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社員教育で﹁ものづくり﹂に夢を

坂本理事長

No.48

近畿印刷産業機材協同組合（坂本進理事
長）
は1月30日、
シェラトン都ホテル大阪において新
年互礼会を開催。組合員らおよそ65名が駆けつ
け、
新年の門出を共に祝った。
また当日は互礼会に
先立ち、恒例の新春講演会も併催され、今回は、
1979年発売の初代「ウォークマン」の開発エンジ
ニアとしてグループリーダーをつとめ、
「ウォークマン
の父」
とも呼ばれるソニー㈱社友（元副社長）
の高
篠静雄氏を講師に迎え、
「夢を持ち続ける〜初代
ウォークマン開発の経験から」
と題した講演も行わ
れた。
互礼会の冒頭、新年の挨拶に立った坂本理事
長は、
景気見通しにおいて、
10月に実施される消費
税増税に懸念を示した上で、
長岡藩の藩士・小林
虎三郎の教育にまつわる故事「米百俵」
を引用。
次のように述べた。
「明治初期、北越戊辰戦争に敗れた長岡藩
は、七万四千石から二万四千石に禄高を減らさ
れ、窮乏のどん底に追い込まれた。
それを見かねた
分家が見舞いの米百俵を贈った際に、藩の大参
事小林虎三郎が米を藩士に分け与えず、
その米
の売却金で学校を建てた逸話に由来している。
この決定に抗議して詰め寄った藩士たちに対し
虎三郎は
『百俵の米も、食えばたちまちなくなるが、
教育に充てれば明日の一万、百万俵となる。国が
興るも滅びるもことごとく人にある。
いま苦しくとも明日
の長岡を考えてほしい』
と諭し、建てられたのが『国
漢学校』
である。虎三郎は佐久間象山の下で漢
学、蘭学を学び、象山門下の英才として、吉田松
陰とともに
『象門の二虎』
と称された方。
『 食えない
からこそ教育をし、人物を作るのだ』
という建学の精
神は、永く教育長岡の心の中に流れて、
山本五十
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六元帥をはじめ、学
者、軍人、大臣、外
交官、
名医、
大実業
家、教育者、芸術家
の知 名 人を明 治 、大
正、昭和にかけて続々輩
▲ 講師の高篠氏
出した。
このことは我々企業にも言えることだ。
とくに中小企
業にとっては、
社員教育にかける時間も金もないとい
うのが実状かもしれない。私にも痛いほどわかる。
し
かし、
自社の未来を考えるなら他を犠牲にして時間
と費用をかけても社員教育を行う必要があるので
はないか。
目先の事にばかり囚われていては企業の
維持発展は望めない」
最後に坂本理事長は、
同協同組合が実施する
「 生 産 性 向 上 支 援 訓 練 」や「 働き方 改 革セミ
ナー」の企画意図を示し、
その活用を促した。
この後、柳澤隆司副理事長による乾杯発声で
祝宴へと移り、新年を祝う歓談が繰り広げられた
後、最後は廣瀬安宏副理事長による閉会の辞で
お開きとなった。

理事会報告

平成30年度臨時総会

日

時：平成30年8月31日 16:00〜

日

時：平成31年1月30日 16:00〜

日

時：平成30年8月31日 17:50〜

場

所：大阪キャッスルホテル 錦城閣

場

所：シェラトン都ホテル大阪

場

所：大阪キャッスルホテル 錦城閣

（大阪市中央区天満橋京町1-1）
出席者：9名
第1号議案
生産性向上支援訓練の件
第2号議案
平成30年度教育情報事業決定の件
第3号議案
平成30年度福利厚生事業決定の件
第4号議案
組合創立70周年事業検討委員決定の件
第5号議案
報告事項の件
日

時：平成30年10月10日 15:00〜

場

所：株式会社モリサワ
（大阪市浪速区敷津東2-6-25）

出席者：10名
第1号議案

（大阪市天王寺区上本町6-1-55）
出席者：11名

（大阪市中央区天満橋京町1-1）
出席者：45名

第1号議案

第1号議案

本年度事業進捗状況報告並びに詳細

理事1名辞任に伴う役員選任の件

決定の件

新理事：河合 久仁浩 氏

第2号議案

正副理事長会議

組合横青空駐車場使用の件
第3号議案
組合創立70周年記念式典準備進捗状
況の件

日

時：平成30年12月11日 17:00〜

場

所：近畿印刷産業機材協同組合事務所
（大阪市東成区東中本3-2-5）

第4号議案
次年度監査・決算理事会日程決定の件
第5号議案

出席者：4名
第1号議案

次年度生産性向上支援訓練申請の件

組合員賦課金決定条件設定の件
第2号議案

第6号議案
賦課金決定条件設定の件
第7号議案
報告事項の件

組合事務所隣接建物（柱・壁の一部共
有）所有者変更の報告の件
第3号議案
創立70周年記念式典開催形式の件

生産性向上支援訓練カリキュラム検討の件
第2号議案
関連団体事業出席者決定の件
第3号議案
第69期通常総会日程決定の件
第4号議案
12月理事会日程決定の件
第5号議案
大阪府組合事業活性化支援の件
第6号議案
組合創立70周年記念の件
日

時：平成30年12月12日 18:00〜

場

所：丸元
（大阪市中央区千日前1-9-9）

出席者：9名
第1号議案

平成30年度大阪府優秀技能者表彰
（なにわの名工）

市川秀樹氏・小田秀幸氏（モリサワ）が栄誉
組合員企業である株式会社モリサワの市
川秀樹氏ならびに小田秀幸氏が、平成30年
度大阪府優秀技能者表彰（なにわの名工）
に
輝いた。
同表彰は、
きわめて優秀な技能を有し、
その
技能が府内において第一人者として認められ
た者を表彰するもの。両氏は、40年以上にわ
たって和文の書体デザインを手がけ、UD新ゴ
や黎ミンといった日本を代表する書体デザイン
を手掛けたことが評価された。
平成30年11月22日には大阪市中央公会堂
において表彰式が執り行われた。

大阪府商工関係者表彰

生産性支援向上訓練現状収支と次回
開催の件
第2号議案
正副理事長会議開催報告の件
第3号議案
関連団体事業出席者決定の件
第4号議案
次回理事会開催の件
第5号議案
報告事項の件
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下垣氏

表彰式での市川氏
（左）
と小田氏

下垣充弘氏（下垣鉄工所）が栄誉
組合員企業である株式会社下垣鉄工所の下
垣充弘氏がこのほど、大阪府商工関係者表彰に
輝いた。
同表彰は、
団体の役員として5年以上従事し、
業
界の振興と大阪府産業の発展等に尽力した功績
が顕著な者を表彰するもの。下垣氏は、
平成18年5
月の監事就任以来、
およそ12年間にわたって組合
運営に尽力し、
その多大な功績が評価された。
2月14日には大阪市中央公会堂において表彰
式が執り行われた。

報 告 事 項
■生産性向上支援訓練 第3日目

賀詞交換会

平成30年11月16日
（金）
9:30〜17:00

平成31年2月22日
（金）
9:30~17:00

平成31年1月10日
（木）
16:00〜17:00

株式会社モリサワ 本社4階

株式会社モリサワ本社 4階 会議室

三井住友海上火災保険株式会社

組織マネジメント

生産現場の問題解決

大阪淀屋橋ビル

解決力向上（推奨 対象者:管理者層）

参加者数 6名
■大阪府ものづくり振興協会 工場見学会

出席者 事務局 山本 晃
■大阪府グラフィックサービス協同組合 新

管理者のための問題

出席者数12名
■長寿会

平成31年2月21日
（木）
18:00〜

年互礼会

主催：大阪印刷関連団体協議会

見学場所：㈱モリタ

平成31年1月9日
（水）
18:00〜

平成30年11月2日
（金）
11:30〜

出席者：事務局 山本 晃

ウエスティンホテル大阪 4階 花梨の間

大阪天満宮

出席者 河合理事

出席者 廣瀬副理事長

■働き方改革セミナー
平成31年2月18日
（月）14:00~15:50
株式会社モリサワ本社 4階 会議室
参加者数 7名
■大阪府商工関係者表彰
平成31年2月14日
（木）
14:00〜
大阪市中央公会堂 1階 大集会室
被表彰者：下垣充弘氏
（㈱下垣鉄工所）
■新春講演会
平成31年1月30日
（水）
17:15〜
シェラトン都ホテル大阪 3階 金剛の間
演題：夢を持ち続ける
〜初代ウォークマン開発の経験から〜
講師：ソニー株式会社 元COO,副社長
髙篠 静雄 氏
参加者数48名
■新年互礼会
平成31年1月30日
（水）
19:00〜
シェラトン都ホテル大阪 3階 葛城の間
参加者数65名
■大阪府ものづくり振興協会 新年交流会

■近畿グラフィックコミュニケーションズ工業
組合 新年互礼会
平成31年1月8日
（火）
18:00〜
シティプラザ大阪 3階 コッツウォルズ
出席者 塩見理事
■大阪印刷関連団体協議会事務局連絡会議

平成30年10月30日
（火）
17:00〜
太閤園
「本館サファイヤルーム」
「オーキッドテラス」
出席者 坂本理事長
■ゴルフコンペ

平成30年12月14日
（金）
18:00〜

平成30年10月27日
（土）
10:02 スタート

大阪印刷会館

法隆寺カントリー倶楽部

出席者 事務局 山本 晃
■大阪府ものづく
り振興協会 機械金属部会

参加者数13名
■船場緑友会 秋の講演会・懇親会

平成30年12月7日
（金）
15:00〜

平成30年10月22日
（月）15:00〜

大阪府鍍金工業組合 研究室

ホテル日航大阪 4階

出席者 事務局 山本 晃
■日本印刷技術協会 JAGAT近畿大会2018

出席者 坂本理事長
■平成30年度臨時総会

（金）
15:00〜
平成30年11月30日

平成30年8月31日
（金）
17:50〜

太閤園

大阪キャッスルホテル 3階 錦城閣

出席者 坂本理事長
■「JP2019・ICTと印刷展」団体長会議

出席者数45人（委任状出席含む）
■ビアパーティ

平成30年11月27日
（火）
12:00〜13:00

平成30年8月31日
（金）
18:00〜

プレミアホテルCABIN大阪2階

大阪キャッスルホテル 3階 錦城閣

平成31年1月28日
（月）18:00〜

ダイニングSAKURA

ヴィアーレ大阪

出席者 坂本理事長

出席者 坂本理事長

■大阪印刷関連団体協議会 団体長会議

■労働保険事務組合表彰式

参加者数81名
■平成30年新物故者慰霊祭並びに納骨
者・業界物故者追悼法要

平成30年11月26日
（月）15:00〜17:00

平成30年8月18日
（土）
11:30〜

同新年懇親会

KKRホテル大阪 3階 銀河の間

高野山大霊園

平成31年1月18日
（金）
17:30〜19:30

出席者 事務局 山本 晃

大阪印刷産業人物故者納骨塔前

■船場緑友会、船場商工中金ユース会合

帝国ホテル大阪 5階 八重の間
出席者 坂本理事長

■大阪府商工労働部 大阪府優秀技能者
表彰

主催：高野山印刷産業人納骨塔奉賛会
協賛：大阪印刷関連団体協議会

平成30年11月22日
（木）
13:30〜

参加者数150名

平成31年1月17日
（木）
16:30〜20:00

大阪市中央公会堂 1階 大集会室

出席者 森澤理事

セントレジスホテル大阪 11階

被表彰者：市川秀樹氏

■関西フォーム印刷工業会 新年互礼会

アスターボールルーム
出席者 塩見理事
■大阪府印刷工業組合 新春会員交流大会

小田秀幸氏
（モリサワ文研株式会社）
■生産性向上支援訓練 第2日目

■大阪府印刷工業組合 佐々木専務理事
を送る会
平成30年7月23日
（月）18:30〜
太閤園 迎賓会2階 エメラルドルーム

主催：大阪府印刷工業組合

平成30年11月30日
（金）
9:30〜17:00

共催：大阪印刷関連団体協議会

株式会社モリサワ 本社4階

平成31年1月10日
（木）
18:00〜20:00

品質保証・管理 品質管理実践（推奨対

平成30年7月2日
（月）15:00〜16:30

太閤園 迎賓館 3階 ダイヤモンドホール

象者:中堅層）

大阪商工会議所 502号会議室

出席者数6名

出席者 事務局 山本 晃

出席者 坂本理事長
■三井住友海上火災保険株式会社 新年

出席者 坂本理事長
■大阪商工会議所 金属部会

■生産性向上支援訓練 第1日目
KPMA 2019.03
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生産性向上支援訓練を委託実施

「働き方改革」総合対策徹底解説セミナー

近畿印刷産業機材協同組合は今年度、独立行政法人高齢・
障害・求職者雇用支援機構より生産性向上支援訓練に係る事業
取組団体の認定を受け、
3回にわたって生産性向上支援訓練を委
託実施した。
いずれも9時30分から17時まで、株式会社モリサワ本社4階を会
場に、
平成30年11月16日は組織マネジメント
（管理者のための問題
解決力向上）
、
11月30日は品質保証・管理（品質管理実践）
、平成
31年2月22日は生産管理（生産現場の問題解決）
といった訓練分
野別に実施し、
延べ24名が受講した。

川面を眺めながらのビアパーティ

81名が親睦深める

夏恒例の交流ビアパーティが平成30年8
月31日、大阪・中央区の大阪キャッスルホテ
ル3階「錦城閣」において開催され、
組合員
及び組合員企業の従業員らおよそ81名が
出席し、
親睦を深めた。
午後6時、坂本理事長が声高らかに乾
杯を発声。会場では、夏の夕暮れに映える
大川の川面を眺めながら、
ビール片手に組
合員企業の従業員同士が歓談する場面も
見られ、和やかなムードのもと、参加者は暑
い夏の夜のひとときを楽しんだ。

近畿印刷産業機材協同組合は2月18日、株式会社モリサワ本
社4階において「『働き方改革』
の総合対策を徹底解説!〜企業が
実行するべき具体的取り組み」
と題したセミナーを開催し、7名が参
加した。
「働き方改革関連法」が昨年6月に成立し、年次有給休暇を年
間5日間取得させる義務が中小企業を含むすべての事業者に本年
4月から適用されるほか、
残業時間の上限規制や同一労働同一賃
金の適用、
中堅中小企業への割増賃金率の引き上げ等、重要か
つ経営に重大な影響を与える様々な改正が順次施工される。
今回のセミナーでは、社会保険労務士・国家資格キャリアコンサ
ルタントの福西綾美氏（株式会社ソフィアステージ 代表取締役）
を
講師に招き、企業が早急に対応を
迫られる長時間労働の是正、年次
有給休暇の消化等、法改正への
対応と働き方改革への取り組みが
解説された。

競技方法はダブルペリア。優勝は、㈱大
伸 組の樋 上 啓 示 氏（ O U T 5 1 、I N 5 2 、
GROSS103、HDCP31.2、NET71.8）
で、
ベ
ストGROSSには、
エステック㈱の菅幸男氏
が輝いた
（OUT46、
IN42、
GROSS88）。

優勝は樋上啓示氏（大伸組）

組合員交流の場として恒例となった「ゴ
ルフコンペ」が平成30年10月27日、奈良の
法隆寺カントリー倶楽部において開催され、
13名が参加した。

発行
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大印工組（協賛：大阪印関連）

新春会員交流大会に523名

古希以上の長寿を祝う

大阪天満宮で「長寿会」

恒例のゴルフコンペ

しで、
今回で51回目となる。
当日は、午前11時30分から大阪天満宮
本殿において長寿祈願が行われ、記念撮
影のあと懇親会が開かれた。

大阪府印刷工業組合（作道孝行理事
長）
は1月10日、大阪市都島区の太閤園に
おいて平成31年新春会員交流大会を開
催し、
523名が参加した。
年 頭 挨 拶に立った 作 道 理 事 長 は 、
「我々は様々な顧客視線での改革、
改善を
続けていかなければならず、
それは経営者
1人では到底できることではない。組合では
組合員に必要な情報の提供、成功事例の
紹介、
相談窓口の設置など、
企業経営をサ
ポートする数多くのメリットを用意している」
と
述べ、組合事業の積極的な活用を呼び掛
けた。
このあと、来賓祝辞に続き、宗清皇一衆
議院議員の乾杯発声で開宴した。

大阪印刷関連団体協議会（作道孝行
会長）の秋季恒例行事「長寿会」が平成
30年11月2日、
大阪天満宮で開催された。
長寿会は、大阪府下の印刷および関連
業界から70歳以上を招き、
発展した現在の
業界の礎を築き上げた功績に感謝の意を
表すとともに、
これからの健康を祈願する催
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