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近畿印刷産業機材協同組合 会報誌　No.45

　近畿印刷産業機材協同組合（坂本進理
事長）は6月9日、大阪・中央区のKKRホテ
ル大阪において第67期通常総会を開催。
議案すべて原案通り承認可決された。
　同協組の新年度は、連携組織としての
役割を果たすべく各種施策を実施。具体的
には、政府や大阪府などが実施する補助
金・税制事業などに関する情報発信や説明
会開催のほか、大阪印刷関連団体協議会
加盟の業界他団体との連携を強化していく。
新年度予算は1,688万2,000円。
　総会終了後には、「東日本大震災・熊本
地震から学ぶ、企業の地震BCP（実践編）
について」と題し、（株）インターリスク総研 
大阪支店 災害・事業RMグループ マネ
ジャー・上席コンサルタントの小島勝治氏に
よる講演会のほか、スマートエネルギーなど
に関するセミナーも併催された。
　引き続き催された懇親会の席で挨拶に
立った坂本理事長は、印刷業界の現状に
ついて「『ものづくり補助金』など、政府の施
策によって設備投資するところもあるが、全
体として見れば設備投資意欲は低い」との
見方を示し、国内外ともに先行き不透明な

状況で、景気の下振れリスクが顕在化して
いるとの懸念を示した。
　また、松下幸之助氏の話を引用し、次の
ように述べた。
　「松下幸之助氏が若い頃、船に乗ってい
てよろめき、海に落ちてしまった。泳げないの
でアップアップしていたら、船が気づいて
戻ってきてくれ助かった。その時、幸之助さ
んは、自分はなんと運が強いのだろうと思っ
たそうだ。船が戻ってきてくれなかったら、泳
げない自分は溺れ死んでいた。また、落ちた
のが春の海だったからよかった。これが冬の
海だったら船が戻る前に凍え死んでいた。
自分は本当に運が強い。この運の強さで自
分はこれからの人生のいかなる困難も乗り
切っていける。そう確信したそうである。いか
なる不運、不幸にも腐ったり自棄になったりし
ない。むしろそこに光を見出していく。運命を
発展、繁栄させていくための大切なヒントが
このエピソードにはあるのではないか」
　この話を受け、最後に坂本理事長は、
「本日の講演会でも学んだように、何事も災
害や事故が起こらないように、また、起こった
時のために準備が必要だが、その時、どの

ようにモチベーションを維持していくかが大
事。とくに、企業では経営者や管理職が気
を落としていては、部下のモチベーションは
下がるしかない。ポジティブに考えることを習
慣にしておくことが、BCP（事業継続計画）
においても大事ではないか」との考えを語っ
た。

連携組織としての役割強化へ
補助金・税制事業などに関する情報発信

第66期通常総会

▲坂本理事長

▲BCP、スマートエネルギーを学ぶ
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理事会報告理事会報告

平成28年度臨時総会平成28年度臨時総会

通常総会通常総会

日　時：平成28年12月7日 17:45～
場　所：花外楼 北浜店
　　　　（大阪市中央区北浜1-1-14）
出席者：11名

第1号議案
　本年度残事業決定の件
第2号議案
　本年度開催決定事業詳細決定の件
第3号議案
　関連団体新年会出席者決定の件
第4号議案
　報告事項の件

日　時：平成29年1月27日 18：40～
場　所：シェラトン都ホテル大阪
　　　　（大阪市天王寺区上本町6-1-55）
出席者：49名
　　　　（本人出席30人、委任状出席19人）

第1号議案
　役員補欠選挙の件
　理事　増田 孝浩 氏

日　時：平成29年6月9日 16：45～
場　所：KKRホテル大阪
　　　　（大阪市中央区馬場町2-24）
出席者：48人
　　　　（本人出席24人、委任状出席24人）

第1号議案
　平成28年度事業報告並びに決算関係
　書類承認の件
第2号議案
　平成29年度事業計画（案）及び収支予
　算（案）承認の件
第3号議案
　平成29年度賦課金納入方法（案）承認の件

第1号議案
　欠員となっている副理事長1名選任の件
　木田庄一郎氏が選任された。

日　時：平成29年5月11日 14：00～
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：8名

第1号議案
　平成28年度事業報告並びに決算関係
　書類承認の件
第2号議案
　本年度新規取組事業の件
第3号議案
　本年度開催予定事業の件
第4号議案
　第67期通常総会提出議案承認の件
第5号議案
　関連団体事業出席者決定の件
第6号議案
　報告事項の件

日　時：平成29年1月27日 15:30～
場　所：シェラトン都ホテル大阪
　　　　（大阪市天王寺区上本町6-1-55）
出席者：9名

第1号議案
　平成28年度実施事業候補の件
第2号議案
　年間主要スケジュール決定の件

第7号議案
　第67期通常総会後講演会の件

第3号議案
　平成28年度残事業進捗状況の件
第4号議案
　報告事項の件

日　時：平成29年6月16日 18：00～
場　所：叙々苑游玄亭
　　　　ホテルニューオータニ大阪店
　　　　（大阪市中央区城見1-4-1）
出席者：10名

第1号議案
　平成29年度福利厚生事業詳細決定の件
第2号議案
　平成29年度教育情報事業概要決定の件
第3号議案
　報告事項の件

日　時：平成29年6月9日（金)18：50～
場　所：KKRホテル大阪
　　　　（大阪市中央区馬場町2-24）
出席者：8名

カーリース紹介制度のご紹介

商品・サービス

トヨタ車以外もOK  お得なレンタカーカードも
・トヨタのすべての車両
・トヨタ車以外の車両（軽四輪含む）
・お得なレンタカーカードや便利な給油カード
・総務部門の合理化や管理強化に繋がるシステム・サービス
・専任スタッフによる各種情報提供やコンサルティングサービス

当組合では、組合員企業を対象に、トヨタレンタリースと連携してカーリ
ースおよび付帯サービスを提供しています。ぜひご活用ください。
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■外国人研修生受入事業検討委員会（4
　回目）説明会
　平成28年12月7日（水）17：00～
　花外楼　北浜店
■外国人研修生受入事業検討委員会（5
　回目）説明会
　平成29年1月27日（金）16：50～
　シェラトン都ホテル大阪 3階 伊勢の間
■新春講演会
　平成29年1月27日（金）17：10～18：40
　シェラトン都ホテル大阪 3階 葛城の間
　テーマ講談：関西経済界の先人
　講師：旭堂 小南陵 氏
　出席者数：47名
■新年互礼会
　平成29年1月27日（金）19：00～
　シェラトン都ホテル大阪 3階 金剛の間
　出席者数：58名
■KPMAゴルフコンペ
　平成29年4月15日（土）9：34 INスタート
　法隆寺カントリー倶楽部
　出席者数：11名
■監事会 監査
　平成29年4月25日（火）10：30 
　近畿印刷産業機材協同組合 事務局
　出席者数：2名
■補助金や税制優遇の説明会
　主催：近畿印刷産業機材協同組合
　共催：大阪印刷関連団体協議会
　平成29年4月28日（金）15：00 
　株式会社モリサワ 本社4階
　出席者数75名
■講演会
　平成29年6月9日（金）17：15～
　KKRホテル大阪 5階 瑞宝の間
　出席者数：30名
■懇親会
　平成29年6月9日（金）19：05～
　KKRホテル大阪 3階 銀河（東）の間
　出席者数：39名
■労働保険事務組合表彰式
　平成28年11月18日（金）14：00～16：00
　KKRホテル大阪 3階 銀河の間
■日本印刷技術協会 JAGAT近畿大会
　2016
　平成28年11月25日（金）15：00～19：00
　太閤園　
■大阪印刷関連団体協議会 事務局連絡

　会議
　平成28年12月9日（金）18：00～
　太閤園　蔵の間
■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29年1月6日（金）18：00～
　シティプラザ大阪 4階 海
■大阪府グラフィックサービス協同組合新
　年互礼会
　平成29年1月10日（火）18：00～
　ウェスティンホテル大阪 4階 花梨の間
■大阪府印刷工業組合 新春会員交流大会
　主催：大阪府印刷工業組合
　共催：大阪印刷関連団体協議会
　平成29年1月13日（金）18：00～20：00
　太閤園 迎賓館 3階 ダイヤモンドホール
■関西フォーム印刷工業会 新年互礼会
　平成29年1月19日（木）16：30～20：00
　ホテル阪急インターナショナル 6階 瑞鳥
　の間
■船場緑友会 役員懇談会
　平成29年1月24日（火）16：00～
　帝国ホテル大阪 4階 水仙の間
■船場緑友会、船場商工中金ユース会合
　同新年懇親会
　平成29年1月24日（火）17：30～19：30
　帝国ホテル大阪 5階 八重の間
■大阪府ものづくり振興協会 新年交流会
　平成29年1月25日（水）17：00～
　プリムローズ大阪
■大阪印刷関連団体協議会 団体長会議
　平成29年2月6日（月）17：00～
　大阪印刷会館 4階大会議室
■大阪府ものづくり振興協会 企業啓発研
　修会及び事務局長会議
　平成29年2月13日（月）13：30～16：30
　クリエイターズプラザ
■JP産業展 JP2017 ICTと印刷展・団体
　長会議
　平成29年2月22日（水）13：00～13：45
　マイドームおおさか 1階 レストランマイドーム
■JP産業展 プレJP2017・情報交換会
　平成29年2月22日（水）15：00～
　マイドームおおさか 8階 第3会議室
■大阪府ものづくり振興協会 機械金属部
　会団体事務局会議
　平成29年2月23日（木）15：00～
　大阪産業創造館 6階 D会議室

■大阪府中小企業団体中央会 組合代表
　者並びに事務局責任者合同会議
　平成29年3月9日（木）14：00～16：20
　マイドームおおさか 8階 第1・2会議室
■JP2017ICTと印刷展 会場式
　平成29年4月19日（水）10：00～
　マイドームおおさか　
■JP2017ICTと印刷展　
　平成29年4月19日（水）～20日（木）
　マイドームおおさか
■大阪印刷関連団体協議会 平成29年度
　第1回役員会
　平成29年5月17日（水）15：30～
　太閤園　
■大阪府印刷工業組合 講演会・情報交換会
　平成29年5月19日（金）16：00～
　太閤園　
■大阪府グラフィックサービス協同組合第
　47期通常総会懇親会
　平成29年5月25日（木）18：00～
　ホテル日航大阪 32階 スカイテラス
■一般社団法人全国労働保険事務組合
　連合会大阪支部 支部通常総会
　平成29年5月29日（月）15：30～16：30
　KKRホテル大阪 3階 銀河の間
■船場緑友会 役員会
　平成29年5月30日（火）12：00～13：30
　ホテル日航大阪 31階 カトレア
■大阪府ものづくり振興協会 第14回通常
　総会
　平成29年6月8日（木）17：30～
　ヴィアーレ大阪
■大阪商工会議所　機械部会
　平成29年6月20日（火）10：30～
　大阪商工会議所
■大阪商工会議所東支部　運営委員会
　平成29年6月20日（火）14：30～
　ホテル京阪京橋グランデ
■JP2017 ICTと印刷展・団体長会議
　平成29年6月20日（火）15：00～
　太閤園　
■大阪印刷関連団体協議会 団体長会議
　平成29年6月20日（火）16：00～
　太閤園　
■大阪印刷関連団体協議会 通常総会並
　びに祝賀会
　平成29年6月20日（火）16：30～
　太閤園　

報 告 事 項
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　組合員交流の場として恒例となった「ゴ
ルフコンペ」が4月15日（土）、奈良の法隆寺
カントリー倶楽部においてダブルペリア方式
にて開催され、11名が参加した。
　優勝は㈱大伸組の樋上啓示氏
（OUT57、IN50、GROSS107、HDCP32.4、
NET74.6）、ベストGROSSには㈱木田鉄工
所の木田庄一郎氏（OUT48、IN50、
GROSS98）が輝いた。

　近畿印刷産業機材協同組合は４月28
日、大阪印刷関連団体協議会の他団体と
共催で「今から使える経済産業省施策」と
題した説明会を開催。75名が聴講に駆け
つけた。
　政府は、助成金、補助金や税制優遇な
どによりデフレ脱却と中小企業等による内
外需要拡大を図っており、今年度もその方
針が続くことは、概算要求額が昨年度予算
額を超えていることからもうかがえる。
　そこで今回は、政府の直接担当部局で
ある近畿経済産業局から講師を迎え、経
済産業省の中小企業経営強化税制や補
助金等の理解を促した。

　大阪印刷関連団体協議会（作道孝行
会長）は6月20日、大阪・都島区の太閤園に
おいて平成29年度通常総会を開催。新旧
年度事業および収支予算など、議案すべ
て原案通り承認可決した。また、総会終了
後には、祝賀会も催された。
　総会では、新年度事業計画として、8月
24日の高野山「新物故者慰霊祭並びに納
骨者・業界物故者追悼法要」に協賛する
ほか、長寿会を11月2日、新春会員交流大
会を来年1月12日（協賛）に開催することな
どを決定。予算309万円を計上している。
　祝賀会の席で挨拶に立った作道会長
は、「同協議会は、『業界を良くしていく』と
いう共通目的のもと様々な連携を模索して
いる。本日、そのひとつの取り組みとして、各
団体の情報を共有していく試みの承認をい
ただいた。具体的には大阪府印刷工業組
合が発行する広報誌『PRI・O（プリオ）』を
通して、各団体の事業紹介をはじめ、加盟
企業のPRなどを発信していく。今後、相互
のメリットに繋がるような事業にしてきたい」
と述べ、理解と協力を呼びかけた。

恒例のゴルフコンペ

優勝は樋上啓示氏（大伸組）

▲優勝の樋上氏（右）

大阪印刷関連団体協議会

各団体の連携強化へ
税制や補助金等の理解促す

「経済産業省施策」セミナー

　近畿印刷産業機材協同組合企業の若手経営者らを中心に構成する
KPMA若生会（桝隆司会長）は5月12日、大阪市中央区の美麗華において平
成29年度定例総会を開催。議案すべて原案通り承認可決した。
　同会は今期、2018年2月10日に大阪市中央公会堂で開催される
「PrintNext2018」の協力団体として参加することを決定。これは、全国青年印
刷人協議会、全国印刷緑友会、SPACE21の青年部3団体が運営する合同イ
ベントで、「強い会社になるために、そして企業を永く継続するために」をテーマ
に掲げている。
　今後、具体的にどのような形で参画するかを協議していく方針。

KPMA若生会 平成29年度定例総会

行
事
予
定

■ゴルフコンペ
　平成29年10月18日（水）
　飛鳥カンツリー倶楽部
■新年互礼会
　平成30年1月26日（金）
　19：00～
　シェラトン都ホテル大阪

　恒例行事となっております「組合員・従業
員交流ビアパーティ」を8月25日（金）18時か
ら、大阪キャッスルホテル6階で開催致しま
す。
　従業員の方 も々お誘いの上、是非ご参加
くださいますようお願い申し上げます。
　なお、出欠のご返事は8月15日（火）までに
お願い致します。

交流ビアパーティ開催！！

日時：平成28年8月26日（金）18：00～
場所：大阪キャッスルホテル
　　　（大阪市中央区天満橋京町１－１）
参加費用：￥2,500（1人当たり）

組合員・従業員

「PrintNext2018」の協力団体として参加


