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鰻と向きあい鰻を愛でる

うなぎ茶寮 ふく山
 　福山　正宝 氏

　平成24年に吹田（江坂）で創業された「うなぎ茶寮
ふく山」は、福岡県柳川「セイロ蒸し」のうなぎが食べ
られるお店です。テレビ関係者の方も来店され、遠方
からのお客様もあり、江坂の古民家でうなぎを堪能で
きるお店としてブランドを築いておられます。
　2代目代表の福山正宝氏にうなぎコース料理、事業
承継のお話を伺いました。 福山　正宝 氏
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―創業の経緯を教えてください。
元々両親は福岡で串焼き・釜飯の飲食店を営んでい

ましたが、親戚がうなぎ店をしていたこともあり、そ
こで修業をして大阪に出てうなぎ店を始めようと、今
のお店を開店しました。平成24年のことです。開店か
ら軌道に乗るまでの3年程は、両親は苦労していまし
た。
私は、福岡の飲食店を引き継ぎ営業していましたが、

うなぎ店の繁忙期は福岡から吹田に手伝いに行き、父
からうなぎのイロハを10年かけて教わりました。
やがて両親も年齢を重ねるにつれ、二人で吹田のお

店の切り盛りすることが大変となり、応援に行くこと
も多くなったので、昨年（令和3年）5月、私が福岡の店
をたたみ、「うなぎ茶寮ふく山」を引継ぐことにしまし
た。

― 事業承継にあたってご苦労されたことはありますか。
お店を引継いた当初は、不安というよりワクワク感

でいっぱいでした。ただ、福岡の飲食店とは食材が全
く違います。単価の高い「うなぎ」というひとつの食材
を食べにきていただくお客様にご満足いただけるよう
にしなければなりません。馴染みのお客様、一見のお
客様もわけへだてなく一期一会でご来店いただいたと
いう気持ちで、精一杯調理、接客に努めました。この
思いは今も変わっていません。
お店を引継いでまだ1年ということもあり、外から

見れば大きな変化はないかもしれませんが、私なりに
少しずつ進化させながら、このお店を守り続けたいと
思っています。

―お店の特徴、こだわりは何ですか。
両親から受け継いだ福岡県柳川で有名な「セイロ蒸

し」がお店の一番人気です。柳川風は、ウナギを蒸さず
に炭火で焼き、タレの入ったご飯に乗せて、それをセ
イロで蒸す食べ方です。大阪で一般的な「うな重」とは
異なり、うなぎの身、皮とも柔らかくなり、ごはんに
しみわたるタレとの相性も抜群です。
また、私が店を引継いでからは、より創作性の強い

「うなぎ尽くしコース」料理を提供させて頂いています。
一般的なうなぎのコース料理で出される「うまき」「白
焼き」「蒲焼き」といった定番料理だけではなく、当店
では、「うなぎの生春巻」「赤ワイン煮」「塩麹に漬けた
うなぎ」など、こんな食べ方があるんだと思っていただ
けるようなオリジナル料理をご提供しております。

―今後の展開についてお伺いします。
福岡で飲食店を引き継いだ当初は、多店舗展開が目

標でした。しかしながら、今のお店を引き継ぐと、自
分で食材を吟味して仕入し、それを調理して、自分の
手でお客様に提供したいと思う気持ちが大きくなって
きました。
今後は、始めたばかりのコース料理を皆様に知って

いただくとともに、“1匹のうなぎをいかに美味しく提
供できるかが店の柱になる”という思いでこれからも頑
張っていきます。

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

うなぎ茶寮 ふく山
吹田市江坂町3丁目17-14

電話：06-7501-7739
ＨＰ：https://www.unagisaryo.com
 休  ：火曜・第1水曜
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吹田商工会議所・選挙委員会
1号議員の選挙選任について

　本年度は、当所役員・議員の改選期に当たります。1号議員50名は、選挙にて選任することが定款で定められて
います。つきましては、下記の通り、選挙選任を行いますので、通知いたします。
（任期：令和4年11月1日～令和7年10月31日）

1. 商工会議所の1号議員とは…
　商工会議所の議員は、会員と特定商工業者の意思を代表し、議員総会において当所の運営方針や事業計画、収支
予算等の重要事項を審議決定するとともに、地域経済人として産業界の振興発展に寄与しなければならない職責を
負っています。
　その内1号議員は、会員（特別会員を除く）の中から選挙により選任します。正会員は1号議員への選挙権、被選挙
権を有します。立候補者が定数を超えた場合は、選挙を実施します。（その他、部会により選出される2号議員、会
頭の指名による3号議員がいます）

2. 1号議員の選任の手続き
（1） 立候補の手続き
　 当所事務局備付の候補者届にご記入・ご捺印の上、届け出て下さい。他社（他人）を推薦する場合は、候補者とな
ることの当事者の同意が必要です。

（2） 立候補届出期間・届出場所
◎令和4年9月1日（木）～9月16日（金）　（但し、土・日・祝日除く）10時～16時
　　吹田商工会議所・事務局までご持参下さい。
（3） 選挙選任
　 候補者が定数を超えた場合は、10月に当所会館に投票所を設け、選挙を行います。無投票となった場合は、直ち
にその旨を当所掲示場に告示します。

◎特別会費について
　議員に就任されますと、一般会費の外に特別会費（議員会費）として年額6万円をご負担いただきます。
　臨時議員総会にて役員に選任された場合、特別会費（年額）は以下の通りになります。
　　会頭：60万円　　副会頭：36万円　　常議員：12万円　　監事（議員外）：6万円

ツイッターアカウントフォローと
LINE公式アカウントの友達登録のお願い

　この度、情報提供のツールとしてツイッター及び公式LINEアカウントを開設いたしました。
　いち早く情報を提供できるよう皆様にはツイッターフォローやLINEの友達登録をお願いいたします。
　下記をご覧のうえ、ご登録よろしくお願いいたします。

Twitter
https://twitter.com/suitaccisuita

LINE公式アカウント
https://lin.ee/OoBuIId

吹田商工会議所・選挙委員会
1号議員の選挙選任について1号議員の選挙選任について

吹田商工会議所・選挙委員会

ツイッターアカウントフォローと
LINE公式アカウントの友達登録のお願いLINE公式アカウントの友達登録のお願い
ツイッターアカウントフォローと
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吹田商工会議所青年部 10月公開事業
『テクノロジーが切り拓く未来社会 ～変わりゆく時代、私たちは何をするべきか～』

　青年部では、『テクノロジーが切り拓く未来社会～変わりゆく時代、私たちは何をするべきか～ 』と題して10月

公開事業を開催します。

　第一部では、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーを務め、日本テレビ系「news zero」火曜日に出演するな

ど、多方面で活躍される落合陽一氏から基調講演を賜り、第二部において、最新テクノロジーが日本にどのような

変化をもたらすか、また地域の発展のためにどのように活用することができるのか考察するため、吹田市をモデル

ケースにしたパネルディスカッションを行います。

　本事業を通じ、地域経済を活性化させるヒントを得ていただければ幸いです。多くの皆さまのご来場をお待ちし

ております。

◆開催日時：令和4年10月3日（月）　18：30～20：30

◆内　　容：第一部　講演

　　　　　　　　　　　講師　メディアアーティスト　落合　陽一 氏

　　　　　　第二部　パネルディスカッション

　　　　　　　　　　　登壇者　吹田市長　後藤　圭二 氏

　　　　　　　　　　　　　　　吹田商工会議所青年部　佐賀健太郎 会長

◆会　　場：吹田市文化会館メイシアター　大ホール

◆料　　金：2，000円

◆申込方法：吹田商工会議所青年部HPもしくはQRコードからお申込ください。

吹田商工会議所青年部 10月公開事業
『テクノロジーが切り拓く未来社会 ～変わりゆく時代、私たちは何をするべきか～～変わりゆく時代、私たちは何をするべきか～』～変わりゆく時代、私たちは何をするべきか～』

吹田商工会議所青年部 10月公開事業
『テクノロジーが切り拓く未来社会
青年部コーナー

©Rie Goto
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吹田商工会議所 商業部会・サービス業部会　主催
ガンバ大阪観戦ツアー開催！ vs 柏レイソル戦

吹田商工会議所 サービス業部会　主催
会員親睦ボウリング大会　参加者募集！

3年ぶりの開催！みんなでガンバを応援しよう！
3つの参加特典付き！

■日　　程： 令和4年10月1日（土）
14時45分集合

■集合場所：パナソニックスタジアム吹田
　　　　　　 2ゲート階段下
　　　　　　 （『吹田商工会議所観戦ツアー

受付』の受付設置予定）
　　　　　　 大阪府吹田市千里万博公園3-3
■定　　員：最大60名 ※先着順　
■参 加 費：おひとり4,000円
■お申込み：お申込み、詳細は本誌同報チラシをご確認ください。
　　　　　　 QRコードからも当イベント詳細をご確認

頂けます。
■お問合せ：吹田商工会議所　担当　谷　06‒6330‒8001

　サービス業部会では、令和4年9月
22日（木）に関大前 フタバボウルにて、
会員親睦ボウリング大会を開催いたし
ます。
　コロナ禍のため懇親会は行えません
が、感染症対策のされた会場でゲーム
をお楽しみいただけます。
　会員事業所様でしたら、部会に関係なくご参加いただ
けますので、是非皆様ご参加ください。
　詳細は本誌同報チラシをご覧ください。

お問合せ先：吹田商工会議所　サービス業部会担当
 （TEL：06-6330-8001）

会員事業者向けクラウドファンディング仲介事業のご案内
　日本商工会議所は、2021年10月に、株式会社CAMPFIRE（キャンプファイヤー）との間で「案件紹介パートナー契約」を
締結し、各地商工会議所の会員事業者等向けクラウドファンディング仲介事業を開始いたしました。本事業では、参画する
商工会議所の会員事業者等が実施するクラウドファンディングについて、資金調達成功時の手数料が2%軽減されます
（17%→15%、なお、社会問題解決に資すると同社が判断した場合は9％→7％）。

【クラウドファンディングとは？】
　● 「クラウドファンディング」とは、インターネット上に

プロジェクトを掲載し、当該プロジェクトの実施に協
力したい人々や企業から支援金を提供してもらう資金
調達手法です。

【こんな時に活用可能です！】
　●新規プロジェクトの実施に際し、
　　資金不足／予算調達が必要
　●地域プロジェクトやイベント等の
　　認知度向上／ファンを増やしたい
　●一定期間（2か月程度）内で
　　テストマーケティングを行いたい

申し込みの流れ

上記申し込みにより、調達成功時の手数料17％を15％へ軽減。
※ CAMPFIRE社が社会問題解決に資すると判断した場合は9％
を7％へ軽減。

吹田商工会議所 商業部会・サービス業部会　主催
ガンバ大阪観戦ツアー開催！ vs 柏レイソル戦ガンバ大阪観戦ツアー開催！ vs 柏レイソル戦ガンバ大阪観戦ツアー開催！ vs 柏レイソル戦

吹田商工会議所 商業部会・サービス業部会　主催
ガンバ大阪観戦ツアー開催！ vs 柏レイソル戦

吹田商工会議所 サービス業部会　主催
会員親睦ボウリング大会　参加者募集！会員親睦ボウリング大会　参加者募集！

吹田商工会議所 サービス業部会　主催
会員親睦ボウリング大会　参加者募集！

会員事業者向けクラウドファンディング仲介事業のご案内会員事業者向けクラウドファンディング仲介事業のご案内会員事業者向けクラウドファンディング仲介事業のご案内

【こんな時に活用可能です！】

問い合わせ先：吹田商工会議所 中小企業振興部あて
電話：06-6330-8001
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創 業 の 経 緯

　24歳の時、日本ギター協会が主催する日本ギターコ
ンクールでの受賞を機に講師業をスタート致しました。
今年で9年目になります。幼少の頃からピアノを習い、
中学生の時にアコースティックギターを触り始め、16
歳の頃にクラシックギターを始めました。音楽漬けの
毎日を送っておりましたが、いつしか人にギターを教
えることを楽しく思うようになり、また人の成長が自
分の喜びとして感じることに気づき、ギター講師とし
て身を立てたいと思うようになりました。

事 業 の 内 容

　カルチャースクールなどでの講師を経て、現在は尼
崎市塚口駅近くのお部屋を借りて主にアコースティッ
クギターを教えています。個人レッスンなので生徒さ
んの習熟度合いによって教える内容を変えております。
また、千里山でパン屋を営んでいるエメ・ラ・ヴィさ
んのイートインスペースの一部をお借りしてレッスン
をすることもあります。コロナ禍でおうち時間が増え
たこともあり、ギターを趣味としたい方のお問合せが

増えております。当
社は個人レッスンの
為、多くの方を受け
持つことが出来ませ
んが、気軽に楽し
く、ギターを始める
お手伝いができれば
と考えております。

今 後 の 展 開

　今後は、Youtube動画投稿に力を入れていきたいと
考えております。教則本をみて練習するのも大事です
が、何度も見て・聴いて・真似をす
ることが上達への近道です。遠方の
方でも動画を見て練習出来る体制を
整えたいです。
　また、イベント等が再開出来るよ
うになったら演奏会などもしていき
たいです。クラシックギター演奏に
ご興味がございましたら、是非ご用
命ください。

新入会員インタビュー ピコメロディ ギタースペース

事業所名：ピコメロディ ギタースペース
代 表 者：山口紗友梨 氏
所 在 地：吹田市
営業内容：ギター講師業
U R L：https://picomelody.amebaownd.com/
E -ma i l：pico_melody@yahoo.co.jp
Youtubeチャンネル：さゆまる.SPACE*

HPへYoutube
チャンネルへ

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2022.6.1～6.30　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

運 輸 情 報
（同）一筆社 吹田市豊津町 ゲーム雑誌メディアでの記事執筆、企画、編集
（株）ロジック 吹田市南吹田 一般貨物自動車運送事業　第一種貨物利用運送事業

建　　　設
西本住宅建装 吹田市泉町 内装店舗造作一式
まちだ工務店 吹田市高浜町 住宅リフォーム

専門サービス

（一社）共栄 こはるびより 吹田市五月が丘北 放課後等デイサービス
佐藤はり灸・マッサージ・
指圧・治療院 吹田市泉町 はり灸・マッサージ・指圧治療

矢野コンサルティング 吹田市円山町 経営コンサルタント、中小企業診断士
レパード行政書士事務所 吹田市山手町 行政書士事務所／建設業許可を主とした許認可取得業務

サービス業 うを七西店 吹田市豊津町 すし・割烹
（特）理　財 （同）飛翔ハウジング 大阪市東淀川区東淡路 不動産仲介業
※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



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

http://riverfall.net/

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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　ここまで德川家康の家臣を取り上げてきたけれど、

あまりマイナーな人物はどうか？と考えて、今回から

は関ヶ原で家康と関わりを持った武将を取り上げてみ

ようと思う。まずは佐竹義宣。

　佐竹家は秋田の大名家として江戸時代を過ごした。

「河内源氏＝武士の棟梁」という図式を完成させたのは

源頼朝の4代前、八幡太郎義家であるが、その義家の

弟である新羅三郎義光の子孫が佐竹家で、同族に武田

家がある。明治維新を大名として迎えた武家として、

佐竹家は最も古いのではないだろうか。

　さて、名門の第19代当主、佐竹義宣（1570～

1633）は、鎌倉時代から佐竹家の本拠地であった常陸

太田に生まれた。10代後半で家督を受け継ぎ、1590

年には小田原攻めに出陣してきた豊臣秀吉に謁見（えっ

けん）。秀吉の家臣となって、常陸の本領を安堵され

た。ただ、この頃の佐竹家は常陸の武士たちに対して

強力な支配権を確立できていなかった。義宣は天下

人・秀吉の威光をもって支配権を強化し、真の意味で

常陸国を統一した。また、本拠を常陸北部の太田から、

中央の水戸に移した。当時の石高は54万石といわれ

る。

　秀吉の没後、関ヶ原の戦いが起きる。義宣は石田三

成と懇意で、三成は文書で「常陸の義宣が攻撃するの

で、家康は江戸をなかなか動けないはず」と述べてい

る。一方、父の義重は家康の勝利と見ていて、少数だ

が兵を徳川秀忠の下に味方として送っている。だが義

宣は去就を明瞭にしなかった。それで結局、佐竹家は

本領である常陸を奪われ、秋田に国替えになった。石

高は半分以下の20万石。お家の存続と喜べばいいの

か、左遷と悲しむべきか。難しいところである。

　秋田に移った義宣は有能な家臣を抜てきし、農政に

励んだ。そのため、秋田藩は実高40万石に上ったとい

う。また、国替えに際して、常陸中の美女を秋田に連

れて行き、それが秋田美人のもとになったともいう。

まあ、これは信用に足らないが。

関ヶ原で徳川家康と関わった武将 
 佐竹義宣戦国武将のリアル

本郷　和人 / ほんごう・かずと
1960年東京都生まれ。83年東京大学文
学部卒業、88年同大学大学院単位取得退
学。石井進氏と五味文彦氏に師事し、日本
中世政治史を専門とする。当為（建前、理
想論）ではなく実情を把握すべきとし、日
本中世の「統治」のありさまに言及する著作
を発表している。従来の権門体制論を批判
し、二つの王権論に立つ。師の五味文彦氏
と同様に書評も多く、中世や近世を扱った
さまざまなドラマ、アニメ、漫画の時代考証にも携わる。



世界で1日3000万本飲まれています

〒564-0052 吹田市広芝町3番2号
TEL　06-6386-8960

URL  http://www.osakahokubu-yakult.co.jp
E-mail  info@osakahokubu-yakult.co.jp

FAX　06-6337-2471

大阪北部ヤクルト販売株式会社

夏季休業のお知らせ
　吹田商工会議所では８月１１日（木）
から８月１５日（月）の期間を夏季休業
により、休館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
するかと存じますが、何卒よろしく
お願い申し上げます。
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令和元年度補正予算・令和3年度補正予算
小規模事業者持続化補助金（一般型）

　本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組（例：新
たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等）や、地道な販路開拓等と併せて
行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。
補助金の対象者 ※ 常時使用する従業員には、会社役員や個人事業主本

人、一定条件を満たすパートタイム労働者は含みませ
ん。詳細は補助金事務局ホームページの「よくある質
問」を確認ください。
※ 特定非営利活動法人の要件や対象外の業種は、公募要
領「2.補助対象者」をご確認ください。

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）常時使用する従業員の数 5人以下
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下
また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100％株式保有されていないこと（法人のみ）
②直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
③本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金（一般型、低感染リスク型ビジネス枠）で採択されていないこと
補助金の補助率・上限額

※ 賃金引上枠を利用で赤字事業者は、補助率が3/4に
することが出来ます。
〇通常枠・特別枠の何れか1つのみ申請可能。
〇 特別枠は追加申請要件がありますのでご確認願いま
す。

類　型 通常枠
特　別　枠

賃金引上枠※ 卒業枠 後継者支援枠 創業枠 インボイス枠
補 助 率 3分の2
補助上限 50万円 200万円 100万円

申請受付締切：※予定は変更する場合があります。
第9回：2022年9月20日（火） 
事業支援計画書（様式4）発行の受付締切：原則2022年9月12日（月）
※詳細やスケジュールにつきまして、必ず右記オフィシャルホームページをご確認ください。https://r3.jizokukahojokin.info/

日本商工会議所創立100周年記念事業
オンライン記念講演会　第3弾

講師：三村明夫 氏（日本商工会議所会頭）

記念講演「変化への挑戦（仮題）」
　日本商工会議所創立100周年記念講演会の第3弾は、日本商工会議所会頭の三村明夫氏です。三村会頭は、東京大学経済
学部卒業後、富士製鉄（現・日本製鉄）に入社、ハーバード大学ビジネススクールにも留学（MBA）され、新日本製鉄の社長、
会長を経て、日本商工会議所会頭に就任されました。現在、日本製鉄名誉会長や政府の各種審議会の会長等も務められてい
ます。
　ご視聴には事前申込が必要ですが、配信期間中随時ご覧いただけます。

＜配信期間＞9月9日（金）11：00～9月16日（金）18：00
＜配信形式＞Youtube限定公開（約1時間程度）
＜受講費用＞無料（但し、事前申込要：9月16日（金）16時まで）

※下記URL又は右記QRコードよりお申込みください。
　https://ld21.asp.cuenote.jp/my/jcci-100th-vol3/treg-form

★会員大会・部会総会のご出欠、ご返送いただきましたか？
　会員の皆様には、8月29日（月）15時から開催する会員大会・部会総会のご案内往復はがきを7月下旬に郵送させていただいて
おります。ご返信いただきましたか？ ●お問合せ先：06-6330-8001（事務局・会員大会担当まで）

令和元年度補正予算・令和3年度補正予算
小規模事業者持続化補助金（一般型）小規模事業者持続化補助金（一般型）

令和元年度補正予算・令和3年度補正予算

日本商工会議所創立100周年記念事業
オンライン記念講演会　第3弾オンライン記念講演会　第3弾

日本商工会議所創立100周年記念事業

スマートフォンでも
ご視聴いただけます

事前登録



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

□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？

行政書士法人　関 西 合 同 事 務 所
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 06-6337-9339 FAX 06-6337-9355

社会保険労務士法人 関西合同事務所

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□補助金の相談をしたい

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✓

〒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

「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 
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令和４年度新入会員交流会を開催 令和4年度 吹田YEGブランド室の活動について

7月13日（水）に、サニーストンホテル　富士の間にて
新入会員交流会を開催いたしました。当日は、総務委員
会のメンバーを含め36名の方にご参加いただきました。
　新入会員の皆様には、1分程度で自社の事業について
PRをしていただきました。閉会後には、積極的に名刺
交換などを行っていらっしゃいました。

　令和4年度の吹田商工会議所青年部（吹田YEG）では、
新たに吹田YEGブランド室を設置。吹田YEGブランド
室は、会長直轄の組織でメンバーは会員全員です。会員
全員が参加し、会の魅力を再認識するために全員が考
え、深掘りし共有することで、ブランド力向上につなげ
ています。
　また、他の委員会が行う活動についても吹田YEGブ
ランド室がすべて統括し、吹田YEGの活動のより効果
的な発信について検討。吹田YEGの魅力発信のための
広報ツールなども含め、吹田YEGのブランド力向上に
繋がるためのあらゆる選択肢を模索しています。今年
度、佐賀会長肝いりのブランド室の活動に是非ご期待く
ださい。

日商簿記検定試験のお知らせ

第162回日商簿記検定試験のネット申込みによる受付が
10月4日（火）から開始いたします！

　簿記検定はキャリアアップを考えている方に必須の資格といえます！
　簿記を理解することによって、企業の経理事務に必要な会計知識だけではなく、財務諸表を読む力、基礎的な経
営管理や分析力が身につきます。また、ビジネスの基本であるコスト感覚も身につきますので、コストを意識した
仕事ができるとともに取引先の経営状況を把握できるために、経理担当者だけではなく全ての社会人に役立ちます。

　吹田商工会議所ではネットによるお申込みを実施しています。
　詳細は、ホームページ（検定サイト）でご確認ください。　https://kentei.suitacci.com/

令和４年度新入会員交流会を開催令和４年度新入会員交流会を開催令和４年度新入会員交流会を開催 令和4年度 吹田YEGブランド室の活動について令和4年度 吹田YEGブランド室の活動について令和4年度 吹田YEGブランド室の活動について令和4年度 吹田YEGブランド室の活動について令和4年度 吹田YEGブランド室の活動について

日商簿記検定試験のお知らせ
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おかげさまで40周年！

本 社／大阪府吹田市中の島町2-26

℡ (06)6381-2626㈹
https://www.malony.co.jp/

お鍋はもちろん、サラダや炒め物、煮物など

あらゆる料理にお使いいただけます。
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茨木労働基準監督署からのお知らせ

　2023年（令和5年）4月1日から月60時間を超える残業は割増
賃金率が上がります～就業規則の変更・届出はお済みですか？～
【現行】

60時間以下 60時間超
大企業 25％ 50％
中小事業主 25％ 25％

【令和5年度～】
60時間以下 60時間超

大企業 25％ 50％
中小事業主 25％ 50％

　2023年（令和5年）4月1日以降、月60時間を超える時間外
労働の割増賃金率を50％以上とする規定（労働基準法第37条
第1項ただし書き）が中小事業主にも適用されます。

スベっちゃダメよ！ 転倒予防
ムチャしちゃダメよ！ 腰痛予防

～スベリやムチャはアカン！ 吉本芸人の特別動画公開中！～

　職場での転倒や腰痛は、ちょっとした工夫で予防ができます。
　吉本興業の人気芸人が楽しく、わかりやすく伝えるスペシャ
ル動画を公開中。相方が怪我をしたら、あのネタはどうなる…？
　まずは動画をチェック！

転倒による労働災害は最も多く、全体の約25％
転倒によるケガの約6割が休業1か月以上のケガ
です
転倒・腰痛予防「いきいき健康体操」は厚生労働
省HPで！

　　【問い合わせ先】 茨木労働基準監督署　相談・支援班
　　　　　　　　　 TEL 072-604-5308

　　【問い合わせ先】 茨木労働基準監督署　安全衛生課
　　　　　　　　　 TEL 072-604-5309

すいたフェスタ2022
　「吹田でいちばん熱い日を！」を合言葉に、この夏、万博記念公園で開催。
　「スプラッシュパーティ」「アーティストライブ」「音楽＆パフォーマンス」「スカイランタン
ナイト」など楽しいイベントが盛り沢山で、みなさまをお待ちしています。グルメブースや巨
大カプセルトイなどのワークショップも出展。世代を問わず一日中楽しめるイベントです。

●日　　　　時：9月4日（日）午前11時～午後8時30分
●場　　　　所：万博記念公園（お祭り広場、上の広場、下の広場）
●入  場  無  料：吹田市外の方は入場料が必要
●感 染 症 対 策：検温へご協力ください。
　　　　　　　　密接・密集防止のため入場制限を行う場合があります。
●コンテンツへの参加：コンテンツにより事前申込が必要

　イベント内容の詳細は、ホームページよりご覧下さい。
※開催にあたりましては、商工会議所会員のみなさまからの暖かいご協賛をいただきました。有難うございます。
【問い合わせ先】 すいたフェスタ実行委員会事務局（吹田市役所シティプロモーション推進室内）
　　　　　　　 電話：06-6384-2145　　アドレス：suita-maturi@city.suita.osaka.jp

茨木労働基準監督署からのお知らせ茨木労働基準監督署からのお知らせ茨木労働基準監督署からのお知らせ

スペシャル動画を含む転倒・
腰痛予防の取組はこちらから

｜　　
↓　　

すいたフェスタ2022

3年ぶりのパー
ティーを

3年ぶりのパー
ティーを

全力で遊びつ
くせ!!

全力で遊びつ
くせ!!



お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネ
ス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。

「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。

全国商工会議所
事業活動を取り巻く様々なリスクから
会員の皆様をお守りする

2021年4月作成 21-TC00594

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）
※33％割引は「賠償責任に関する補償」「休業に関する補償」に適用されます。 
保険期間：2021年7月1日午後4時から2022年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）

「ビジネス総合保険制度」 最大

約33%
割引

2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

東京海上日動の
新型コロナ

ウイルス感染症も

補償

お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネ
ス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。

「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。
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［担当課支社］
大阪北支店　直轄課
住　所：〒541-8555 大阪市中央区高麗橋3-5-12 淀屋橋東京海上日動ビルディング7階
ＴＥＬ：06-6203-0632
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キャッシュレス決済ポイント還元事業
事業者向け説明会のご案内

　吹田市内対象店舗において対象キャッシュレス決済を利用して、商品・サービス等を購入・利用された方に支払
金額の最大30％のポイント還元を行う「キャッシュレス決済ポイント還元事業」を実施します。
　・期間中の付与上限：7,000円相当（1決済事業者あたり）
　　 つきましては、吹田市内の事業者を対象にキャッシュレス決済導入の経営上のメリットや利用方法等について
説明会を開催します。

　・8/25（木）　午前　勤労者会館（アスワーク吹田）　大研修室（2）
　・8/26（金）　夜間　千里市民センター　多目的ルーム（1）（2）
　・9/ 6（火）　夜間　勤労者会館（アスワーク吹田）　大研修室（2）
　・9/ 8（木）　午前　千里山コミュニティセンター　多目的ホール
　※詳細は、決まり次第吹田市ホームページ等でご案内します。

●キャンペーン対象店舗の要件
　・吹田市内に事業所を有しており、商品、サービス等を消費者に提供する店舗であること。
　・中小企業者（中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者をいう。）であること。
　・対象キャッシュレス決済事業者の決済手段を導入していること。
　・新型コロナウイルス感染症防止対策を十分に行っている店舗であること。
　※ 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく国・大阪府の要請に従わないなど新型コロナウイルス感染症防
止対策を十分に行っていない場合は、対象外とする場合があります。

　※ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する法律で定める「性風俗関連特殊営業」、及び当該営
業に係る接客業務受託事業を営む者は対象外となります。

●キャンペーン期間：令和4年10月17日（月）から令和4年12月16日（金）
　※新型コロナウイルス感染症の拡大状況等により、中止又は期間が短縮されることがあります。

●キャンペーン概要
　吹田市ホームページをご参照ください。
https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/shoukougyou/_115198.html

【問合せ先】 吹田市都市魅力部地域経済振興室　商業担当
　　　　　 TEL：06-6170-2370　MAIL：sanro_s@city.suita.osaka.jp

キャッシュレス決済ポイント還元事業
事業者向け説明会のご案内事業者向け説明会のご案内

キャッシュレス決済ポイント還元事業



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・埼玉・東京西・北関東特販・名古屋

豊橋・高岡・京滋・大阪南・広島・高松・福岡・沖縄

TEL（06）6384－1102 FAX（06）6384－7816

土木建築綜合請土木建築綜合請負負

株式会社株式会社 堀田工務堀田工務店店
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誠意ある優良な施工
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