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　明けましておめでとうございます。
　この一月で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響もやがて二年に及ぼうとしています。国内の
感染拡大も落ち着きを見せ「コロナ対策と経済社会活動の両立」に再び舵を切った矢先、昨年11月末
に南アフリカで新たな変異種「オミクロン株」が発見されたことで、今、先行きの不透明感が増して
います。諸外国の感染状況を見ても、ゼロコロナはまだまだ先のようです。今年は、日本国内で第6
波、第7波の感染拡大を引き起こすことなく、経済回復が成し遂げられる年になることを祈念してお
ります。
　このコロナ禍は、地域の事業者の経営状態にも深刻な影響を与えました。昨年末、政府は36兆円
近くの過去最大の補正予算を組み、新たな経済対策に乗り出しました。令和4年度の通常予算案も過
去最大規模となっています。しかしながら、支援金や補助金、税制優遇を頼るだけでは、事業者の
業績回復には結び付きません。また、外出自粛の長期化で人々の消費性向や働き方に対する意識や
行動が変化するとともに、これまで進んでこなかったデジタル化が急速に進むなど、市場や経営の
環境変化に直面している業種もあります。
　外部の危機から起こる経営への打撃を予測、回避、適応する組織の能力を「組織レジリエンス」と
言うそうですが、今こそ、その組織の対応や回復の能力が求められる時期はないと思っています。
事業者の団体である商工会議所は、会員事業所の皆様の組織レジリエンス向上を支援すべく、今年
も経営支援に力を入れてまいります。
　また、商工会議所のもうひとつの重要な役割に地域の活性化があります。今年春には、市域とし
ては摂津市となりますが、健都イノベーションパーク初の施設が稼働を始めます。東京から国立健
康・栄養研究所が移転入居する他、企業等の進出や交流を促進する機能を担う賃貸ラボ・オフィス
やシェアラボが整備されます。同地は、吹田市正雀下水処理場の跡地で、吹田市が所有していた土
地です。ここを健康・医療関連企業等の研究・開発施設の進出用地として吹田市が開発を進めてお
り、来年になるとニプロ株式会社、エアウォーター株式会社も進出してまいります。
　吹田商工会議所は、昨年2月、健都（北大阪健康医療都市）の中核施設である国立循環器病研究セン
ターと摂津市商工会との三者間で「連携・協力の推進に関する協定」を締結しました。今年は、健都
イノベーションパークの稼働に伴い、連携を加速化する年にしたいと考えております。そして、吹
田市が目指す「健康・医療のまちづくり」に産業振興の立場から貢献してまいりたいと存じます。
　人類はこれまで、新型インフルエンザをはじめとする様々な感染症と戦ってきました。病原体の
解明や対処療法を開発できる今、根絶できなくとも共存していく術を実行していくことは可能です。
賢く今年の一年を乗り切りましょう。最後に皆様にとりまして充実した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 4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。いまだ終息
することのない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
及ぼし続けています。
　現在、貴会議所のご協力のもと、吹田産業
フェアを、初の試みであるオンラインにて開
催しています。吹田で就職したい学生向けの
採用説明会や様々な業種のサービスや商品の
紹介など、市内事業者の魅力と活力が感じら
れるオンラインならではの吹田産業フェアを
お楽しみいただけます。

　また、本市独自の緊急経済対策として、新
しい事業展開や生産性向上のための設備投資
等を支援するチャレンジ補助金や、市内対象
店舗でのキャッシュレス決済へのポイント還
元などに取り組んでいるところです。
　新たな感染拡大の可能性など、まだまだ先の
見通しが立たない中にあり、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。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産業
振興施策に取り組んでまいりますので、皆様
方のご尽力を賜りますようよろしくお願い申
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　酒 井　修 司　　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）
栄通り商店会
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。
2022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
　昨秋以降、国内では新型コロナ新規感染者数が著し
く減少し、本格的な日常生活回復に向けた動きが加速
化する中で新年を迎えられたことを皆さまと共に喜び
たいと思います。
　海外での感染再拡大などもあり、先行きの見通しは
予断を許さないものの、商工会議所は、本年を感染防
止と社会経済活動をより高い次元で両立させる年と位
置付け、地域経済ならびにそれを支える事業者の皆さ
まの発展のため、引き続き全力を尽くしてまいります。
　さて、コロナ禍で急激に落ち込んだ経済もようやく
回復基調に転じましたが、依然力強さを欠き、業種や
規模により回復度合いが異なる「K字型回復」の状況が
続いています。国民全体を覆う閉塞感を真に打開する
ためにも、昨年政府が決定した「新たな経済対策」の着
実な実行はもとより、国民が日本の将来について明る
い希望を抱けるような、新たな成長と発展への道筋を
明確に示す必要があります。
　第2次岸田内閣の発足以降、政府は「新しい資本主
義」を掲げ、「成長と分配の好循環」「コロナ後の新しい
社会の開拓」に向けて議論を重ねてきました。私はコロ
ナ禍を通じて、「強く豊かな国でなければ有事の際に国
民を守ることができない」と改めて認識しましたが、日
本を危機に対するレジリエンスを備えた強い豊かな国
にするためには、コロナ禍で明らかになった社会課題
の解決と経済成長を車の両輪として同時に実現するこ
とが必要です。
　少子高齢化に向かう人口動態等、様々な構造的課題
を抱えるわが国が、社会課題を解決すると同時に経済

成長を図るためには、一国の豊
かさを示す総合的な指標である
「1人当たりGDP」の引き上げを
国全体の目標として掲げ、あら
ゆる分野での生産性向上と潜在
成長率の底上げを図る必要があ
ります。特に、雇用の約7割を占
める中小企業の生産性を引き上
げることは、ひいてはわが国全
体の生産性の向上につながる重
要な課題です。他にも、経済・
医療安全保障、成長を支える基盤である人材育成や科
学技術研究への投資、デジタル化の推進、「S＋3E」の
原則を踏まえたバランスの取れたエネルギー政策と技
術革新等が不可欠です。通商面では、TPPやRCEPの
成果を踏まえ、同じ考えを持つ国々との連携を深めつ
つ、引き続き日本が自由貿易体制推進において主導的
な役割を果たすべきです。
　日本商工会議所は今年で創立100周年を迎えます。
「地域とともに、未来を創る」をスローガンに、次の
100年に向けて、中小企業の活力強化と地域活性化に
よる日本経済の持続的な成長の実現を目指し、515商
工会議所と連合会、青年部、女性会、海外の商工会議
所とのネットワーク力を最大限活用し、新しい時代を
皆さまと切り拓いてまいりたいと思います。引き続き
のご支援、ご協力をお願いして、私の年頭のあいさつ
とさせていただきます。

2022年　三村　明夫　日本商工会議所会頭年頭所感
～地域とともに、未来を創る～



4 No.487

◆開催日時：令和4年3月18日（金）16：00～17：40
◆場　　所：国立循環器病研究センター 研究棟4階　サイエンスカフェ
　　　　　　（吹田市岸部新町6-1 JR岸辺駅前）
　　　　　　アクセス　https://www.science-cafe.jp/access_map/
◆内　　容：第一部　健都イノベーションパーク　アライアンス棟 オープン
　　　　　　　　　　健都における「共創」の取組について
　　　　　　　　　　　□ 講師　吹田市 健康医療審議監　岡　大蔵 氏
　　　　　　第二部　あなたのお腹はどう？腸内環境から眺める健康社会の近未来像
　　　　　　　　　　　□ 講師　（国研）医薬基盤・健康・栄養研究所　國澤　純 氏
　　　　　　第三部　日本最大級の手軽に研究開発が出来る機器付レンタルラボ
　　　　　　　　　　「ターンキーラボ」のご説明とオープンイノベーションについて（予定）
　　　　　　　　　　　□ 講師　京都リサーチパーク（株）　新事業開発部長　味岡　倫弘 氏
　　　　　　終了後、短時間ですが名刺交換会を予定しております。
◆定　　員：40名（先着順）未会員の方でもご参加できます。
　　　　　　※新型コロナ等の影響により会場開催が出来なくなった場合は、オンライン開催となります。
◆参 加 費：無料、申込締切3月16日（水）
◆申 込 み：本誌同報の折込チラシ及びQRコード（当所HP）よりお申込頂けます。
◆当日受付場所：研究棟4階 サイエンスカフェ受付 （病院エントランス棟とは入口が異なります）
　　　　　　※JR岸辺駅連絡橋から1階に下りて線路沿いを京都方向に直進（170m）
　　　　　　アクセス　https://www.science-cafe.jp/access_map/
◆問 合 せ：吹田商工会議所　ライフサイエンス事業担当　谷　06-6330-8001
◆主　　催：吹田商工会議所・摂津市商工会　協力：吹田市

主催：吹田商工会議所・摂津市商工会　協力：吹田市
健都イノベーションパーク　アライアンス棟　4月より順次オープン！

「健都における「共創」の取組と入居事業者による講演会」のご案内

2021年度　所得税・消費税　確定申告相談会のご案内
　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。
※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。
（同封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。
TEL：06-6330-8001
FAX：06-6330-3350

日程 ①令和4年2月24日（木）
②令和4年3月 3 日（木）

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）
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書くコツ教えます！プレスリリースの書き方講座
　プレスリリースとは企業とメディアを結ぶ最も基本的な手段です。企業として”開示すべき情報”（新商品や企業活
動など）を発信するためのツールがプレスリリースです。1枚のプレスリリースをきっかけに製品・サービスが取り
上げられ、数多くのマスコミに紹介されることで、多くの反響を得ることも少なくありません。本セミナーでは、
メディアに採用されるリリースの書き方をワークショップにてお教えします。

◆日　時：2022年2月22日（火）14：00～16：30
◆場　所：吹田商工会議所　3階大会議室　
◆講　師：田中　千里／（公社）日本パブリックリレーションズ協会認定PRプランナー
◆参加費：無料
◆セミナー内容：・プレスリリースとは何か
　　　　　　　　・プレスリリースのメリット“広報と広告の違いは？”
　　　　　　　　・プレスリリース送付先メディアの選定方法
　　　　　　　　・プレスリリースの書き方（必須事項を書き出してみよう！）
　　　　　　　　・プレスリリースの配信、問い合わせ対応

求人媒体説明会　開催のご案内
　コロナウイルス感染拡大により、採用市場が大きく変化する中、採用手法や求人媒体の選定を間違え、採用まで
至らないケースも増えています。本セミナーでは、コロナ禍の採用市場や手法の変化について事例を交えてご説明
すると同時に、公的雇用支援機関及び民間求人媒体を一堂に集め、それぞれの特徴や強みを知るための説明会と各
機関とのマッチングを行います。

◆日　時：2022年2月14日（月）14：00～17：00
◆場　所：吹田商工会議所　3階大会議室　
◆参加費：無料
◆セミナー内容：第一部　コロナ禍での採用市場の変化について
　　　　　　　　第二部　求人媒体及び公的支援機関による説明と個別相談会
　　　　　　　　（参加支援機関と公的媒体）
　　　　　　　　　（株）クイック（Indeedゴールドパートナー）　　（株）アッテミ―
　　　　　　　　　大阪府立 北大阪高等職業技術専門校　　　　　（株）マイナビ
　　　　　　　　　（公財）大阪産業局 　　その他7団体



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

6 No.487

創 業 の 経 緯

　中学から大学まで中距離を専門とした陸上競技に励
み、高校時代には全国インターハイに出場し、大学で
も全国のトップクラスの選手と切磋琢磨したことで、
激しいトレーニングと休息とのバランスの大切さを考
えるようになりました。その後、某製薬メーカーに入
社し、病院や薬局などに薬の情報提供を行ってきまし
た。薬はもちろん、病気・老化などを学ぶにつれ、病
気や不健康にならない身体作りの大切さを痛感しまし
た。同時期に短時間で十分なトレーニング効果が得ら
れる「加圧トレーニング」を体験し、学生時代に培った
スポーツの知識、社会人になって学んだ人体や医療、
健康の知識を活かして、パーソナルトレーニングのジ
ムを開業したいと考え、起業しました。

事 業 の 内 容

　弊社は、「リフォメーションボディ（＝体を取り戻
す）」というコンセプトを根幹に捉えています。「加圧ト
レーニング」を利用されるお客様はダイエットや体造り
を目的にされていることが多いですが、昨今ではダイ
エットや身体作りというと、必要以上に「数字」を重視
して、それを「結果」とする風潮が強い様に思われます。
弊社では、ダイエットや身体作りを「健康」の上に成り
立つべきものと考え、「理想のカラダ」とは今までの生
活の中で眠ってしまった・低下してしまった「本来の身
体の力を最大限に引き出した姿」だと考えています。そ
の「リフォメーションボディ（＝身体を取り戻す）」には、
柔道整復師の専門的な知識も必要になり、治療も必要
になるケースがあります。それをグループ店舗内（江坂
南整骨院）で完結できる仕組みを作っています。

今 後 の 展 望

　現在、加圧トレーニングを主目的としたパーソナル
トレーニングジムを江坂南店、江坂店、福島店、守口
店の4ヵ所で展開し、江坂南店では整骨院も併設して
います。また、サプリメントやプロテインを研究機関
と共同開発し、個人の身体や目標とする身体作りに
合ったモノを提案・提供しています。コロナウイルス
の影響により、一時は休業や時短営業を余儀なくされ
売上も減少しました。一方で免疫力向上の観点から
パーソナルジムの需要も高まっており、弊社の事業は
怪我や病気で弱まった身体を回復させるだけでなく、
より健康的に魅力的な身体作りをサポート出来る自信
があります。今後も新しい試みにもチャレンジし、よ
り良いサービスを提供できるよう努めていきます。

新入会員インタビュー 株式会社Lakshimi（ラクシュミー）

事業所名：株式会社Lakshimi
代　　表：藤田 哲士 氏
創　　業：2006年12月
事業内容： 加圧トレーニングに特化

したパーソナルトレーニ
ングジム、整骨院、サプ
リメント開発

電話番号：06-6310-9511
所 在 地：吹田市江の木町2-33
　　　　　第3梓ビル3F
ホームページ：http://lakshimi-kaatsu.com/

藤田　哲士 氏

江坂南店　パーソナルジム内観 江坂南店　整骨院内観 自社開発サプリメント

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2021.11.1～11.30　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

工　　　業 和和商店・宮川陶苑 吹田市山手町 陶磁器製品の製造販売、陶芸家
理　　　財 MD NEXT（株） 吹田市山手町 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋、リフォーム及び管理

専門サービス
バドミントンショップimpact 吹田市新芦屋上 スポーツ健康教授業
豆田行政書士事務所 吹田市広芝町 許認可申請業務、補助金、開業支援
よふき治療院 吹田市千里丘下 鍼灸院

サービス業

Ange 吹田市元町 スナック
樹蘭 吹田市朝日町 飲食業、居酒屋、バー
寅次郎 吹田市朝日町 飲食業
（株）Lakshimi 吹田市江の木町 加圧トレーニングスタジオ

（特）専門サービス（同）髙津満夫事務所 大阪市西区南堀江 コンサルティング業（売上アップ、人材教育、研修、他）
（特）サービス業（株）ビルコネクト 摂津市学園町 消防設備保守点検及び建築等の点検
※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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無意識ハラスメントをなくそう

　いよいよ2022年4月から中小企業でも義務付けら
れるパワハラ防止法（「改正労働施策総合推進法」）に注
目が集まっています。日々、たくさんのパワハラ相談
を受けている経験から、行為者（加害者のこと）と認定
されやすい人の特徴をお伝えします。
　主だった特徴として、物事を勝ち負けで判断する傾
向をお持ちの方が目立ちます。何をもって「勝敗」を決
めるかは本人によるところですが、いつも誰かと比べ
る感覚を持つと優越感に固執しやすく、相手をうらや
み卑屈になったり、落ち込んだりすることが多くなり
ます。それにより、相手よりも優位に立ちたい気持ち
が先行し、感情的になりがちです。その気持ちをバネ
に努力できれば素晴らしいことですが、体裁だけ整え
るような勝ち方では実態が伴わず本末転倒です。また、
負けたという感覚を持つと、「どうせ自分なんて」とい
う自己否定や、「自分を認めない他人が悪い」という他
責に陥りやすくなります。さらに、管理者など上の立
場にある人は、そもそも勝てるという優越感から、態
度が傲慢（ごうまん）になる傾向にあります。組織など
では個人の能力や人格ではなく、職位が上、先に入っ
た者というだけで、分かりやすい上下関係ができやす
く優越感を生みやすい環境にあります。その優越感が、
自分中心に物事を考え、自分の主張を通そうとし、相
手をコントロールすることにつながっていきます。こ
れがハラスメントの根源の一つで、思い通りに動かな
い相手に対して、力でねじ伏せようとする行動や言動
に至るきっかけになるのです。

　パワハラのターゲットは、仕事の手際が悪く、思う
ように動かず、要求を実現化できない部下に向かいが
ちですが、反対に自分の優位性を脅かす優秀な部下も
ターゲットになります。勝つことを意識しているとい
うことは負けることに敏感なので、会議のときに素晴
らしいプレゼンをしたり、正確に資料を手早くまとめ
たりするなど、自分よりも高い能力を見せ付けられる
ようなことがあると脅威と感じ、押さえ付けたくなる
のです。
　ひどい暴言や手を出すなどの暴力をしてはいないか
らパワハラではないと思っている人がいたら、ご自身
の思考傾向をいま一度振り返る機会をつくっていただ
ければと思います。自分自身にゆとりを持ち、日々の
言動に思いやりを持って接することで、あらぬ誤解を
招かないようにしたいですね。

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/

青年部コーナー
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吹田税務署から確定申告のお知らせ
・確定申告相談会場が変わります！
〇 申告相談会場（2月16日から3月15日）は「JEC日本研修センター 江坂」
（吹田市江坂町1-13-41 SRビル江坂5階）に変更になります。当会場には、
専用の駐車場・駐輪場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。
　なお、作成済の申告書等の受付は、郵送又は税務署の窓口で行っております。
〇 相談会場は、大変混雑しますので、自宅からe-Tax（パソコン・スマホ申告）
をご利用ください！
・吹田税務署の駐車場が閉鎖します！
　令和4年1月21日（金）から令和4年3月18日（金）までの間、税務署の駐車場を閉鎖します。
　また、駐輪場も限られたスペースしかご利用できませんので、公共交通機関をご利用ください。

詳細はこちらから！
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１階 ファミリーマート

　令和3年12月10日に、12月会員交流支援合同事業「年末オンライン大交流会～
真・救出作戦～」が開催されました。まずは、会員同士の交流を目的としたオンライ
ンYEGお見合いを実施しました。、YEGお見合いは、予め用意した質問票を見なが
ら、ランダムで選ばれるお相手と3分間一対一でお話をしていただきました。初めて
話すメンバーとは、お互いの人となりを知る機会となり、既知のメンバーとは新た
な一面を発見できることにつながりました。次に、オンライン謎解きを行いました。
オンライン謎解きでは、チームで協力して、出題された謎を解きながら、自然とコ
ミュニケーションを図り、楽しみながらチームメンバーと交流することができまし
た。
　最後に、7月例会動画作成事業の表彰式として、メンバーPR動画への投票結果を
発表しました。コロナ禍ということで、オンライン開催
となりましたが、どれもオンラインならではの楽しみ方
で、会員同士の親睦を図り、お互いの人となりがわかる
事業となりました。
　今後も吹田商工会議所青年部（吹田YEG）では、会員
同士の絆を強め地域の活性化に貢献出来るよう活動して
参ります。

令和3年度12月会員交流支援合同事業が開催されました！



□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✓

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

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

「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 

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
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クラウドファンディング実践体験無料セミナーのご案内
　クラウドファンディングとはインターネットを介して不特定多数の人々
から少額ずつ資金を調達することを指しています。資金調達といえば、一
般的に金融機関からの借り入れなどが挙げられますが、クラウドファン
ディングは、そういった資金調達にない「手軽さ」や「拡散性の高さ」、「テ
ストマーケティングにも使える有用性」といった点が魅力です。その仕組
みや魅力について説明させていただきます。詳細につきましては同封され
たチラシをご確認ください。

内　容：第1部　クラウドファンディングとは？
　　　　第2部　クラウドファンディングの成功事例
　　　　第3部　成功するプロジェクトのポイント
日　時：令和4年1月31日（月）
場　所：吹田商工会議所3F大会議室
講　師：CAMPFIRE公式パートナー　くわた　ぽてと 氏
　　　　（株）CAMPFIRE 　諏訪　茜 氏
参加費：無料

お申込はこちらから
お願いします。

吹田産業フェアオンライン2021　随時更新中！
　今年の吹田産業フェアは吹田市内で活動される事業者と吹田市民の方々、学生がオン
ラインを介してふれあう場として開催しています！
1月1日（土）から吹田市内学生によるチーム対抗プレゼン大会「ビジネスプランコンテ

スト」の配信しております。
1月18日（火）～21日（金）の期間は、吹田市内企業が参加する「学生向け採用説明会」

を開催しますので、是非特設ページにお越しください。

開催期間：2021年11月1日～2022年1月31日

吹田産業フェアオンライン2021　HPはこちらから



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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令和3年度事業系一般廃棄物事業者向け研修会の開催について
　事業系一般廃棄物を排出する市内の事業者の皆様を対象に、下記のとおり研修会を開催いたします。ご多忙とは
存じますが、ぜひご参加いただきますようお願いいたします。
1. テ ー マ：「廃棄物業界を取り巻く現状と取組」（予定）
2. 開催日時：令和4年2月16日（水）14時～15時10分
3. 開催方法：Zoom視聴
   　　　　　※当日までに、ZoomのミーティングID等をメールで送付する予定です。
   　　　　　※ 研修内容に関するご質問は、アンケートにご記入いただき、メール又はFAXで送信してください。

後日、市のホームページに回答を掲載します。
4. 講　　師：大栄環境株式会社　吉井翔司氏
5. 内　　容： ごみの減量促進を図ることを目的に、吹田市内の事業者の皆様を対象とした研修会です。
   　　　　　 吹田市から市内のごみの現状について報告した後、廃棄物業界の現状、令和4年4月1日施行予定の

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」等についての講演を実施します。
   　　　　　なお、内容等は変更になる可能性がありますので、ご了承ください。
6. 申込方法：令和4年2月9日（水）17時30分までに、吹田市環境部環境政策室まで、
   　　　　　①事業所名、②事業所所在地、③参加者氏名及び参加人数、
   　　　　　④連絡先（TEL、FAX、メールアドレス）をメールにてご連絡ください。
   　　　　　お申し込み後、研修会を欠席される場合は、必ず前日までに、環境政策室までご連絡ください。

【お問い合わせ・申込先】 〒564-8550　吹田市泉町1-3-40
　　　　　　　　　　　 吹田市環境部環境政策室　担当　倉本、原口、片岡
　　　　　　　　　　　 TEL：06-6384-1702　FAX：06-6368-9900
　　　　　　　　　　　 Mail：k_genryo@city.suita.osaka.jp
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『JR吹田駅周辺まちづくり講演会』を開催します！
「JR吹田駅周辺まちづくり講演会」は、地域住民や商業者をはじめとする事業者、地域団体及び市が課題を共有し、
にぎわい再生に向け、具体的な方策を進めるきっかけづくりを行うことを目的に開催します。

◆日　時：令和4年2月7日（月）14：30～16：15
◆内　容： 講師に、大阪成蹊大学産官学連携センター長・経営学部経営学科公共政策コース准教授の池田千恵子

先生をお招きし、大学連携による商店街の活性化について、事例紹介をまじえながらご講演いただ
きます。また、吹田市旭通商店街でフィールドワークをされた大阪成蹊大学経営学部経営学科公共
政策コース2回生の皆さんのプレゼンテーションも行います。

◆会　場：吹田市立内本町コミュニティセンター　多目的ホール
◆対　象：まちづくりに興味のある方　どなたでも
◆参加費：無料
◆定　員：先着80名
◆申込み： 市ホームページよりWEB申込または参加申込書をFAX、郵送、持参にて吹田市都市魅力部地域経済

振興室まで【締切り　2月3日（木）17：30まで】
　　　　　https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/shoukougyou/_71452.html

主催：吹田市　共催：NPO法人JR吹田駅周辺まちづくり協議会
☆お問い合わせは、吹田市役所地域経済振興室まで　TEL 06-6170-2370

市の登録作成事業者にホームページを新規作成や改修、またはPR動画の作成を依頼し、販路拡大を行う事業者に、
最大20万円を補助します。
　必要書類を吹田市役所ホームページからダウンロードし、地域経済振興室へレターパックライトによる郵送でご
提出ください。
　詳しくは、吹田市ホームページに掲載している募集要項をご覧ください。

【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

中小企業ホームページ等作成事業補助金
≪コロナ禍で頑張る中小企業を応援≫



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

TEL 06 6384 1102 FAX 06 6384 7816

https://sky.senden.co.jp/

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

発行所　吹田商工会議所 　吹田市泉町2丁目17番4号　TEL 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。）


