すいた

2021/

9

商工会議所
ニュース

THE NEWS OF SUITA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
URL https://suitacci.com/
吹田商工会議所報

会議所でほっと笑顔に

吹田商工会議所

検索

令和3年9月10日発行（毎月 1 回10日発行）第41巻第6号 通巻第483号

お酒を「酔う」から
「愉しむ」
へ。
人生が変わった店主の体験を皆様に。
十徳日本酒販売所

小島

拓也 氏

吹田市千里山西で「十徳日本酒販売所」を営まれる小島拓也さん。大学生の頃、人に勧めて
一番自信の持てるものは何かと考えた結果、「将来は日本酒を売る仕事で独立しよう」と決め
られたそうです。
そのため、大学卒業後、大阪の浪速区にある日本酒
専門店に6年半勤務し、日本酒についての基礎的な知識
や販売の経験を積まれ、酒販店開業の夢の実現に一歩
ずつ歩まれました。その後、販売する以前の日本酒の
製造の部分を学びたいと考え、大阪の米作りから酒造
りまで行っている酒蔵にも勤務しました。
今回は、このコロナ禍の中で、酒販店を開業された
小島さんに事業の特徴や販売の工夫などについて、
お話を伺いました。
店主 小島 拓也 氏

― お店を始められた動機は…。
日本酒販売に特化した酒販店として営業しています。

インショップ、飲食店への販売の比率を見直しながら
営業を続けていこうと思います。

お酒と接する機会は世の中に溢れ、美味しい日本酒
は身近にあるのに、まだ出会えていない方がたくさん

― 事業をする上で心がけていることは何ですか。

います。そんな方が「日本酒ってこんなに美味しかった

酒販店といえば「小売業」に分類されますが、実際は

のか。」と気付けるようなお手伝いをしたいと思ったこ

「コンサルティング」だと考えています。お客様から

とが創業の動機です。
お酒の好きな方は、「あ、このお酒ずっとこれからも
飲んでいくことになるお酒だな」というお酒に出会うこ
とがあります。その一杯が、これからのお酒ライフを
変える人生の一本になります。「一杯」が美味しいより
も「一本」が旨い、そんなお酒が普段の生活の傍らに
あると、ご飯の食卓、晩酌のひと時、寝る前の一杯に
彩りが加わります。
私もそんな一本に出会いました。そんな人生に彩り
を加える運命の一本、人生の一本と出会っていただく
体験、その機会を創る場所として「十徳日本酒販売所」
を開業しました。

言われたものをただ売ってそこで終わるのでは無く、
専門職の立場から日本酒についてわからないことや、
気付きにくいことをお伝えし、もう一歩先のそのお店に
どうお酒を売っていただきたいか、お客様にどうお酒
を飲んでいただきたいかを考え、提案していくように
しています。
日本酒というものの幅の広さ、奥の深さ、背景に
あるものを伝えることで、今までとは違う「酔うための
日本酒」から「愉しむための日本酒」へ醸成していくこと
が当店の役割だと考えています。
そしてその先に「日本酒」というものが日本人のアイ
デンティティとして、日本人の中に根付き、友人など
にはもちろん、海外の方などにも日本のお酒といえば
日本酒ということをアピール出来るようになる世界を
創り上げていきたいという夢を持っています。

― 今後の活動について教えて下さい…。
北摂地域はベッドタウンとしてたくさんの方が住ん
でいますが、近くに美味しい日本酒が買える酒屋さん
があると知らずに過ごしている方も多い印象を受けま
す。
皆さんのお住いの近くに美味しい日本酒を触れ合え
る酒販店、飲食店はあるんだということを知っていた

― コロナ禍の中で開業されましたが…。
当店は、第一回緊急事態宣言の発出されたその日に
新規開業いたしました。取引を見込んでいた飲食店は

だくために情報発信を続けていきます。
そのために「北摂日本酒案内所」という北摂で日本酒
に真剣に向き合う酒販店でチームを結成し、万博公園
のロハスフェスタに出店したり色々なイベントに参加

軒並み休業し、売上の主軸と見込んでいた飲食店への

するなど、地域で日本酒をもっと身近に感じていただ

売上は皆無となりました。コロナ禍は、飲食店のみ

けるよう活動を始めています。

ならず酒造から酒販の業界まで大きな影響を受けてい
ます。

― 今後とも貴店の隆盛を期待しております。貴重な

そこで、当初そこまで力を入れない予定だった一般
の個人のお客様への販売に力を入れました。周辺への
ポスティングやSNSでの店の認知度の普及に努めて、
来店客を増やすことで当初見込みを大きく超える一般
顧客向けの売上を伸ばすことができました。
オンラインショップも開設しましたが、こちらの売
上はまだまだです。今後も飲食店への酒類販売禁止の
通達が出ることがあることを踏まえ、来店客、オンラ
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お話をありがとうございました。
十徳日本酒販売所
〒565-0851 大阪府吹田市千里山西4-39
千里山ロイヤルマンション二番街B1F
HP：https://www.juttoku-sake.com/
TEL：06‒6310‒2211
FAX：06‒6310‒2212
営業時間 18：00－21：00（月・水～土）

出店費用完全無料！コロナ禍でも企業成長を加速させる

吹田産業フェアオンライン2021

オンラインブース出展者募集

2021.11/1～1/31（3ヶ月間）
特設ホームページ内に出展者・来場者が大集結

吹田市内で活動される事業所の皆様と吹田市民の方々とオンラインを介してふれあう場として、吹田産業フェア
オンラインを開催致します。申込者には企業紹介や商品PR、採用情報を掲載のための文書と自社商品・製品・サー
ビス・写真等を提出頂き、産業フェアオンライン2021の特設ホームページ内の展示ブースに掲載いたします。ご
参加事業所様を対象に企業マッチング会や就職説明会の開催も予定しております。
企業紹介や自社商品・製品・サービスの紹介、地域採用のPRの場としてぜひご活用下さい。
◆開催日時：令和3年11月1日（月）
～令和4年1月31日（月）
◆開催場所：吹田産業フェアオンライン2021

特設ホームページ内

※出展は当実行委員会にて内容等を審査し、出展可否をご連絡致します。
◆募集内容：①吹田市内の企業紹介・商品PR
②地域採用強化のため採用・インターン情報等のPR
◆募集締切：令和3年10月22日（金）まで

※下記準備資料の提出後、随時アップ。

◆参加資格：吹田市内に事業所を有すること又は吹田商工会議所が認める事業者であること
資料を自社でご準備頂けること
※詳細の確認とお申込は同封されているチラシ、もしくはこちらのホームページからお願いします。

吹田産業フェアオンライン2021について
【イベント開催概要】
新型コロナウイルスによる経済低迷に打ち勝ち、吹田の経済を盛り上げたい！
そんな想いで、業界や業種も様々な吹田の企業が集まり、吹田産業フェアオンライン2021を開催します。
【開催概要】
名

称：吹田産業フェアオンライン2021

オープン：2021年11月1日（月）
10：00～2022年1月31日（月）まで
会

場：特設ホームページ内

開催内容：①企業紹介や商品PR、採用情報などを特設ホームページ内に掲載
②学生参加型イベント＜学生ビジネスプランコンテスト>
オンラインイベント＜吹田の企業知ってる？クイズ＞
③コロナ禍で新たな取り組みをされている企業の紹介動画公開
参加方法：来場者
出展者

参加申込不要（参加費無料）
上記QRコードの申込フォームより申込

視聴方法：パソコン・スマホなどからアクセス可能
主

催：吹田産業フェア推進協議会

共

催：吹田市・吹田商工会議所

企画運営：吹田産業フェア特別実行委員会
お 問 合：吹田産業フェア事務局

TEL：06-6330-8001
No.483
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吹田市×吹田商工会議所YouTubeチャンネル
『すいたch
（すいたっち）
』
掲載動画の募集を始めます!!
吹田市内事業者のPR動画や商品・技術の紹介動画をはじめ、様々な
吹田市の魅力の発信を行うYouTubeチャンネル、それが『すいたch』で
す。新たな企業PRに繋がる動画がありましたら、募集要項を確認の上、
お申込みしてください。
【動画募集要項】

動画を掲載するにあたり、すいたch委員会が掲載可否につき審査をします。
修正又は掲載をお断りする場合がありますので、ご了承ください。

（応募対象）
·原則、吹田市内に事業所を有する事業者又は吹田市内で活動する団体の動画であること。
·申請者自身の事業に関するプロモーションの内容であること。
·次の掲載できない動画に該当しないもの。
（掲載できない動画の種類）
·人物が映る場合に、撮影対象者に事前に承諾を取れていない等肖像権、プライバシー権、パブリシティ権等の侵
害を生じさせるおそれがあるもの。
·著作権のあるものを利用する場合に、著作権者に事前に必要な許諾を取れていないもの。その他知的財産権の侵
害を生じさせるおそれがあるもの。
·医療広告ガイドラインその他広告規制に関する法令等を遵守した内容でないもの。
·公衆に不快の念や危害を与えるおそれがあるもの。
·消費者金融、たばこ、ギャンブル、占い、興信所に関する内容であるもの。
·消費者関係法令に関するトラブルを助長する内容であるもの。
·他の商品等への批判やおとしいれる内容であるもの。
·宗教性のあるもの。
·政治性のあるもの（特定の公職者や政党を推薦・支持・反対することを目的とするもの）。社
会問題についての主義主張を目的とするもの。
·風俗営業等に関する内容であるもの。
·暴力団等に関する内容であるもの。
·上記に関するものの他、公序良俗に反する内容を含むもの等、すいたch委員会が不適当で
あると認めるもの。
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すいたchホームページ
動画応募はこちらから

動画制作が初めてでもたった2日で作れる
スマホ動画作成講座 参加費無料!!

DAY1・DAY2ともに、平日 or 休日の日程が選べます！

DAY 1

動画入門編：動画を知ろう！触れてみよう！
9月27日
（月）18：00－21：00
or
10月2日
（土）14：00－17：00
（どちらか選択できます）

何故、今動画なのか？動画をプロに頼む事と自分でつくる事の違
いやメリットは何か？をお伝えし、実際にスマホを使って、ワーク
ショップ形式で動画を作成する方法を学んで頂きます。質疑応答
時間もございます。
★講座の最後に、宿題発表があります。

DAY 2

動画実践編：つくった動画を活用しよう！
10月11日
（月）18：00－21：00
or
10月16日
（土）14：00－17：00
（どちらか選択できます）

皆さんにつくって頂いた動画を数点ピックアップし、アドバイス
をさせて頂きます。そして動画を発信する各種SNS媒体の特徴を
踏まえた動画作成方法や、動画の撮り方や編集のコツをお伝えし、

講師プロフィール

高山

智嘉

TOMOYOSHI TAKAYAMA
デジタルサイネージの販売立案、動画
コンテンツの作成及びコンサルタント
業務を行い、講演等も行っている。
竹寅産業有限会社 代表取締役
吹田商工会議所青年部 専務理事

今後皆さんがご自身で動画を活用した広報・PR活動ができるよう
になります。
詳細は同封しているチラシに記載しておりますので、持ち物や事前
準備物をご確認の上、お申込みお願いします。
お問合せ先：吹田商工会議所総務部

TEL：06-6330-8001

申込フォームはこちら

No.483
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吹田商工会議所

NEW MEMBERS
coni（コニー）

新入会員インタビュー
事業所名：coni
（コニー）
所 在 地：吹田市千里山東2－27－3
電話番号：06－6155－4373
代
表：宝田 英貴 氏
営業内容：美容室
ホームページ：http://coni.jp/
開
店：平成28年1月

今 後 の 展 望
机が欲しい時、購入または作る
という選択が出来ます。美容（髪）
に関してもご来店いただくだけで
なく、ご自宅で正しいヘアケアを
していただけるよう、SNS等で
配信やアドバイスが出来るように
したいと思っています。また、

創 業 の 経 緯

現在コロナ禍でストレスが溜まり

美容学校を20歳で卒業し、スタイリストとして働い

髪にも影響が出ている方もおられます。ヘッドスパ、

ていましたが、25歳の時に自分を見つめ直すため、

岩盤浴等で心を休め、リフレッシュしていただける

美容界の本場であるイギリスに渡りました。イギリス

場所を作りたいと思っています。

の修業で得られたことは種々ありますが、美容師は

「仕事をやらされているのではなく、やりたいから

『ハサミ1本で人を幸せにできる職業』と改めて確信し

動く」という気持ちをスタッフ全員で共有し、お店と

ました。イギリスで店を出す話も頂きましたが日本へ

スタッフの成長を継続したいと思います。

戻る決心も固く、帰国後、知人の店で店長をしながら

他店、他事業経営者の皆さまとの交流を深め、今を

『自分の城』を築く夢を膨らませ、『coni』のオープンに

乗り越え未来づくりをしたいです。

至りました。
お 店 の 特 徴
当店は3階建で1階1席、2階2席、3階1席の完全
個室になっています。感染予防管理にも注意を払い、
「美容に興味があっても上手く伝えられない」
「のんびり
した自分だけの時間にしたい」そんなお客様にもご利用
いただきたいと思っています。また、髪の悩みは一人
一人違います。親身に対応させていただくため、最初
から最後まで1人のスタッフが接客させていただく
マンツーマン施術方式です。皆さまが笑顔で帰って
もらえることが
『coni』の1番の幸せです。
〈新たにご入会いただいた事業所〉
部

会

事

業

所

（2021.7.1～7.31
名

所

在

地

事

業

部会別事業所名50音順）
内

容

商

業 （株）
クラック

吹田市南金田

AM機器販売、ゲームセンター運営

理

財

岡井啓祐

吹田市上山田

保険募集

旭建物
（株）

吹田市日の出町

賃貸マンション経営管理

イヴェル
（株）

吹田市広芝町

イベントに関わるIT支援、映像、音響、照明

吹田市山田東

整体業

吹田市千里山東

美容室

吹田市広芝町

広報関連の印刷冊子の企画・編集・制作・デザイン

吹田市津雲台

碁会所、カルチャー教室

運輸情報

専門サービス 吹田エール整体院
coni
サービス業 （株）
編集デザインエル
未楽
（特）
専門サービス 稲田光浩税理士事務所

大阪市東淀川区上新庄 売上アップコンサル、税理士

※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

最低賃金の議論には多面的な視点を

7月中旬に日本政府は過去最大幅となる最低賃金の
引き上げを決定した。最低賃金とは、2002年度から
企業が労働者に支払う罰則を伴う義務のある最低限の
時給と定められている。21年度の引き上げ額が28円
（3.1％の引き上げ幅）と決定され、最低賃金は全国平
均930円となった［注1］。この“目安”をベースに各都
道府県が実際の金額を決めて10月頃に適用されるのが
一般的な流れである。大和総研のエコノミストは日本
経済予測の直近のレポート［注2］で、上記の最低賃金
の目安（目標）設定の仕組みにおける以下の二つの問題
点を指摘し、最低賃金の改定の仕組みに多面的な視点
が必要であると結論づけている。
まず、最低賃金の改定額の目安が決められる過程で、
マクロ経済指標がどのように反映されているのか不明
瞭であることを課題として挙げている。これにより目
標達成のために最低賃金が過度に引き上げられるリス
クが高まり、景気や雇用などをかえって悪化させる恐
れがある。企業の事業活動や雇用への悪影響を抑えつ
つ、最低賃金を持続的に引き上げて経済の好循環を実
現するためには、経済実態に即した目標や、透明性と
合理性の高い引き上げ率を設定する必要があろう。諸
外国の最低賃金の引き上げ方式を確認すると、フラン
スや米国（コロンビア特別区）、カナダ（オンタリオ州）
などが採用している特定の経済指標に連動させて改定
する「指標連動型」と、日本や韓国、英国、ドイツ、
オーストラリアなどが導入している経済指標などを総
合的に勘案する「総合勘案型」という2種類に大別され
る。指標連動型は最低賃金の改定作業が簡素化され、
改定プロセスに透明性が担保される一方、総合勘案型
は幅広い経済指標を参照し、その時々の経済状況や社
会情勢に応じて引き上げ率を柔軟に決めることができ
る。どちらの仕組みも一長一短があるものの、日本で
は総合勘案型の中で、改定プロセスの透明性をより一
層高めていき、意図しない景況感と雇用情勢の悪化を
可能な限り回避することが課題であろう。
次に課題として指摘しているのは、日本の最低賃金
の目標設定が絶対額で示されていることである。確か
に、現在の時給という絶対額で示すことは、分かりや
すくて周知しやすい。しかし、都道府県が、この目安
を各地域の現状に合わせて判断基準とするため、全国
一律の絶対額表示が最低賃金の目安として必ずしも適
しているとはいえないであろう。加えて、現状では最
低賃金の目標水準が全労働者の中でどの程度の所得水
準を目指しているのか明らかにされていないことも課
題として挙げられよう。この点、参考になるのは英国
であり、同じ総合勘案型であるが目標は絶対額ではな
く、一国全体の賃金としてベンチマーク（標準的な水

準）を採用している。「賃金中央値の3分の2」は英国政
府が定義する“low pay”（低賃金労働者の賃金水準）と
同じであり、OECD（経済協力開発機構）の定義とも一
致する。このように相対的な水準が目標とされている
ため、景気が拡大し労働市場で賃金上昇率が高まる局
面では最低賃金の引き上げが促進される一方、景気が
悪化し企業の人件費負担が重い局面では大幅な引き上
げが行われにくい。このように目標額そのものが経済
状況に応じて変動し、毎年の最低賃金の引き上げ率を
調整するように最低賃金決定の仕組み自体に景気変動
への調整が組み込まれていることで、政府などの判断
の恣意（しい）性を排除するという点において、日本の
仕組みよりも優れているといえよう。ちなみに英国で
は低賃金労働者の基準が最低賃金の目標に反映されて
いる。英国の最低賃金（21年4月で8.91ポンド）は23
歳以上を対象としたものであり、若年層や養成訓練生
（Apprentice）にはかなり低い最低賃金が設定されてい
る（例えば18～20歳は同6.56ポンド、養成訓練生は
4.30ポンド）。
ただし、このような指摘は日本が最低賃金の目標を
引き下げる必要があることを必ずしも意味しないこと
に留意が必要である。低スキル労働者が一般的な就業
時間で得るべき所得水準は、その国の文化や価値観な
どに照らして定められることが望ましいためである。
日本社会が目指すべき最低賃金の水準とはどのような
ものか、マクロの賃金中央値の公表や指標連動型の仕
組みの部分的導入などを含め、ポストコロナでは多面
的に検討を進める必要があろう。
［注1］7月14日の中央最低賃金審議会（厚生労働相の諮問機関）の小
委員会において決定。
［注2］大和総研（熊谷専務取締役兼副理事長ほか）
「第209回日本経済
予測（改訂版）」2021年6月8日の「5．論点③：21年度の最低賃金
と目安の在り方」
神田慶司・田村統久・瀬戸佑基、pp.40-53。
https://www.dir.co.jp/report/research/economics/
outlook/20210608_022331.html
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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令和3年度8月提言例会が開催されました！
令和3年8月18日（水）14時より8月提言例会が開催されました。新型コロナウィルス感染状況による緊急事態宣
言発令下の為、オンラインでの開催となりました。
8月提言例会では、第一部として「地域ブランディングのためのプロセスや主な施策」をテーマに近畿経済産業局
通商部地域ブランド支援展開室ご担当者様に
ご講演いただきました。続いて、第二部では
『誇れるまち「吹田（ブランド）」実現』にむけ
て、地域ブランディングについて講師とメン
バーによる意見交換を行い、地域ブランディ
ングの考え方と吹田の特徴・魅力を再認識す
ることが出来ました。今後も吹田YEGでは、
誇れるまち
「吹田
（ブランド）」の実現を目指し
て提言委員会を中心に提言活動を継続して参
ります。

Withコロナ後の若手・中堅人材採用セミナー開始のご案内
中小企業の若手人材を含めた採用難に見舞われている。特に、新卒を中心とした若年層の大手志向の傾向に変化
はなく、様々な業種で採用難が続いている状況である。
本セミナーでは、採用強化のため、第1部として現在の採用状況やコロナ後の採用の変化についての講演を行い、
第2部では吹田市内の企業2社にご登壇いただき、実際の採用好事例などをお聞きします。
◆日

時：2021年10月18日（月）
14：00～15：30

◆会

場：吹田商工会議所 3階 大会議室

◆内

容：第1部（講演） ～Withコロナにおける若手人材の採用の市況感と採用手法の変化～
登壇者 （株）マイナビ

就職情報事業本部

福田

菜月 氏

第2部（パネルディスカッション）
～人材採用に係る課題や変化、取組事例など吹田市内企業2社にお聞きします～
・登壇者 （株）ジャパックス【建設コンサルタント事業】 代表取締役専務
・登壇者 （株）C.N.G～canage~【美容室】 代表取締役

横山

高垣

大樹 氏

◆対 象 者：経営者、採用担当者、採用にお悩みの方※吹田商工会議所の会員でない方でも
ご参加いただけます。
◆受 講 料：無料
◆申込方法：当初HPの新着情報「Withコロナ後の若手・中堅人材採用セミナー」より申込み
ください。
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陽一 氏

職場のかんたん

上手な伝え方のコツ

メンタル ヘ ルス

会話の中で、「それは違うのでは？」と思うことが
あっても、相手に遠慮して自分の意見を言えなかった、
関係性が悪くなるのではと我慢した、ということがあ
ると思います。相手との関係性を保つために配慮した
はずの対応が、人間関係を悪化させることがあります。
それは、本当の意味で分かり合えていないからです。
伝えないということは、相手がこちらの意向を知る由
もないということです。よって、何か変えてほしいこ
とがある状況にあっても、変わることはありません。
また、言いたいことを飲み込むと、それだけでストレ
スもたまります。状況も変わらず、相手も察してくれ
ず、自分は我慢を強いられる。さらにモヤモヤが増し
ていきます。そんな状況を打破するための伝え方につ
いて、伝えたいと思います。
「事実」を「シンプル」に「穏やか」に伝えるという原則
があります。この三つの基本を押さえることが最善の
方法です。
まず、伝えたい「事実」を明確に話すこと。特にマイ
ナスの情報の場合は、自分の感情や周囲の意見などを
交えて話してしまうと、相手も感情的に受け止めてし
まい、素直に聞き入れにくくなります。感情論から入
ると「言い訳やわがまま」に聞こえます。事実関係から
入ると「説明」として認識されやすいので、まずは、事
実を伝えましょう。気持ちを伝えたいときはその後で。
次に、シンプルに簡潔に話すことです。回りくどい言
い方や余計な情報を入れずに伝えることで、伝えたい
内容がクリアになります。率直に伝えることが失礼だ
と思ったり、相手を傷つけてしまうのではないかと考

広告掲載募集中 !

5,500円（税込）で
2,000か所以上の事業所に届きます!
月々

詳細は会報担当まで

suitacci@suita.cci.or.jp

TEL：06-6330-8001
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

えて遠慮したりすると、遠回しなやんわりとした言い
方に陥りがちですので注意しましょう。最後に、穏や
かに伝えることです。責めるような表情や口調では、
言われている方も感情的になり、言いたいことが伝わ
らないどころか、反発心から対立してしまうこともあ
ります。
伝えるのが苦手な人は、まずは、自分が何にモヤモ
ヤしているのかを明確にしましょう。それが明らかに
なると、相手に「伝えるべき事実」がはっきりしてくる
と思います。そして、違和感が小さなうちに伝えるよ
うにしたいですね。気持ちの余裕があるうちに伝える
ことも重要です。
また、これらを実行するためには、普段から自分の
思いや考えを簡潔に言葉で伝えることを心掛けましょ
う。言葉にする機会をたくさん持つことで、伝える力
が自然と上達します。
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。

全国商工会議所

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL 06-6381-6623
FAX 06-6382-7466
https://www.sakae-denki.co.jp

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

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

人々に、あかるい暮らしを

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.483
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第30回 会員親睦ゴルフ大会のお知らせ
今年は「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茨木カンツリー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、ご参加下さいますようお願いいたします。
日

程：令和3年11月17日
（水）

会

場：茨木カンツリー倶楽部

定

員：80名
（20組）

大阪府茨木市中穂積25

参 加 料：プレーフィー28，420円（キャディー代含む、昼食
代別）
。各自で清算をお願いします。
問合せ先：吹田商工会議所

総務部

TEL 06-6330-8001

※詳しくは、同封のチラシをご覧下さい

ECセミナーのご案内
膨大なる競合が存在するEC市場。顧客に自社の価値を伝え、継続的な商品売買に至るには、ターゲット視点での顧客体験
デザインが必要です。提供価値をブランディングから考え、企業活動の中でECをどのように運用してくと良いかをお伝えします。
◆内

容：小売業・サービス業・製造業事業者を主な対象とし、ECサイト運営におけるデジタルマーケティングやブラン
ディング全般についてのプレセミナーを実施します。

◆対 象 者：ECサイト運営におけるデジタルマーケティングやブランディング全般について興味のある方
ECサイトを構築されたが思うように売り上げが伸び悩んでおられる方
どんなターゲットにどうアプローチしていいか分からないという方
◆開 催 日：10月11日
（月） 14時～16時
◆場

所：オンラインセミナーを予定
（通信機器や通信環境が確保できる方のみがご参加頂けます。）
※新型コロナウイルス感染状況改善時、対面開催に変更する場合があります。

◆受 講 料：無料
◆定

員：オンラインのケースでは人数制限はございません。
※ただし、対面のケースの場合は30名とさせていただきます。

◆お 申 込：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：TEL：06-6330-8001
◆住

吹田商工会議所

正野（ショウノ）まで。

所：吹田市泉町2丁目17-4

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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ふるさと納税返礼品の募集
吹田市に寄附をする市外在住の方に送付するお礼の品（返礼品）を提供する市内の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。
◆返礼品の要件：市内で生産、製造、加工、サービス提供（体験含む）されているもの等
（詳しくは市ホームページの募集要項をご確認ください。）
◆募 集 期 間：随時募集
◆申込み・問合せ先：吹田市 都市魅力部 地域経済振興室 ふるさと納税担当
（吹田市役所 低層棟3階 316番窓口）

ふるさと納税
ポータルサイト
「さとふる」

TEL：06-6170-2326
（直通） FAX：06-6384-1292
メールアドレス：furusato-tax@city.suita.osaka.jp

吹田市まちなかキッチンカー
（社会実験）
を実施しています
（11月末まで）
吹田市はキッチンカーコーディネート事業者2社と共同でキッチンカー出店の社会実験を行っています。公園や
広場にキッチンカーを出店し、飲食関連の事業者に事業活動の場を提供するものです、出店情報は市ホームページ
か専用アプリで確認できます。この機会にぜひご利用ください。
◆実施場所・日時：
千里北公園

：毎週日曜日

健都レールサイド公園：毎週水・土曜日
いずみの園公園

：毎週木・土曜日

新佐竹台住宅

：毎週火・土曜日

江坂公園

：毎週水・日曜日

※各会場、営業時間は11時から19時です。
※売り切れ次第、終了となります。
※天候などによっては中止となる場合がございます。
◆問

合

せ：吹田市 都市魅力部 地域経済振興室（吹田市役所 低層棟3階 316番窓口）
TEL：06-6170-7217

FAX：06-6384-1292
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

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

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

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

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
〒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
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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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