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近畿印刷産業機材協同組合（坂本進理事
長）
は6月14日、
大阪・中央区のKKRホテル大阪に
おいて第69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、組合員
企業の生産性向上支援訓練の実施をはじめ、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、
また大阪印刷
関連団体協議会加盟の業界他団体との連携強
化および共同事業などを実施していく。
さらに来年1
月31日には組合創立70周年記念式典の開催を
計画。新年度予算1,707万9,000円を計上してい
る。
総会終了後には、
アクサ生命保険（株）
の日下
英樹氏を講師に招き
「中小企業に広がる健康経
営」
と題した講演を開催。健康
経営の必要性やその背景、
取り組みの方向性などが解
説された。
講師の日下氏▶
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加貫氏に花束を贈呈

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、
今年のG20やラグビーワールドカップ
をはじめ、2021年のワールドマスターズゲームズ、
2025年の大阪万博といった関西での開催イベント
にふれた上で、
「これを一時的な出来事で終わらせ
ず、関西経済浮揚のきっかけになって欲しいと切に
願う」
との心境を語った。
また、令和元年春の叙勲で旭日双光章を受章
した加貫順三氏（元 近畿印刷産業機材協同組
合理事長・
（株）加貫ローラ製作所会長）
の栄誉を
称え、坂本理事長から加貫氏に花束が贈呈され
た。

理事会
日
場

時：令和元年5月14日 14：00〜
所：エルおおさか
（大阪市中央区北浜東3-14）
出席者：9名
第1号議案
平成30年度事業報告並びに決算関係
書類承認の件
第2号議案
第69期通常総会後講演会の件
第3号議案
正副理事長会議報告の件
第4号議案
生産性向上支援訓練調査報告の件
第5号議案
工場見学会日程決定の件
第6号議案
第69期通常総会提出議案承認の件
第7号議案
関連団体総会出席者決定の件
第8号議案
報告事項の件
日
場

時：令和元年6月27日 16：00〜
所：加藤ビル 3階 A室
（大阪市天王寺区堀越町10-12）
出席者：10名
第1号議案
賦課金金額設定条件承諾の件
第2号議案
賛助会加入者承認の件
第3号議案
令和1年度福利厚生事業詳細決定の件
第4号議案
令和1年度生産性向上支援訓練詳細
決定の件
第5号議案
令和1年度教育情報事業概要決定の件
第6号議案
コスト削減コンサルタントの件
第7号議案
組合創立70周年記念事業概要決定の件
第8号議案
報告事項の件
日
場

時：令令和元年8月30日 16：00〜
所：大阪キャッスルホテル 3階 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
臨時総会開催の件
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第2号議案
賛助会加入者報告の件
第3号議案
JP団体長会議報告の件
第4号議案
2019年度事業進捗状況報告の件
第5号議案
生産性向上支援訓練実施の件
第6号議案
大阪府中小企業団体中央会共済制の件
第7号議案
大阪府補助事業の件
第8号議案
正副理事長会議報告の件
第9号議案
組合創立70周年記念事業の
第10号議案
報告事項の件

正副理事長会議
日
場

時：平成31年3月14日 17:30〜
所：石川ビル
（大阪市東成区玉津3-1-33）
出席者：4名
第1号議案
組合員賦課金調整条件設定の件
日
場

時：平成31年4月15日 16：30〜
所：近畿印刷産業機材協同組合
（大阪市東成区東中本3-2-5）
出席者：4名
第1号議案
一部組合員賦課金調整のための訪問
の件
第2号議案
生産性向上支援訓練事前アンケートの件
第3号議案
第69期通常総会後講演会の件
第4号議案
創立70周年記念式典の件
日
場

時：令和1年7月19日 15：00〜
所：近畿印刷産業機材協同組合
（大阪市東成区東中本3-2-5）
出席者：4名
第1号議案
コスト削減コンサルタントプレゼンテーショ
ンの件
第2号議案
賛助会新規加入者承認の件
第3号議案
新物故者慰霊祭並びに納骨者・業界物

故者追悼法要の件
第4号議案
臨時総会開催の件
第5号議案
ビアパーティ中締挨拶の件
第6号議案
ゴルフコンペの件
第7号議案
生産性向上支援訓練の件
第8号議案
組合創立70周年記念式典の件

監事会
日
場

時：平成31年4月23日 14：20〜
所：近畿印刷産業機材協同組合
（大阪市東成区東中本3-2-5）
出席者：2名
第1号議案
監査

行 事 予 定
■ゴルフコンペ開催
令和1年10月17日
（木）
9：00 OUT スタート
やしろ東条ゴルフクラブ
予約人数：5組 20人
競技方法：ダブルペリア方式
プレー費：10,194円
（昼食・キャディ付）
締切：令和1年9月24日
（火）
■生産性向上支援訓練開催
株式会社モリサワ 4階 会議室
9：30〜17：00
訓練コース別日程
・令和元年11月12日
（火）
対象：管理者層コース
原価管理とコストダウン
・令和元年11月13日
（水）
対象：初任層コース
提案型営業手法
・令和元年11月19日
（火）
対象：中堅層コース
提案型営業実践
・令和元年11月20日
（水）
対象：中堅層コース
事故をなくす安全衛生活動
※詳細は同封チラシをご参照下さ
い。
■組合創立70周年記念式典開催
令和2年1月31日
（金）
シェラトン都ホテル大阪

令和元年春の叙勲

加貫順三氏が旭日双光章を受章

令和元年春の叙勲において、近畿印刷産業機材協同組合の元理事長・加貫順三氏
（（株）
加貫ローラ製作所会長）
が、旭日双光章を受章しました。

伝達式に出席した加貫氏と知枝夫人

昭和58年4月に西日本印刷製本機械協同組合理事に、
昭和59年4月に大阪印刷材料同
業会理事にそれぞれ就任。
その後、西日本印刷製本工業協同組合は、平成5年4月に大阪
府印刷製本機械工業協同組合と合併し、
近畿印刷産業機械協同組合に改称。
さらに平成
13年12月に近畿印刷機材協議会と合併し、近畿印刷産業機材協同組合と改称。
この間、
平成5年の合併後も引き続き理事に就任するとともに、
平成10年4月には副理事長に就任。
ま
た平成13年の合併後も引き続き、
副理事長に就任した。
平成16年5月に、
同組合の理事長に就任し、組合の会報誌発行を開始する等組合員の
融和に尽力し、
6期約12年間の理事長職をつとめあげ、
平成28年6月に理事長を退任。
その
後も平成30年6月7日までの2年間、
理事として後輩の指導にあった。

報 告 事 項
■生産性向上支援訓練 第4回目
平成31年3月1日
株式会社モリサワ本社4階
訓練分野組織マネジメント
成果を上げる業務改善
参加者数 9名
■ものづくり補助金やその他補助金・支援事
業説明会
平成31年3月5日
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
参加者数 30名
■KPMAゴルフコンペ
平成31年4月18日
（木）
7：52 INスタート
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
参加者数 15名
■第69期通常総会
令和1年6月14日
（金）
16：30〜
KKRホテル大阪 3階 曙の間
出席者数 46人
（本人出席29人、
委任状出席17人）
■講演会
令和1年6月14日
（金）
17：15〜
KKRホテル大阪 3階 曙の間
演題：企業の永続的な発展のために不
可欠〜「健康経営」の実践に向けて
講師：アクサ生命株式会社
西日本法人営業部 部長
健康経営アドバイザー
日下 英樹 氏
参加者数 40人
■懇親会
令和1年6月14日
（金）
19：00〜
KKRホテル大阪 2階 白鳥の間
参加者数 43名

■工場見学会
共催：大阪印刷関連団体協議会
令和1年6月21日
（金）
13：30〜
田中手帳株式会社
参加者数 56名
■交流会
令和1年6月21日
（金）
17：30〜
豊丸水産 住之江公園店
参加者数 24名
■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31年3月6日
（水）
14：00〜
マイドームおおさか 8階 第1・2会議室
■大阪印刷関連団体協議会 事務局連絡
会議
平成31年3月22日
（金）
18：00〜
大阪印刷会館 4階大会議室
■プレJP
平成31年4月5日
（金）
15：00〜
太閤園
■大阪印刷関連団体協議会 役員会
令和1年5月15日
（水）
15：30〜
太閤園 2階 エメラルドルーム
■大阪府印刷工業組合 講演会・表彰式・
情報交換会
令和1年5月17日
（金）
15：40〜
太閤園
■大阪府ものづくり振興協会 臨時運営委
員会
令和1年5月23日
（木）
17：00〜
源平
■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
令和1年5月29日
（水）
16：00〜
KKRホテル大阪 3階 銀河の間

■JP2019情報・印刷産業展 開場式
令和1年5月31日
（金）
10：00〜
インテックス大阪5号館 会場前
■JP2019情報・印刷産業展
令和1年5月31日
（金）
〜6月1日
（土）
インテックス大阪5号館
■JP産業展協会「JP2019・ICTと印刷展」
開催感謝会
令和1年5月31日
（金）
17：30〜
ハイアットリージェンシー大阪 2階
クリスタルボールルーム
■船場緑友会 通常総会
令和1年6月17（月）15：30〜
スイスホテル南海大阪 8階 浪華の間
■大阪府中小企業団体中央会 通常総会
令和1年6月20（木）14：30〜
マイドームおおさか 3階
■大阪府ものづくり振興協会 通常総会
令和1年6月20（木）18：00〜
ヴィアーレ大阪
■大阪印刷関連団体協議会 通常総会並
びに祝賀会
令和1年6月25（火）16：30〜
太閤園「ゴールデンホール東」
「アメジス
トルーム」
■JP団体長会議
令和1年7月4（木）12：00〜
プレミアホテルCABIN大阪
2階SAKURA
■大阪商工会議所東支部 運営委員会
令和1年7月9（火）14：30〜
ホテル京阪京橋グランデ7階 かがやきの間
■高野山業界物故者追悼法要
令和1年8月24日
（土）
11：30〜
高野山大霊園内 大阪印刷産業人物故者納骨塔前
KPMA 2019.09
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田中手帳で工場見学会開催

大阪印関協と共催

近畿印刷産業機材協同組合は6月21日、
大阪印刷関連団体協
議会との共催で工場見学会を開催。今回は、創業80年を越える老
舗の手帳製本会社である田中手帳（株）
（ 大阪市住之江区平林
南1-2-52、
田中尚寛社長）
を訪問した。
同社は手帳に特化した製本ラインを持ち、年間1,000種類以上、
1,000万程の手帳を生産している。
当日は、
その製造工程を見学した。
また、
見学会終了後には参加者による交流会も開催され、
情報交
換・歓談の場が持たれた。

中堅層対象の組織マネジメント学ぶ

が2名おられ、
ご長寿での活躍が偲ばれる。

生産性向上支援訓練 実施
近畿印刷産業機材協同組合では、
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、昨年11月に2回、今
年2月22日には3回目、
そして3月1日に第4回
目の生産性向上支援訓練を実施した。場
所は
（株）
モリサワ本社4階（大阪市浪速区
敷津東2-6-25）。
今回の訓練分野は、中堅層を対象とし
た「組織マネジメント~成果を上げる業務改
善」。
当日は9名が参加し、
具体的な業務改
善の手法を学んだ。

優勝の菅幸男氏
（左）

高野山印刷産業人納骨塔奉讃会

慰霊祭・追悼法要を厳修

高野山印刷産業人納骨塔奉讃会（作
道孝行会長）主催（協賛：大阪印刷関連団
体協議会）
による恒例の「新物故者慰霊
祭並びに納骨者・業界物故者追悼法要」
が8月24日、
高野山大霊園 大阪印刷産業
人物故者納骨塔前において厳修された。
関連団体代表者をはじめ、
遺族、
一般参拝
者など、
およそ140名が参拝に訪れ、
納骨塔
恒例のゴルフコンペ
内で安らかに鎮まる故人の冥福を祈るとと
優勝は菅幸男氏（エステック）
もに、遺族の安泰と印刷・関連業界の加護
を祈願した。
高野山大霊園の印刷産業人物故者納
組合員交流の場として恒例となった「ゴ
骨塔は、
大阪印刷関連団体協議会加盟の
ルフコンペ」が平成31年4月18日、
兵庫のセ
団体が一体となり、昭和48年8月20日に建
ンチュリー三木ゴルフ倶楽部において開催
てられ、
その日に開眼大法要が営まれた。
され、
15名が参加した。
以来これを記念して、毎年8月20日前後に
競技方法はダブルペリア。優勝は、エス
を執り行ってお
テック株 式 会 社の菅 幸 男氏（ O U T 4 4、 「慰霊祭並びに追悼法要」
今年で47回目を数える。
IN48、GROSS92、HDCP18.0、NET74.0） り、
午前11時30分より蓮華院の東山泰清住
で、
ベストGROSSにも、
同じくエステック株式
職を導師として高僧4名を迎えて前讃、散
会社の菅幸男氏が輝いた。
華と法要は進められ、関連団体代表、遺
族、
そして一般参拝者焼香の長い列が続
いた。
本年度慰霊祭の新物故者は関連業界
から9名で、100歳代の方が1名、90歳代の
方が3名、80歳代の方が3名、70歳代の方

発行
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川面を眺めながらのビアパーティ

75名が親睦深める

近畿印刷産業機材協同組合は8月30
日、大阪・中央区の大阪キャッスルホテル3
階「錦城閣」において恒例の交流ビアパー
ティを開催。組合員及び組合員企業の従
業員らおよそ75名が出席し、親睦を深め
た。
また開会に先立ち開催された令和元年
臨時総会では、役員辞任にともなう補欠役
員選出の件が審議され、新たに前田弘毅
氏（富士フイルムグローバルグラフィックシス
テムズ
（株））
が選任された。
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。

〒537-0021 大阪市東成区東中本3-2-5 電話06-6981-2931 FAX06-6972-8463

