
すいた商工会議所
ニュース

THE NEWS OF SUITA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
URL https://suitacci.com/ 会議所でほっと笑顔に 吹田商工会議所 検索

吹田商工会議所報 令和3年11月10日発行（毎月1回10日発行）第41巻第8号 通巻第485号

2021/11

“見えないところへの心配り”

八田畳産業 　　八田　光正 氏
　吹田市片山町4丁目で畳店を営む八田畳産業様
は、明治3年に大阪の堂山町で開業され、今年で
151年を迎えられました。四代目店主である
八田光正氏は『吹田市産業功労者』や『大阪府なに
わの名工』表彰を受賞されておられます。お店の
歩み等について八田氏にお話を伺いました。 八田　光正 氏
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―創業からの経緯を教えてください
初代が明治3年に大阪市北区堂山町で開業したのが

始まりです。二代目が吹田店を開業し2店舗で営業し
ておりましたが、後に吹田店に統合しました。戦後、
三代目が現在の片山町4丁目に移転。平成13年に私が
店を引継ぎ、昨年創業150年を迎えることができまし
た。これもひとえに皆様のお陰と感謝申し上げます。

―事業継承のお話を教えてください
私は幼い頃から父である三代目の背中を見て育ち、

大学生の頃からは本格的に手伝いをしていました。四
代目として引き継いだ時、技術面はある程度経験を積
んでおりましたので不安は感じませんでした。しかし、
お客様との会話など営業面の経験がなく苦労しました。
何をどうしていいのかわからず、お客様に教えて頂き
助けてもらいました。お客様に育てて頂いたといって
も過言ではないと思っています。常にその当時を振り
返り、お客様に感謝をしながら店を続けております。

―お店の特徴についてお伺いします
弊店は、一般のご家庭の畳替えがほとんどです。そ

のため直接お客様のお話を伺い、個々のご家庭でのお
部屋の使い方やどんなお部屋にしたいかなど細かく打
合せをし、使う素材や現在の建物環境を考えてご提案
させて頂いております。
畳といっても一種類ではなく、ランクや品質に応じ

て沢山の種類があります。畳の材質にも色々な種類が
あり、天然のイグサで織られたもの以外にも、和紙素
材や耐水性のある素材もあります。畳の感触はそのま
まで洋風にアレンジすることもできるようになりまし
た。お客さまと一緒に創造しコーディネートしていま
す。
お座敷などに使われる格式ある畳からカジュアルな

ものまで幅広く取り扱っております。

―こだわっておられる事は何でしょうか
お客様との御縁を大切にその時にできる事を精一杯

したいと思い、お客様には見えない所に気を配ってい
ることです。例えば、畳の湿気具合の計測、畳を引き
上げた際に太陽に当てて湿気を飛ばしてリフレッシュ
させたり、畳をほどいた時に畳にあるホコリの除去（ダ
ニ予防）や隙間の調整、芯材の修正などです。そして、
なるべく長持ちして快適にお使い頂けるように、お掃
除の仕方やお手入れ方法などもお伝えしながら、原点
のサービスを大切にしている“レトロな畳屋”です。

―今後の展開は…
今まで150年続けてこられた恩返しである意味を込

めて、多くの方に畳の良さを感じて頂けるよう丁寧な
仕事でお返ししたいと思っています。今はコロナ禍の
影響で実施できていませんが、「ものづくりマイス
ター」として色々なイベントを通して畳のお話をさせて
頂いたり、縁バッグ講習会等も再開できる事を心待ち
にしています。さらにこれからも、心地よい畳の提案
はもちろん、「畳が好き」といって頂ける製品を提供し
ていきたいと考えています。

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

八田畳産業八田畳産業

吹田市片山町4丁目39－17

電　話：06－6388－2361

Ｈ　Ｐ： http://hatta-tatami.com

メール： e-tatami@hera.eonet.ne.jp
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コロナワクチン職域接種を実施しました
　吹田商工会議所では、9月6日（月）から10月10日（日）の延べ14日間にわたり、コロナワクチン職域接種（モデル
ナ製）を実施しました。当初は7月下旬から大規模に実施できないかと会員事業所様に接種希望者数の調査票をお送
りして準備を進めておりましたが、その締切前に、当時の河野ワクチン担当大臣が
「ワクチン不足で2日後に申請を締め切る」との記者会見を行いました。そのため、
会場と医療機関が手配できた2,000名分だけ、急遽締切日に厚生労働省へ申請を
行いました。
　費用面のこともあり、会場は榎本薬品様と日本触媒様に無償提供いただきまし
た。また、受付業務では、両社以外にも接種者を送り込む会員事業所様にボラン
ティアで人員を出していただき、実施することができました。
　ワクチン供給の連絡が入ったのは8月中旬となりましたので、予定より大幅な遅
れとなり、接種も進んでいたことから20代、30代の従業員の方を中心に、延べ
3,737回の接種を行いました。
　実施の規模と準備時間の関係から、調査に回答いただいた会員事業所様にメール
にてご案内する方法しかなく、広く告知できずに申し訳ありませんでした。

パソコン出張サポートを始めます
　パソコンを買い替えたけど色々な設定がうまくできない等、パソコン関係でお困りの際に、吹田商工会議所の提携
事業所が出張サポートをいたします。
　ご依頼からの流れや料金体系は下記の通りです。詳細は同封チラシをご覧ください。

サポートについて
◆内　　　容……同封チラシのサポートメニュー表をご参考ください。
◆基 本 料 金……訪問1回（1時間6，600円　※税込・出張費含む）
◆1時間を超える場合は30分ごとにプラス3，300円
◆吹田市外の場合は相談となります（別途出張費がかかる場合があります）
◆提携事業所……吹田商工会議所会員事業所（8社予定）

パソコンサポートへの依頼の流れ

①修理・設定依頼 ②依頼内容の伝達

④承諾書提出・支払い

③依頼内容の確認・承諾書

⑤結果報告

事業所 吹田商工会議所 サポート提携事業所 事業所

サポート提携事業所 吹田商工会議所



5No.485

大阪勧業展2021開催　12/8（水）12/9（木）
　大阪府内の優秀な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）を開催します。参加者のビジネスチャンスの拡大、企業間に
おける幅広い交流を深めることができますので、是非ご参加ください。
参加にあたって、事前登録が必要になりますのでお忘れのないようお願いします。
1. 日　　時：令和3年12月8日（水）10：00～17：00
    　　　　　　　  　12月9日（木）  9：30～16：00
2. 場　　所：ATCホール（大阪市住之江区南港北2-1-10）
3. 入 場 料：無料
4. 出展者数：330ブース（先着順）　※2020年度、実出展308企業・団体、321ブース。
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、

紙・印刷、情報・通信、サービス、各種団体等
    　　　　　※2021年度は「食品」は対象外とします。
6. 来場の事前登録：右のQRコード、もしくは大阪勧業展2021のHPから事前登録をお願いします。
7. 主　　催：大阪商工会議所、堺商工会議所、大阪府商工会連合会
8. 共　　催：大阪府内の商工会議所・商工会

もうビビらない！中小企業のための動画入門
　流行ってるからって、とりあえず動画を作ることが目的になっていません
か？動画はあくまでもコミュニケーション手法の一つ。皆さんの会社が伝え
たい人に伝えたいことをきちんと届けることが目的です。ちゃんと理解して
作らないと、せっかくお金と時間を使って動画を作っているのに、自社のブ
ランドや商品価値を下げてしまうことになりかねません。本セミナーでは、
中小企業のより効果的な動画制作、動画プロモーションを行うための第一歩
についてお話させていただきます。
開催日時：2021.11.16（火）13：00～15：00（受付12：30より開始）
場　　所：吹田商工会議所　3階　大会議室
料　　金：無料
お 申 込： QRコードを読み込んで申込フォームから

お願いします

講師プロフィール
佐賀　健太郎　kentaurs
広告制作会社、デザイン会社を経て、2014年
媒体にとらわれないアイデアで、課題発見から
解決へと導くことを目的とするkentaursを開
業。企業のブランディングを軸に、課題や目的
の抽出からコンセプトメイキング、ロゴ、
webサイト、動画、各種紙媒体など企画から
制作までチームで行っている。



吹田商工会議所　吹田商工会議所　NEW MEMBERSNEW MEMBERS

6 No.485

事 業 の 経 緯

　孫の誕生を機に1999年に30年余り勤務した商社を
早期退職し、ヨーロッパからの子供用品、特に木製玩
具を中心のおもちゃ屋を開店しました。木製玩具の生
産は主にドイツが多く、子供の成長に合わせた遊び・
使用法・製作法を通じて安心と安全をお届けして参り
ました。また、クリスマス時期には日本の輸入代理店
から仕入れていたくるみ割り人形（画像）などの室内装
飾の為の木製工芸品も取り扱っておりました。その生
産地であるドイツ・ザイフェンの街を訪れた時に目の
当たりにした一点ずつマイスターの手による手作りの
アイテム達。
　4年前に取扱品数や店舗面積の規模を縮小し、今の
店で新たな出発をし、このザイフェンからの木製工芸

品専門の店舗を続けております。

事 業 の 特 徴

　多くのファンがおられるドイツの木製工芸品。反面、
それらを扱う店舗は多くありません。それは人口
2,000人余りの街に100を超える家族経営の工房があ
るため、なかなか取引が難しいからでしょうか。私ど
もは幸い、多くの工房から直輸入をさせていただいて
おります。くるみ割り人形をはじめとして、100年を
超える歴史と伝統を引き継いで作り続けられているこ
れらの木製工芸品はお求めいただいたご家族にも世代
を超えてご利用いただけるものと思います。破損など
のパーツの取り寄せも可能です。また、電流の異なる
ドイツからの通電商品、例えばランタンやキャンドル
アーチなども日本仕様に変換をしていただいてます。
そしてお好きなお品がありましたら、直接その工房と
連絡を取ってできる限り取り寄せに努めております。

事業のこだわり

　長年培われた技術の下に作られた木製工芸品の良さ
を皆様にお伝えしたい……。なかでも世界中に有名な
ドイツのクリスマスマーケットを吹田の小さなスペー
スで再現したい……。
　ドイツの木製クリスマスアイテムはほぼ、この街で
作られています。毎年10月末から12月20日頃まで
CoCoRo Christmas Marketを開催いたしておりま
す。子供だけでなく、大人までワクワクする商品をご
用意し、ツリーのオーナメントや手彫りのサンタなど
クリスマス雑貨を沢山取り揃えています。ドイツ・北
欧の木の温もりを感じる工芸品を見に来ていただける
と幸いです。

新入会員インタビュー アトリエCoCoRo

代 表 者：太田　勝
創　　業：平成11年12月
住　　所：〒565-0821 吹田市山田東1丁目14-20
Ｈ　　Ｐ：https://www.a-cocoro.com/
営業内容：木製工芸品の販売

〈新たにご入会いただいた事業所〉  （2021.9.1～9.30　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 （株）グランプリエ 吹田市青山台 美容関連商材卸
工　　　業 （株）グリーンハート・インターナショナル 吹田市垂水町 健康食品卸・販売、汚水処理装置製造・販売
建　　　設 （株）大昌建設 吹田市内本町 造園、土木、外構工事

専門サービス
（株）Up Field吹田営業所 吹田市山田南 障害福祉等開業支援及び小規模工事
（有）明灯 吹田市五月が丘北 訪問介護事業

サービス業
イノセントプロテイン プロテインに罪はない 吹田市豊津町 ジュースBar、トレーニングジム
（株）レヴソル 吹田市南清和園町 ペット用酸素室のレンタル

※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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吹田税務署からのお知らせ

年末調整手続の電子化について！
　電子化することで、年末調整事務が簡便化されます！

　詳細は、国税庁ホームページ「年末調整手続の電子化に向けた取組について」をご覧ください。

令和3年10月1日から消費税のインボイス制度の登録申請受付開始！
　令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式（インボイス制度）」が導入されます。適格請求書発行事業者（登
録事業者）のみが、適格請求書（インボイス）を交付することができます。
　詳細は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
<アドレス> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

キャッシュレス納付をご利用ください！
　国税の納付は、ダイレクト納付や振替納税、クレジットカード納付、インターネットバンキングのキャッ
シュレス納付が便利です。
　詳細は、国税庁ホームページ「国税の納付手続」をご覧ください。

<アドレス> https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/01.htm

税に関するご相談は、電話相談センターをご利用ください！
　国税に関する一般的なご相談は、「電話相談センター」をご利用ください。

【音声案内による接続の流れ】
①所轄の税務署に電話をかける　吹田税務署：06-6330-3911
②音声案内に従い、「1」を選択する
③音声案内に従い、相談する内容の番号を選択する
　8：30～17：00（土日祝除く）

【電子化のメリット】
（勤務先）
・控除額の検算不要
・書類の保管コスト削減等
（従業員）
・控除額等の記入・手計算不要
・証明書等紛失の際も再交付依頼不要

<QRコード>

マイナポータルと連携しています！

インボイス制度に関する一般的なご相談は軽減・インボイスコール
センターで受け付けております。
【専用ダイヤル】0120-205-553（無料）
【受 付 時 間】9：00～17：00（土日祝除く）

<QRコード>

ご自宅・オフィスから、スマホや
インターネットで納付できるよ！

<QRコード>



青年部コーナー

8 No.485

吹田商工会議所青年部（吹田YEG）は
新入会員を募集しています！

　吹田商工会議所青年部は、吹田商工会議所の全面的なバックアップ
の下、同会議所の将来を担うべき青年経済人の集いとして設立されま
した。
　同青年部の活動内容は多岐にわたり、吹田商工会議所の活動及び地域
経済の活性化、地域貢献を目的として、1～2ヶ月毎に開催する例会を
はじめ、講演会や各種研修会、交流会の開催、「吹田産業フェア」といっ
た地域イベントへの参画等、活発に活動しております。入会をご希望
の方は、吹田商工会議所青年部事務局まで御連絡下さい。

◇コロナ禍が続く今コロナ後も見据え知財を考える機会です。
　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
　併せて、弁理士会のコロナ感染症出願支援制度や他の知財関連助成制度の利用検討も可能です。
◇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。（単なる知財相談ではなく）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（リモートも可）。中長期的視点を重視した包括的・戦略的な
相談を、要望に応じた短期ソリューションも含めて行い、中小・ベンチャー・スタートアップ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＞
　　　　  上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。

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

「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－

お申込み（申請）から
キャラバン訪問までの流れ

STEP 1 申請書を提出
（書面）

STEP 2 審査

STEP 3 支援決定

STEP 4 支援弁理士が訪問

弁理士知財キャラバン関西（ご要望に応え継続 令和 3 年度～）

コロナ禍が続く 今 コロナ後も見据え 知財を考える機会です
　以下のようなご要望はありませんか？

商工会議所とは全国に 515 カ所の会議所を有する企業と地域の発展を目的とした経済団体であり、
商工会議所 青年部（YEG）とは、次代の地域経済を担う青年経済人の相互研鑽の場として、また自企業の
発展と豊かな地域経済社会を築くことを目的に、全国 470 カ所の商工会議所に設置されております。
そして私達、吹田商工会議所 青年部（吹田YEG）は吹田商工会議所の全面的なバックアップの下、同会議
所の将来を担うべき青年経済人の集いとして設立されました。 ※拠点数は令和 3 年 7 月現在

吹田商工会議所 青年部（吹田YEG）とは？ 吹田YEG公式 HP

吹田YEG の会員になる一番のメリットは、様々な職種
の同世代の仲間ができること・イベントや行事に参加す
ることで生まれる会員同士の絆は、一番の財産です。

異業種の友人・知人が増える

仲間と繋がる
吹田YEG吹田YEG吹田YEG吹田YEG吹田YEG吹田YEG の会員になる一番のメリットは、様々な職種の会員になる一番のメリットは、様々な職種
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※ゴルフ部やフットサル部などの各種同好会あり！

会員間の交流を通じて互いの技術や情報を交換し合うこ
とにより、様々な角度から自社の魅力を発信できます。
その結果、ビジネスチャンスの拡大に繋がります。

会員間の交流を通じて互いの技術や情報を交換し合うこ会員間の交流を通じて互いの技術や情報を交換し合うこ会員間の交流を通じて互いの技術や情報を交換し合うこ会員間の交流を通じて互いの技術や情報を交換し合うこ会員間の交流を通じて互いの技術や情報を交換し合うこ会員間の交流を通じて互いの技術や情報を交換し合うこ

2 会社の知名度が高まる

ビジネスで繋がる

ビジネスのヒントになる講演会やセミナーの開催を通じ
て、ひとりのビジネスパーソンとしてのスキルアップに
努めています。

講演会やセミナーなどで成長できる

成長に繋がる
ビジネスのヒントになる講演会やセミナーの開催を通じビジネスのヒントになる講演会やセミナーの開催を通じビジネスのヒントになる講演会やセミナーの開催を通じビジネスのヒントになる講演会やセミナーの開催を通じビジネスのヒントになる講演会やセミナーの開催を通じビジネスのヒントになる講演会やセミナーの開催を通じ

4
吹田YEGだけでなく、行政や他団体とも連携して、地
域の皆様が笑顔になれる様々なイベントを企画運営して
います。

吹田YEGだけでなく、行政や他団体とも連携して、地
域の皆様が笑顔になれる様々なイベントを企画運営して
います。

大好きな吹田のまちを盛り上げる

地域と繋がる

※吹田が、ガンバで、一つになる！ガンバ大阪と共に地域経済の活性化

吹田YEGだけでなく、行政や他団体とも連携して、地吹田YEG吹田YEG吹田YEGだけでなく、行政や他団体とも連携して、地だけでなく、行政や他団体とも連携して、地だけでなく、行政や他団体とも連携して、地

3

新入会員を募集しています !

商工会議所とは全国に 515 カ所の会議所を有する企業と地域の発展を目的とした経済団体であり、

吹田商工会議所 青年部（吹田YEG）とは？ 吹田YEG公式 HP

青年部で、
吹田商工会議所

4つが繋がる。

たくさんのメンバーから気にか
けていただき、お仕事の相談のお声かけをいただき
ます。会員としては先輩に丁寧に吹田YEGの事業を
教えていただいており、学びながらたくさんのこと
に関わらせていただきたいと思います。これからも、
仕事やプライベートでも地域発展に向けて邁進させ
ていただきます。

仕事も学びも、どちらも両立で
きる場所。

flowerpost 株式会社 ( システム開発 )
代表取締役

阪林 和貴 KAZUKI SAKABAYASHI

入会年数 2年
行政書士大谷賢ニ事務所
行政書士

且過 ちあき CHIAKI TANGA

年齢も職種も異なる経営者の方
たちと出会い、お話を聞けるので、今までの自分の
価値観にはなかった気付きがたくさんあり、日々勉
強させていただいています。吹田ＹＥＧで出会った
仲間と事業を真剣に構築していくことも、友人とし
て共に過ごす時間も、どちらもわたしの宝物になり
ました。

吹田YEG は、どんな会員も温
かく迎え入れてくれる風土。

入会年数 4年
VOICE 01 VOICE 02

お申込み
お問合せ

〒564-0041 吹田市泉町 2-17-4吹田商工会議所青年部 事務局
TEL：06-6330-8001　FAX：06-6330-3350　WEB：http://suita-yeg.com/

SUITA YEG DATA 吹田商工会議所 青年部の会員データ

MEMBERS VOICE 吹田商工会議所 青年部の会員の声

新
事
業
に
つ
い
て

すいた ch( すいたっち ) とは
吹田市 × 吹田商工会議所による YouTube チャ
ンネル、それが『すいた ch( すいたっち )』です。

『すいた ch』では、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
魅力の発信を行っています。

チ
ャ
ン
ネ
ル
登
録

ご
入
会
に
つ
い
て

当商工会議所の会員及び会員事業
所の役員、又は事業従事者で、年
齢が 20歳以上 49 歳以下のものと
する。(※オブザーブ参加も可能です )

●入会資格

●青年部年会費

36,000円 ( 入会金なし )

※別途商工会議所への年会費が必要です

名154 会員数は 5 年で 1.5 倍に！
会
員
数

男
女
比
率

年
齢
比
率

よ
く
あ
る
質
問

令和 3年 3月 31 日時点

Q 青年部って
若い男性だけが入会できるんですか？

A 20 歳以上 49 歳までなら誰でも入会できます。もちろん女性の
方も大歓迎！一度きりの異業種交流会とは異なり、様々な活動
を共にすることで、しっかりとした人脈を育むことができます。

Q 経営者しか入会できませんか？

A 経営者、後継者はもちろん企業の社員の方も入会できます。

Q 吹田市外の会社でも、入会できますか？

A 吹田市内だけではなく、他の地域で事業を行っている方も入会
できます。

8.5%女性

91.5%男性 81.7%40 代

1.3%20 代

17%30 代

業
種
比
率

建設 20.1% コンサル 3.9% 小売 6.5% 7.8%飲食

16.9%士業6.5%不動産

IT・デザイン 6.5%

16.2%サービス 7.8%保険・金融 7.8%その他

女性や20代・30代の若手メンバーが活躍！



□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✓

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

〒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 

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

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

9No.485

聞き疲れを起こさないためのコツ

　相談業務をしている私は、よく「悩みごとを聞いて、
辛くなりませんか？」という質問を受けます。その答え
は「NO」です。もちろん、集中して相手の話を聴く
ので、身体的にはとても疲れます。しかし、心の内を
うかがうことによって気をもらったり、生きる本質を
真剣に見つめ直すことができたりといったプラス面の
方が圧倒的に多いので、“辛くなる”ということはあり
ません。
　私に「辛くなりませんか？」と尋ねた人は、きっと相
談を受けて身体的だけではなく、心も疲れてしまうこ
とがあるのでしょう。相手のために、問題解決に向か
うアドバイスを一生懸命に考えるからかもしれません。
誠実であればあるほど、苦しくなったり、辛くなった
りするのも当然です。
　人から相談を受けて苦しくなるのは、悩みや苦しさ
をあたかも「自分のこと」として捉えてしまうからです。
これを「同感」といいます。「わかる、わかる。私もそう
思う」という感覚です。例えば、仕事で失敗して落ち込
んでいるという話を聞き、自分が仕事で失敗して落ち
込んだときの感情を重ね合わせて反応します。相手の
エピソードを通して、過去の自分の感情をよみがえら
せ、一緒になって感情の波にのまれることになります。
しかし、実際には同じ気持ちであるはずはなく、建設
的な関わり方ではありません。さらに、自分の経験や
知識の下に相談してきた相手にアドバイスをしたくな
るのです。「成長してほしいと願えばこそ」「相談され
る頼れる上司でありたいからこそ」気持ちも入ってしま
い自分目線になりがちです。例えるなら、川で溺れて
いる人を助けようと川に飛び込んで一緒に溺れてしま

う……というような状況です。お互い疲れ果ててしま
います。
　では、どうしたらよいのかというと、「同感」せずに
「共感」すればいいのです。同感が「私もそう思う」と聞
き手主体になってしまうのに対し、共感は「あなたはそ
う思うんだね」「そうしたことがあったんだね」と相手
主体になります。共感の場合は、聞き手の気持ちは基
本無視です。人間なので、全く感情が動かないという
ことはありませんが、それでも、自分だったら……と
か、こうすればいいのに……という気持ちは封じ、相
手が何を訴えているかに気持ちを集中させます。一見
冷たい対応に思えるかもしれませんが、これこそが、
相手を尊重する関わり方なのです。
　しっかりと純粋に相手の思いを受け止めるための
集中力は必要ですが、自分の気持ちと切り離している
ので、引きずられて心が疲れることはありません。

職場のかんたん
メンタルヘルス

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。
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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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◆開催日時：令和3年11月20日（土）10：00～12：00
◆場　　所：吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）吹田市昭和町12番1号　大研修室1
◆定　　員：50名　　　　◆参 加 費：無料
◆講　　師：大阪働き方改革推進支援・賃金相談センター 特定社会保険労務士　奥井　康代 氏
　　　　　　株式会社ウィット 代表取締役　川端　康寛 氏
　　　　　　積水ハウス株式会社 ESG経営推進本部ダイバーシティ推進部 部長　森本　泰弘 氏
◆内　　容：「男性育休の取得促進」　～パパも休んで大丈夫！企業はどう変わるべき?!～
　　　　　　 『男性育休の取得促進』セミナーを開催します！2021年6月に改正された育児・介護休業法によって、

企業はどのような対応をしなければならないのでしょうか。そして、実際にどのようにしたら導入できる
のでしょうか。育児休業給付金やパパママ育休プラスなど、男性育休に関する制度を説明します。また、
実際に男性の育休を導入している中小企業や先進的な大企業での具体的な取り組み事例も紹介します。

◆主　　催：吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・島本町
◆申 込 み： 電話・FAX・メール・Web申込フォームから申込み（吹田市ホームページからアクセス可）
◆問 合 せ：吹田市役所地域経済振興室　TEL：06-6384-1365　FAX：06-6384-1292

みんなで学ぶワークルールセミナー開催のお知らせ
「男性育休の取得促進」（11月20日開催）

大阪府　中小法人・個人事業者等に対する一時支援金のお知らせ

　大阪府では、国の月次支援金を受けている事業者に対して、上乗せの給付を行い、幅広く事業継続等を支援する
ため「一時支援金」を支給する予定です。詳細につきましては大阪府のHPをご参照ください。

対　　象：国の「月次支援金」（今年4～8月分のいずれか）を受け取っている中小法人・個人事業者等
対 象 外：営業時間短縮等協力金、大規模施設等協力金の支給対象者及び酒類販売事業者支援金の受給者
支 給 額：中小法人等：50万円、個人事業者等：25万円（1事業者1回の支給）
申請期間：令和3年11月5日（金）から12月24日（金）まで
Ｈ　　Ｐ：QRコードを読み取ってください。



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

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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　経済社会の変化に対応するため、事業計画策定や設備投資に積極的に取り組む事業者を
支援します。
　経営革新計画等の事業計画策定や、機械装置等の設備投資を実施し、令和3年4月1日か
ら令和4年2月28日までに納品及び支払い等が完了する場合に補助金を交付します。
　補助金の交付申請前に、エントリーシートをご提出いただきます。詳しくは吹田市ホー
ムページに掲載する募集要項をご確認ください。汎用品（パソコン、エアコンなど）や消耗
品などは対象外です。

【問合せ】 吹田市役所 地域経済振興室　企業振興・融資担当
　　　　 〒564-8550 吹田市泉町1-3-40
　　　　 TEL：06-6170-7217　FAX：06-6384-1292

設備投資（汎用品、消耗品等は対象外） 
最大200万円　補助率2/3

事業計画策定（専門家への謝金）
 最大20万円　補助率2/3

中小企業等チャレンジ補助金
《事業計画策定や設備投資を補助》

　SNS・HP・チラシなど…写真撮影のプロじゃなくても、スマホでも、ちょっとしたコツひとつですぐに実践で
きる、魅力的な商品写真の撮り方をプロカメラマンが教えます。
　撮りたい商品、使用したいカメラ、スマホなど持ち込みOK！
　オンライン（Zoom）でも同時開催予定（オンラインは座学のみ、1時間程度）。

講　師：武内　隆之 氏（APA（日本広告写真家協会）正会員
開催日：令和3年11月29日（月）
時　間：18時30分～20時30分（受付開始18時00分～）
場　所：メイシアター　レセプションホール
対　象：市内事業者
定　員：リアル開催20名程度、オンライン開催20名程度（予定）
主　催：吹田市
申込み：吹田市役所 地域経済振興室へ（TEL：06-6170-7217） 右上のQRコードから、メールを送信してください。

吹田市 中小企業セミナー
スマホでもできる！魅せる写真の撮り方講座



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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