学
や社会人を経験した後に新たな目標を持って入学され
る場合等、動機や目的は三者三様です。それぞれの業
界のプロフェッショナルになることを目指して入学す
る学生たちは、今までの勉強とは全く違うものを体験、
学習して経験を積み、自分が望む世界に巣立っていく
ことになります。
― カリキュラムや指導に関する特徴を教えてください。
本校では、現場目線で必要な知識や経験をリアルに
学び、卒業後それぞれの業界で活動し始めたときに即
戦力となれるような人材育成を目指しています。専門
分野の業界になりますので、一般企業のような教育研
修の機会は多くありません。「できない」と思われると
次からは現場に呼ばれなくなるような、実力主義の厳
しい世界です。そのため、機材をはじめとした実習環
境に関しては現場で実際に使われているものを再現し、
カリキュラムについても時代の流れに合わせた指導内
容になっています。
また、専門学校として30年以上の実績がありますの
で、プロフェッショナルとして現場の最前線で活躍す
る卒業生が多数います。そのような卒業生に特別講師
として登壇してもらうことで、より現場目線の指導を
行うことができます。
― 昨年開校された「キャットエンタテイメントス
クール」について教えてください。
地域にお住まいの方を中心に、キッズからシニア層

まで様々な世代の方に
ご利用いただけるエン
タテイメントスクール
です。本校が持つ施設
や設備、そして教育に
携わる人材やノウハウ
を活かし、ボーカルや
ギター、ダンス等の
様々なレッスンコース
を開講しています。専
門学校に通う生徒たちと同じように、現場に近い環境
や、現役で活躍する講師陣による本格的なレッスンを
受けていただくことができます。
専門学校のように毎日通うのではなく、月に2～4回
程度、スクール生それぞれの生活リズムに合わせて通
うペースを決めていただけます。未経験の方でも気兼
ねなく通っていただけるように、授業は基本的にマン
ツーマンレッスンとなっています。

― 具体的にどんな方がレッスンに通っておられるの
ですか。
将来はプロを目指すキッズの方や、仕事帰りのサラ
リーマンの方、また専門学校の卒業生の方等、様々な
方に通っていただいています。
エンタテイメントスクールでは、個人の興味や趣味、
ステップアップ等も含めた「こころのランクアップ」を
目指しています。「カラオケがうまくなりたい」、「弾き
語りをやってみたい」、「楽器の演奏ができるようにな
りたい」等、これらの欲求は大きな原動力になります。
また実際にできるようになると自信に繋がり、生活面
や仕事面においても前向きな気持ちで取り組むことが
できると思います。そういった、自分の可能性を見つ
け出すサポートができればという思いでスクールを運
営しております。
― 貴校の今後の展望について教えてください。
最近の江坂界隈は音楽イベントが増えてきました。
昨年はエンタテイメントスクールのスクール生にイベ
ント出演していただき、参加する、出演する側に立つ
ことでより楽しく音楽を感じていただくことができま
した。音楽やアニメーション等のエンタテイメント、
そして当校のことを、地域の方々にもっと身近に感じ
ていただきたいと思っています。
― 貴重なお話をありがとうございました。今後益々
のご発展をご祈念申し上げます。
学校法人 大阪創都学園 キャットミュージックカレッジ専門学校
キャットエンタテイメントスクール
〒564-0062 吹田市垂水町3-29-18
TEL：06-6369-1101
school@cat-music.jp
https://cates.localinfo.jp/
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IT導入補助2021金活用セミナー

－ITと補助金の力で売上アップ・業務効率化を実現する－
開催のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響によ
るビジネス構造変化への対応や、将来的
な労働人口減少に備えた生産性向上にお
いて、IT技術の活用は有効な手段です。
IT導入のハードルとなるコスト面の課題
については、「IT導入補助金」の活用によ
り支援を受けられる可能性があります。
本セミナーでは、中小企業のためのIT
活用方法の紹介や、IT導入補助金につい
てご説明いたします。
◆日

時：2021年8月20日（金）
14：00～16：00

◆会

場：吹田商工会議所 3階 大会議室

◆内

容：1. 小規模事業者のIT利活用の現状
2. ビジネス用アプリの特徴
3. IT導入補助金概要
－補助金概要説明、各類型の内容説明、申請フロー
4. その他補助金情報
5. デジタル化のための他事業、Webサイト情報
6. 活用・導入事例

◆講

師：森山経営事務所 代表

森山

忠明 氏（中小企業診断士／ITコーディネータ／PMP）

◆受 講 料：無料
◆申 込 み：右記QRコードもしくは当所HPよりお申込みください。
◆お問合せ：06-6330-8001

吹田商工会議所

◆主

催：吹田商工会議所

◆協

力：大阪府IoT推進ラボ

IT導入補助金活用セミナー担当

株式会社紙谷工務店様が紺綬褒章を受章
～新型コロナウイルス感染拡大防止に寄与～

吹田市江坂町で建設工事業を手掛ける株式会社紙谷工務店様は、国より紺綬
褒章を贈られ、7月2日に吹田市役所で後藤圭二吹田市長から伝達されました。
同社は昨年6月に避難所における新型コロナウイルス感染拡大防止に役立てて
もらおうと、テントやパーティション、換気用大型扇風機、低濃度オゾン発生装置
といった対策品を購入する費用2,500万円を吹田市
に寄付されました。紙谷繁夫社長は、「感染拡大防止
に何か役立てることはないか」との思いで実行された

紙谷繁夫代表取締役社長

そうです。
吹田市はその功績に対して国に栄典の推薦を行い、今回の紺綬褒章の受章となりま
した。紙谷工務店様、おめでとうございます。
No.482

3

青年部コーナー

令和３年度７月例会が開催されました！

令和3年7月16日(金)19時より大和大学（吹田市片山町）にて、7月例会が開催されました。
開催にあたりましては、新型コロナウイルス感染予防対策が参加者協力の下に徹底して行われ
ました。
7月例会は、『1分でわかるアイツの魅力～サクサク簡単☆スマホで仲間づくり』と題して、メ
ンバーの人となりやビジネスを知り、困ったときには顔を思い出し、手を差し伸べあえる関係づ
くりを目的とした事業のスタートとなりました。
福田委員長
当例会では参加者がチームに分かれ、動画制作コンサルタント（当会専務理事 高山智嘉）の指
導の下、動画を制作するためのノウハウを学び、動画制作の楽しさを体験することが出来ました。
そして今後は12月10日(金)に開催予定の交流支援事業をゴールとして動画を制作し、チーム
ごとに会社訪問や役割分担など、互いに協力しながら動画制作を通じた共同作業の中でチームビ
ルディングを通じてお互いを知り、関係の構築を目指します。
また制作した動画は、専用のFacebookページを開設し共有することで、チーム以外のメン
バーのことも知ることができる機会へ繋げます。
これからも吹田YEGでは、メンバー相互の協力関係と繋がりの強化を進めて参ります。
高山専務

稼ぐまちが地域を変える！～古い価値観をアップデートせよ！～
吹田商工会議所青年部 令和3年度9月公開例会
吹田市においても現在、コロナによる地域経済の疲弊や少子化等の課題に直面
していますが、真に持続的な地域を再生するために、行政や民間が果たすべき役割
は何か。地方創生・まちづくりのトップランナー木下氏の豊富な実践経験と最新
統計に基づく、貴重な「地域経済再生の鉄則」が聴けるオンライン講演会です。
開催日時：令和3年9月4日（土）
14：30～16：00

終了予定

開催方法：Zoom※オンラインのみ
料

金：無料

定

員：300名

※定員になり次第締め切りとなります。

申込方法：吹田商工会議所HPもしくはQRコードからお申込下さい。
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吹田商工会議所主催

事業継続計画
（BCP）
作成セミナー

9月9日（木）開催！
緊急事態に強い会社を作るための事業継続計画
（BCP）
作成セミナー
◆開 催 日：令和3年9月9日（木） 14：00～16：00
◆場
所：吹田商工会議所 3階 大会議室（吹田市泉町2-17-4）
◆内
容：事業継続計画（BCP）の必要性
BCPを作成するメリット、事例紹介、事業継続力強化計画
（ワークショップ）大阪府超簡易版BCPを策定してみよう！
その他支援策の紹介
◆講
師：東京海上日動火災保険株式会社
大阪北支店 石川 洋介 氏、渡辺美登里 氏
◆対
象：BCPに関心がある、作成してみたい方・事業所 締切9月7日（火）
◆定
員：20名 入場無料
◆申込方法：当所HP（https://suitacci.com/?p=8940）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

吹田商工会議所の2021年創業塾開講のお知らせ
「ワクワクするような事業をはじめてみませんか。」
「これまでに学ばれたスキルや経験をもとに、起業を目指しま
せんか。
」
「リスクについてはしっかりと準備をして、自由な時間を手に入れませんか。」
創業塾でそのお手伝いをさせていただきます。
◆内
容：創業を成功させる心構え・マーケティングと営業手法・販売促進手法・税務会計の知識・事業計画策定
◆対 象 者：創業に興味のある方、起業準備中の方、創業まもない方
◆開 催 日：令和3年9月4日
（土）
、11日
（土）
、18日（土）、25日（土）、10月2日（土）
（5日間、各日とも午前9時30分から午後4時30分まで）
◆受 講 料：5，
000円（初日にお支払いいただきます）
◆定
員：30名
（定員になり次第、締切）
◆申込締切：令和3年8月31日（火）
◆申込方法：FAXまたはQRコードを読み取ってWEBフォームよりお申し込みください。
◆お問合せ：06-6330-8001 吹田商工会議所 正野（ショウノ）まで。
◆住
所：吹田市泉町2丁目17-4

No.482
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吹田商工会議所

NEW MEMBERS
南千里こころ整体院

新入会員インタビュー
事業所名：南千里こころ整体院
所 在 地：吹田市千里山西6丁目62-B907
電話番号：06-6380-5562
院
長：尾上 弓 氏
事業内容：身体の土台である骨格を矯正することで
痛みを改善する整体院
Ｕ Ｒ Ｌ：https://cocoroseitai.com/

歪みの原因となる
日々の姿勢などの習
慣も根本的に改善で
きるようサポートさ
せていただきます。
完全予約制のプラ
イベート空間で施術
を行うので、周りを

創 業 の 経 緯

気にせず、何でも話していただけます。また、女性専
用とさせていただいておりますので、男性に身体を触

私は小学生の頃から美容や健康に興味があり、様々
なダイエット方法や美容関係の施術、健康食品などを
試してきました。
38歳の時に骨格矯正の施術を受けて、下半身太りや
エラの張り、肩こりなど、悩んでいた症状が改善され
たことに感動し、骨格矯正の修業をして2019年に独
立しました。
こ

だ

わ

られるのに抵抗のある方も安心してお越しください。
お客様にとって当院が、ただ施術を受ける場所では
なく、自分の人生を変える特別な空間になってほしい
と思います。

り

コンプレックスを解消すると、自分に自信を持つこ
とができて前向きな気持ちになり、新しいことにチャ
レンジしようと思えます。
そのために、初回のカウンセリングでお客様のお話
をしっかりと聞かせていただき、お悩みや希望から必
要な施術を提案いたします。施術を行うだけでなく、
ご自宅でできるセルフケアについてお伝えし、身体の
〈新たにご入会いただいた事業所〉
部

商

会

事

業

工

業

理

財

建

設

業

（特）
理

所

名

所

在

地

事

部会別事業所名50音順）

業

内

容

アロマ・ハーブ商品の卸売・小売、セミナー
講師

あろま雅

吹田市山田東

NOUF

大阪市淀川区西三国 内装工事業

marve belle

吹田市千里山竹園

アクセサリー（主に天然石）の小売、販売

アシザワ・ファインテック
（株）
大阪支店 吹田市片山町

産業用機械（粉砕機・ミキサー）の開発・製
造・販売

千里土地
（株）

吹田市千里山西

不動産の売買仲介、賃貸仲介、管理他

吹田市江の木町

不動産管理業

吹田市千里丘北

賃貸管理業をメインに建設業・コンサルタン
ト業

吹田市千里山西

身体の土台である骨格を矯正することで痛み
を改善する整体院

ビーバンプ

吹田市山田西

親子カフェ＆各種教室

らぁ麺TORRY

吹田市吹東町

ラーメン屋

連の小屋

吹田市高野台

飲食店

西宮市寿町

生命保険・損害保険代理店

（株）
ともくに
モンステラ
（株）

専門サービス 南千里こころ整体院

サービス業

（2021.6.1～6.30

財 （株）
シールド

※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
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潮流を

読む

地方創生に資する地銀の“脱銀行”

今年の5月19日に「銀行法の業務範囲規制のさらな

可能性がある。地域商社業務を中核事業にすれば、域

る緩和」に関する法律［注1］が国会を通過した。同規制

内のさまざまな業種の企業との連携が可能となり、新

緩和では、1）フィンテック（先端的な金融テクノロ

たなビジネスの発想につながり、テクノロジーを活用

ジー）、地域商社、自己開発したアプリ（＝応用ソフ

すればイノベーションにつながる確率も高くなる。こ

ト）・IT（情報技術）システム販売等業務（＝既存の銀行
業高度化等会社［注2］の「一定の高度化等業務」）の認可
基準緩和、2）見守りサービス、データ分析・マーケ
ティング・広告、登録型人材派遣、コンサルティン
グ・ビジネスマッチングなどの収入依存規制のある銀
行・銀行グループのバックオフィス業務（顧客に接する
業務以外の業務）に当たる従属業務［注3］の規制緩和、
3）投資専門会社の業務範囲の拡充、地域経済の支援強
化のための出資範囲の拡充などの出資規制の緩和など
が列挙されている。これを受けて地域ビジネスへの本
格的な参入を打ち出している地域銀行（地銀）が増えて
いる。例えば、地元の中小企業のIT活用支援サービス
を提供するビジネスが挙げられる。地方によって差は
あるものの、地方の中小企業では、表計算機能、ワー
プロ機能などを備えた一般的なパソコンのソフトの活
用は進んでいるが、情報共有あるいはコミュニケー
ションなどの業務効率化ツールの普及率は高くないの
が現状である。このためIT企業と連携しながら、業務
効率化に有効なITツールの実装が遅れている地元の中
小企業のDX（デジタルトランスフォーメーション＝IT
化によってビジネスモデルを強化すること）を進める
サービスを提供する地銀も出てきている。このサービ
スによって多くの中小企業にDXが浸透すれば、将来的
には地域全体の産業基盤の強化につながることが考え
られる。
他方、投資専門子会社を設立する地銀も増えてきて
おり、現状よりも投資事業を強化する戦略を打ち出し
ている。この戦略への取り組みが進めば、域内の地方

れまでのように地銀が資金を域内で循環させることに
加えて、域内の人材、商材、情報、イノベーションを
効果的に循環させる役割を担うことが、地域経済を活
性化するために必要となってこよう。
今回の業務範囲規制の緩和によって地銀はこれまで
以上に地域ビジネスへの参入を本格化させ、稼ぐ力に
構造的な“衰え”が見える銀行業からの脱却（＝“脱銀行”）
が可能となった。“脱銀行”とはいえ、地銀の収益の大
半を占める銀行ビジネスそのものの改革も必須である。
その過程において各地銀独自のビジネスモデルの“強
み”を見極めて、それを軸として地域ビジネスに参入す
ることが重要であろう。この軸を組織的に共有し、意
識改革を含めて“脱銀行”を進めることが、地域ビジネ
スの成功の鍵となろう。中途半端な組織改革のままで
は、上記の業務規制緩和の主な立法目的である地方創
生を担う“要”としての、総合金融サービス業、総合
サービス業としての地域経済・社会でのレゾンデート
ル（存在意義）の確立はおぼつかないであろう。地銀の
“脱銀行”の改革が頓挫することは、地方創生への貢献
も中途半端になることを意味しているのではないか。
［注1］
「新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変
化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法
等の一部を改正する法律」として、令和3年3月5日提出、令和3年5
月19日成立。
［注2］銀行業の高度化や銀行顧客の利便性向上に資する場合、金融庁
の認可を基に銀行による5％超の出資を例外的に認められた事業会社
（銀行法16条の2第1項第12の3に規定された銀行の子会社）。
［注3］銀行業などの「金融関連業務」以外の業務。つまり、従属する銀
行、その子会社などの業務に係る事務のうち、その業務の基本に係
ることのないものであり、かつ、その業務の遂行上必要となるもの
（営業用不動産管理、ATM保守・点検、現金小切手等集配など）。

創生を担う地域企業の発掘、育成、成長を地銀が本格
的に主導することが可能となろう。地銀が地元の企業
あるいは域外の企業との連携によって、地域商社、コ
ンサルティング会社など、本業以外の業種に参入し、
成長していけば、成長の果実を、地方創生とともに、
自行が出資する企業のキャピタルゲイン（＝企業価値向
上による利益）、配当という投資リターンで得ることも
可能となる。地域でのハンズオン（＝直接的に経営に関
与する経営改革の手法）の投資会社として、戦略的な投
資をしていく戦略である。このハンズオンが、現在、
地銀が取り組んでいる融資先の事業性評価の強化につ
ながり、今以上の域内の中小企業の生産性向上を促す

株式会社大和総研 金融調査部 主席研究員

内野

逸勢 / うちの・はやなり

1990年慶応義塾大学法学部卒業。大和総
研入社。企業調査部、経営コンサルティン
グ部、大蔵省財政金融研究所（1998～
2000年）出向などを経て現職（金融調査部
主席研究員）。専門は金融・資本市場、金
融機関経営、地域経済、グローバルガバナ
ンスなど。主な著書・論文に『地銀の次世
代ビジネスモデル』2020年5月、共著（主
著）、『FinTechと金融の未来～10年後に
価値のある金融ビジネスとは何か？～』2018年4月、共著（主
著）、『JAL再生 高収益企業への転換』日本経済新聞出版、
2013年1月、共著。IAASB CAG（国際監査・保証基準審議会
諮問・助言グループ）委員（2005～2014年）。日本証券経済
研究所「証券業界とフィンテックに関する研究会」
（2017年）
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大阪府からの
お知らせ

企業の成長を支える人材を採用しませんか？

IT革新が続く現在、新しい商品やサービスの創造、業務の効率化、コスト削減などにおいて、多くの企業がIT化
やデジタルトランスフォーメーション（DX）に取り組み始めています。
大阪府では、Google、サイボウズ、Microsoft等との連携により、求職中の若者にDXやITに関するスキルアップ
研修を実施し、営業や総務人事等で働きながらDX等でも力を発揮できる人材を育成しています。
現在、研修の修了者が就職活動をしていますので、この機会に人材を採用しませんか？

◆詳細・申込
◆お問合せ先

https://ni-deau.jp/2021/06/18/dxoﬀer_company/
にであう事務局 TEL：06-6944-0766
［受付時間／平日9：30～18：00］
E-mail：shienkin@l-ork.jp

池田泉州銀行

第22回ニュービジネス助成金

新規性／独創性にあふれたビジネスプランの構築を目指す企業・起業家に対して、
ビジネスプランの実現・成長をサポートすることにより、新産業・新市場の創出を
促進し、地域社会の発展に貢献することを目的とします。
【助成金額】
大賞1プラン：300万円
優秀賞 部門毎、複数プラン：100万円
その他、奨励賞
【募集期間】
2021年8月2日
（月）
～2021年10月20日（水）午後5時必着
部門毎に外部の有識者、およびオープンイノベーション賞の提供元となる企業による選考を実施します。条件や
概要につきましてはQRコード先のホームページからご確認の程よろしくお願いいたします。
〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL 06-6381-6623
FAX 06-6382-7466
https://www.sakae-denki.co.jp

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

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。
不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

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

人々に、あかるい暮らしを

おかげさまで100 年
吹 田 元 町 で ─これ からも

管工事業

株式会社 江坂設備工業

株式会社
〒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

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

No.482

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

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

職場のかんたん

信頼される聞き方のコツ

メンタル ヘ ルス

コミュニケーションで大切なのは、お互いに分かり
合うこと。その積み重ねが信頼関係の構築につながり
ます。そのためには、話を聞く場面において、相手の

答の中に含まれていると、受け止めてもらえたという
感覚が生まれ、伝わったという安心につながります。
それから、話を聞いている中でもっと知りたい、も

気持ちや意向をしっかりと受け止める必要があります。

しくは分からないことがあったときなどに質問するタ

そのポイントをお伝えします。

イミングです。質問は、いきなり投げ掛けるよりも、

まずは、うなずきや相づちです。はっきり、しっか

相手の話をいったん受け止めてからするようにしま

り、相手に分かるようにしましょう。「ふ～ん」
「へぇ

しょう。「○○なんですね。それはどういう意味です

～」という応答を、親しい間柄や慣れが生じてくると

か？」という具合です。コミュニケーションはキャッチ

使ってしまいがちかと思います。感嘆の「へぇ！」なら

ボールと言われますが、その言葉通り、一度キャッチ

よいですが、気のない生返事と捉えられてしまうこと

して受け止めてから、投げ返すことが大切です。テニ

もあり注意が必要です。曖昧な相づちを連発されると、

スのラリーのように打ち返さないようにしましょう。

相手は自分の話に関心を持ってもらえていないのでは

ほんの少しの気遣いスキルを意識的に取り入れるこ

と不満を持ちやすくなります。「そうなのですね」
「は

とによって、相手は理解してもらえたという感覚を持

い」
「ええ」など言い切り形のはっきりした応答を心掛

ち、安心して話ができます。信頼を育む一助となりま

け、抑揚も付けてバリエーションを持たせましょう。

すように。

また、相手の使ったフレーズなどを繰り返すことも
有効です。ただし、全リピートは厳禁です。オウム返
しともいわれる技法の一つではありますが、相手の
言ったことをいちいち繰り返すことではありません。
一生懸命に応答しているつもりでも、相手からすると、
テクニックを使っているなとか、ばかにされているな
という印象を与えます。繰り返しは、あくまでもポイ
ントのみに絞りましょう。できれば、相手の使った心
情を表すフレーズや話の肝となる単語に応答できると
いいですね。それらを、自分の返答の中に織り交ぜる
という感覚です。自分が発した言葉が、相手からの返

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

日本メンタルアップ支援機構 代表理事

大野

萌子 / おおの・もえこ

法政大学卒。一般社団法人日本メンタル
ア ッ プ 支 援 機 構（ メ ン タ ル ア ッ プ マ ネ ー
ジャ資格認定機関）代表理事、産業カウン
セラー、2級キャリアコンサルティング技
能士。企業内健康管理室カウンセラーとし
ての長年の現場経験を生かした、人間関係
改善に必須のコミュニケーション、ストレ
スマネジメントなどの分野を得意とする。
現在は防衛省、文部科学省などの官公庁を
はじめ、大手企業、大学、医療機関などで年間120件以上の講
演・研修を行い、机上の空論ではない「生きたメンタルヘルス
対策」を提供している。著書に『よけいなひと言を好かれるセリ
フに変える言いかえ図鑑』
（サンマーク出版）ほか多数。

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.482
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小規模事業者持続化補助金＜低感染リスク型ビジネス枠＞
小規模事業者が経営計画及び補助事業計画を作成して取り組む、感染拡大防止のための対人接触機会の減少と
事業継続を両立させるポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等に関する取組を
支援するものです。
◆補

助

額：上限100万円（補助率3/4）

◆補助対象経費：ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産性プロセスの導入等に取り組み、感染拡
大防止と事業継続を両立させるための対人接触機会の減少に資する前向きな投資
┗対人接触機会を減らすための機械装置の導入、店内改装、新たなビジネスやサービスを広報する
ためのホームページの作成・改良、チラシ・カタログの作成、広告掲載など
◆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

◆公募スケジュール：第3回受付締切：2021年9月8日（水）
［補助金申請ステム（Jグランツ）でのみ受け付け］
◆ホームページ：https://www.jizokuka-post-corona.jp/

マル経融資と新型コロナウイルス対策マル経融資のご案内
吹田商工会議所では、日本政策金融公庫のマル経融資を取り扱っています。その別枠で
上限1，000万円の新型コロナウイルス対策マル経融資の制度も準備されています。上限
1,000万円で、売上高が減少していることなどの一定の要件がありますが、金利が3年間
無利子となります。
一度、吹田商工会議所・経営指導員までご相談ください。
詳細につきましては吹田商工会議所HPからご確認ください。

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。

おかげさまで 4 0 周 年！

本
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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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「吹田産業フェアオンライン2021」
特設WEBサイト制作・運営事業者募集のご案内
吹田産業フェアのオンライン開催に先駆け、オンラインペー
ジの制作会社の募集を行います。オンライン開催では、特設
webサイトを設け、ページ制作・運営・動画のアップ作業、
イベント告知などを行っていただける事業所様を募集してい
ます。
◆対象企業：吹田市内に事業所を置く企業（個人事業主を含む）
◆依頼金額：600,000円（管理費込）
（税込）
◆募集期間：2021年7月26日～2021年8月19日
◆依頼期間：2021年8月25日～2022年3月31日
◆申込方法：吹田商工会議所HPもしくはQRコードからお申込下さい。

吹田障がい者就職応援フェアinすいた

参加企業募集のご案内

吹田商工会議所では障がい者の求人と吹田市内の障がい者の採用をマッチングするため、吹田市とハローワーク
淀川と連携し、面接会を開催します。
◆開催日時：2021年11月11日（木）
◆会

場：吹田市立勤労者会館

2階（吹田市昭和町12-1）

◆実施内容：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。
◆募集企業：吹田・豊中商工会議所会員企業および吹田・豊中市内の事業所 6社
◆募集締切：2021年8月31日（火）
17：00まで
◆申込方法：吹田商工会議所HPもしくはQRコードからお申込下さい。

夏季休業のお知らせ
吹田商工会議所では8月12日（木）～8月13日（金）の期間を夏季休業とさせていただきます。
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。
http://riverfall.net/

不動産賃貸管理
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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飲みやすい白い錠剤

誠意ある優良な施工

土木建築綜合請負

株式会社
■ 本社

〒 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
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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

山口 淳

定価 250円（本誌購読料は会費に含まれています。）

