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坂本進新理事長に聞く

INTERVIEW

「融合」+「新たな価値」

──理事長就任からおよそ半年、
まずは現
在の心境をお聞かせ下さい。
坂本 就任以降、新体制で実際に事業を
運営するにあたり、
その重責を日々ますます痛
感しているところです。
そもそも、
多くの古参の理事がおられる中で、
当初は「なぜ私なのか、荷が重い」
とためらっ
ていたのも事実です。
というのも、当社は創業
から10〜15年程は断裁機を製造していました
が、以降はフィルム関係のプレス機械を製造
するメーカーとして事業を転換。現在では主に
携帯電話やデジカメ、
ゲーム機などに使用さ
れる極薄の粘着テープのついたフィルムを精
密に型抜きするプレス機械を製造しています。
つまり、
「印刷」からかなり外れた領域で活動し
ている会社であるため、私自身、印刷業界や
関連団体との関係も薄いことが理事長をお引
き受けするに当たりためらいを感じた大きな要
因です。
しかし、
それよりも長年組合を引っ張ってこら
れた加貫前理事長に
「肩の荷を降ろしていた
だきたい」
という想いが先に立ち、結果、
引き受
けることになった次第です。印刷業界のことを
十分に把握できず皆様にご迷惑をお掛けす
ることが多いとは思いますが、
遅ればせながらこ
れから勉強していきますので何卒暖かい目で
見守っていただきたいと存じます。
また、
この部分をサポートしていただく副理

事長には、
廣瀬安宏氏（広瀬鉄工）
と柳澤隆
司氏（ベルパック）
にお願いしました。
お二人と
も当組合の若手経営者を中心に組織する若
生会時代からの気の知れた仲間なので、
何よ
り心強い存在です。
──坂本新理事長が目指す組合運営の方
向性をお聞かせ下さい。
坂本 とくに大きく方向転換することはなく、加
貫前理事長が推進してこられた「融合」の流
れを踏襲していきます。
ただ、現在の厳しい経
営環境下において、
この組合が果たす役割
は少なくないと思っています。
「融合」
に組合の
新たな価値を加えていくことが私の役割で、
当
面私がやるべきことは「組合に入っていて良か
ったな」
と思ってもらえる組合にすること。
つまり、
間接的に組合員企業の活性化と維持・発展
に繋がる組織づくりです。
また、
その実現のため
にも組合員数の維持も必要だと考えています。
具体的な事業につきましては、従来までの
高速道路、産業廃棄物、
カーリース紹介、
中
古車買取、
自動販売機設置、損害保険など
の事業について、
それぞれ見直しを図りながら
進めていきます。
さらに、
新たな事業として、
外国人研修生受
入事業を検討しています。
これは、当組合が
窓口となり、外国人研修生の技能実習（雇
用）
を組合員企業が行う事業です。現在、検

討委員会を立ち上げたところですが、新春講
演会の前にこの説明会を実施し、組合員企
業のニーズを探りたいと考えています。
その他、
新入社員研修やメンタルヘルス講
習会の実施なども検討していきたいと考えてい
ます。
──それでは最後にご趣味などをお聞かせ
下さい。
坂本 音楽が好きで、趣味はカラオケです。
スポーツはたまにテニスをするぐらいで、
ゴルフ
はしません。
あと、
ウォーキングが日課です。昼食後、当
社のあるテクノステージ
（産業団地）
の遊歩
道を30分くらい歩いて健康維持につとめてい
ます。
──ありがとうございました。

平成29年 新春講演会・新年互礼会のご案内
（金）
平成29年1月27日、
恒例の平成29年「新春講演会」並びに「新年互礼 日時 平成29年1月27日
場所 シェラトン都ホテル大阪
会」
をシェラトン都ホテル大阪において開催いたします。
【新春講演会】3階 葛城の間 17:10〜
今回の講演会は、
講師に講談師の五代目 旭堂小南陵氏をお迎えし、
〈演題〉大和ハウス工業 創業者 石橋信夫
「大和ハウス工業 創業者 石橋 信夫」
と題して開催させていただきます。
〈講師〉講談師：五代目 旭堂小南陵氏
なお、当日は講演前に外国人研修生受入事業組合員説明会も開催
【臨時総会】3階 葛城の間 18:40〜
いたします。
詳細は同封のご案内状をご参照下さい
【新年互礼会】3階 金剛の間 19:00〜

理事会報告

カーリース紹介制度のご紹介

日

時：平成28年8月26日 16:30〜

日

時：平成28年10月27日 16:15〜

場

所：大阪キャッスルホテル

場

所：大阪産業創造館

（大阪市中央区天満橋京町1-1）
出席者：10名

（大阪市中央区本町1-4-5）
出席者：8名

第1号議案

商品・サービス

第1号議案

開催決定事業進捗状況報告の件

平成28年度未開催事業詳細決定の件

第2号議案

第2号議案

未開催事業会場決定の件

平成28年度会議日程決定の件

第3号議案

第3号議案

開催未決定事業内容検討の件

報告事項の件

第4号議案

第4号議案

紹介事業進捗状況報告の件

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。

臨時総会開催の件

第5号議案
報告事項の件

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

団体傷害保険募集のご案内
保険料に団体割引が適用されます。
詳細は同封資料をご参照ください
保険金の種類

保険金額

傷害死亡保険金

傷害死亡・後遺傷害

傷害後遺障害保険金
（※1）

保険金額

傷害入院保険金
傷害手術保険金
（※2）
傷害通院保険金
保険料
（月払） 1口あたり

Aセット

Bセット

160.9万円

86.4万円

傷害入院保険金日額

2,000円

2,000円

傷害通院保険金日額

1,000円

1,000円

職種級別A
600円

職種級別B
700円

（※1）
後遺障害の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害保険金額の100％〜4％をお支払いします。
（※2）
入院中に受けた手術の場合は傷害入院保険金日額の10倍、
それ以外の手術の場合は傷害入院保険金日額の5倍をお支払いします。
●最高7口までご加入いただけます。
●上記は職種級別A
（事務系会社員等）
、職種級別B
（建設作業者等）
の保険料です。
それ以外のご職業の場合には取扱代理店または引受保険会社までお問い合
わせ下さい。

オプションとして、
ご家族全員を被保険者とする賠償責任
保険（月額100円で家族全員を保障）
がセットできます。
Vセット
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保険金額

1億円

保険料
（月払）

100円

報 告 事 項
■外国人研修生受入事業検討委員会
（第1回）
平成28年8月3日
（水）
14:00〜
近畿印刷産業機材協同組合 事務局
■ビアパーティ
平成28年8月26日
（金）
18:00〜
大阪キャッスルホテル 3階 錦城閣
出席者数：85名
■外国人研修生受入事業検討委員会
（第2回）

飛鳥カンツリー倶楽部

平成28年9月15日
（木）
14:00〜

参加者数：12名

マイドームおおさか 3階

■外国人研修生受入事業検討委員会
（第3回）
平成28年10月27日
（木）
15:00〜
大阪産業創造館 5階 研修室C
■JP2016情報・印刷産業展 団体長会議
平成28年7月20日
（水）
12:00〜
大阪印刷会館 3階会議室
■平成28年新物故者慰霊祭並びに納骨

平成28年9月1日
（木）
15:00〜

者・業界物故者追悼法要

近畿印刷産業機材協同組合 事務所

平成28年8月20日
（土）
11:30〜

■大阪府ものづくり振興協会 工場見学会
平成28年10月5日
（水）
8:10〜
見学先：川島織物他京都企業
■船場緑友会 講演会・懇親会
平成28年10月20日
（木）
15:00〜
スイスホテル南海大阪 8階
■JP2017・ICTと印刷展 事前視察と説明会
平成28年10月28日
（金）
10:30〜
マイドームおおさか
■大阪印刷関連団体協議会 団体長会議

高野山大霊園 大阪印刷産業人物故者

平成28年11月2日
（水）
17:00〜

険事務組合）

納骨塔前

太閤園 オパールルーム

平成28年9月28日
（水）
10:00〜

主催：高野山印刷産業人納骨塔奉賛

■大阪労働局監察官による監査（労働保

近畿印刷産業機材協同組合 事務所
■ゴルフコンペ
平成28年10月26日
（水）
8:24OUTスタート

会
協賛：大阪印刷関連団体協議会
■大阪府中小企業団体中央会 中小企業

■長寿会
平成28年11月4日
（金）
11:30〜
〈長寿祈願〉天満宮 11:30〜
〈懇親宴〉相生楼 12:00〜

団体大阪大会

KPMA若生会が
「第58回全国印刷緑友会 大阪大会」に協賛
ギネス世界記録更新！
「商は笑にして勝なり」

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10月29日に開催された「第58回
全国印刷緑友会 大阪大会」
に協賛した。
同イベントは、
「商は笑にして勝なり」
をテーマに、全国の印刷関係者
ら700名以上が集結。大阪・堺市の大仙公園、
ミナミの黒門市場、
なん
ばグランド花月の3会場で、大阪ならではのユニークな企画が展開され
た。KPMA若生会から10名が参加するとともに、
参加者全員にKPMA
若生会のメンバーを紹介したパンフレットを配付した。
当日、全国から駆けつけた参加者は午前11時、
日本最大の仁徳陵
古墳や履中陵古墳を擁する百舌鳥古墳群内に位置する大仙公園に
集合。
ここで「同時に互いのTシャツにサインをする最多人数」
というテー
マでギネス世界記録に挑戦し、
今年インドで達成された500人の記録を
38人上回る538人で見事に記録を更新した。
続いて、
「天下の台所」
とも言われる黒門市場に会場を移し、
それぞ
れ「くいだおれの街」
を散策しながら、
事前に配付されたチケットを使って
大阪の食文化に触れた。
最後は、
なんばグランド花月を完全に貸し切っての式典&漫才・吉本
新喜劇鑑賞。
テーマにもある
「笑」
に包まれながら、全国の若手印刷人
が集うイベントが幕を閉じた。
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高野山印刷産業人納骨塔奉讃会

慰霊祭・追悼法要を厳修

方が1名、
70歳代の方が3名おられ、
ご長寿
での活躍が偲ばれる。
川面を眺めながらのビアパーティ

85名が親睦深める

近畿印刷産業機材協同組合は8月26
日、大阪・中央区の大阪キャッスルホテル内
「中華料理 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85名が出席し、親睦を
深めた。
開会に先立ち挨拶に立った坂本理事長
は、
「 全国的に猛暑が続く中、
とくに大阪は
高野山印刷産業人納骨塔奉讃会（作
厳しい夏になっている。今日は、
そんな暑さ
道孝行会長）主催（協賛：大阪印刷関連団
を吹っ飛ばしてほしい」
と呼びかけ、声高ら
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」 かに乾杯を発声した。
会場では、夏の夕暮れに映える大川の
が8月20日、
高野山大霊園 大阪印刷産業
ビール片手に組合員企
人物故者納骨塔前において厳修された。 川面を眺めながら、
業の従業員同士が歓談する場面も見ら
関連団体代表者をはじめ、
遺族、
一般参拝
れ、和やかなムードのもと、参加者は暑い夏
者など、
およそ165名が参拝に訪れ、
納骨塔
の夜のひとときを楽しんだ。
内で安らかに鎮まる故人の冥福を祈るとと
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
骨塔は、
大阪印刷関連団体協議会加盟の
団体が一体となり、昭和48年8月20日に建
てられ、
その日に開眼大法要が営まれた。
以来これを記念して、毎年8月20日前後に
「慰霊祭並びに追悼法要」
を執り行ってお
り、
今年で44回目を数える。
午前11時30分より蓮華院の東山泰清大
僧正を導師として高僧4名を迎えて前讃、
恒例のゴルフコンペ
散華と法要は進められ、続いて作道会長
優勝は木田庄一郎氏
が新物故者慰霊並びに納骨者追悼の辞
組合員交流の場として恒例となった「ゴ
を大要次のように読み上げた。
ルフコンペ」が10月27日、奈良の飛鳥カンツ
「納骨塔は印刷業界全体の拠り所とさ
12名が参加
れ、
未来永劫の宿縁を結ぶことができるよう リー倶楽部において開催され、
した。
にとの願いのもとに物故者のご芳名を記し
競技方法はダブルペリア。優勝は㈱木田
た芳名録を作成して故人のご冥福をお祈
鉄工所の木田庄一郎氏（OUT51、IN43、
りしている。新仏の中には、長年組合運営
GROSS94、
HDCP22.4、
NET71.6）
で、
ベス
に参画され、印刷関連業界の重要な役員
として尽力された方、印刷業に就かれ今日 トGROSSにも同じく㈱木田鉄工所の木田
庄一郎氏が輝いた。
の企業に成長させた方など、尊敬する方々
が多数おられ、大阪印刷関連業界が今日
あるのは物故された方々の偉大な功績で
あることを深く感謝している」
この後も、厳粛に法要が執り行われ、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5名で、100歳代の方が1名、80歳代の

発行

4

近畿印刷産業機材協同組合

KPMA 2016.12

▲優勝の木田氏
（左）

古希以上の長寿を祝う

大阪天満宮で「長寿会」

大阪印刷関連団体協議会（作道孝行
会長）
は11月4日、北区の大阪天満宮にお
いて秋季恒例の「長寿会」
を開催した。
長寿会は、
協議会加盟団体の70歳以上
の経営者および役員を招き、長寿を祈願し
たあと、会食を通して旧交を温めてもらおう
と昭和43年、前身の明治会当時から実施
されているもので、
本年は第49回を迎える。
この日参加者は、
午前11時30分より大阪
天満宮本殿において長寿祈願お神楽を奉
納後、記念撮影を済ませて、向かいの相生
楼に会場を移して懇親のひと時を過ごし
た。
席上、挨拶の中で作道会長は「変える
べきもの、変えてはならないものを見極め、
しっかり組織運営に努めていきたい」
と難し
い時代の業界動向にふれながら、先輩の
功労に感謝の意を込めて挨拶した。
懇親会では、
久しぶりの再会に歓談の花
を咲かせる光景が随所で見受けられ、宴
半ばでは関西を中心に国内外の舞台で活
躍する傍ら、後世の育成にも力を注いでい
る津軽三味線内田流師範の大黒恵子氏
によって熊本地方の民謡「おてもやん」に
続き、
ソーラン節メドレーなど、津軽三味線
曲弾きが披露され、和やかなひと時が持た
れた。

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

