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第66期通常総会

新理事長に 坂本 進 氏
（坂本造機㈱会長）

坂本 新理事長

補助金や税制事業で情報発信

近畿印刷産業機材協同組合は6月17日、
大阪・北区のリーガロイヤルホテルにおいて第
66期通常総会を開催。議案すべて原案通り
承認可決され、任期満了にともなう役員改選
では新理事長に坂本進氏（坂本造機（株）
会長）
が就任した。
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。組合等事
業向上支援事業を活用して組合員のニーズ
を調査し、新規事業開始の必要性や効果、
負担の量的分析を行う。
また、説明会や研修
会、
見学会などの教育情報事業に注力し、
補
助金事業や税制事業に関する情報を積極
的に発信していく。新年度予算は1,801万
8,000円。
総会終了後には、
「drupa2016に見た最
新印刷関連技術と市場の動向」
と題し、
（株）
バリューマシーンインターナショナル取締役副
社長の宮本泰夫氏による講演会も行われた。
引き続き催された懇親会の席で、
退任の挨
拶に立った加貫理事長は次のように述べた。
「森澤嘉昭前理事長の後を受けて平成16
年に理事長を拝命。以来6期12年つとめさせ
ていただいた。就任時はまだ59歳。
自分を育
ててくれた業界への恩返しと思い引き受けて
から12年。
ようやくバトンタッチさせていただくこ
とになった。
この間、
組合創立60周年の開催、
また私事
ではあるが平成24年秋の褒章で藍綬褒章を
受章したことなど、多くの思い出が私の人生に
刻まれた。
一方で、在任中には平成23年の東日本大
震災、
つい先頃の熊本地震という自然災害に
よる悲しい出来事もあった。東日本大震災で
は当社の仙台営業所も津波に流され、
影も形
もなくなった。
そして現在、東南海地震の危険
性が囁かれる中、企業としてBCP（事業継続

加貫 理事長

計画）策定の必要性
を痛感している。
これまでの12年間、
『この組合に入ってい
て良かった』
と思って
いただくことを目標にし
てきた。今後も新理事
長を盛り上げ、支援い
ただき、
『 存在価値の
ある組合 』
を目指して
いただきたい」
続いて坂本新理事
長が挨 拶 。
「まず、自
6期12年の労をねぎらい、坂本新理事長から加貫理事長に花束が贈呈された
社の説明をさせていた
だきたい。
当社は一時断裁機の製造も行って
いたが、現在は型抜機を製造している。
とくに
携帯電話やデジタルカメラ、
ゲーム機などのフ
ィルムを精密に型抜きする機械である。
以前は市内に本社を置いていたが、11年
前に和泉市にある工業団地『テクノステー
ジ』
に本社を移している。
組 合との関わりは、当組 合の下 部 組 織
『KPMA若生会』への入会がきっかけとなり、
そこを定年で退会した後、
当組合の理事に就
（敬称略）
任。2年前から副理事長を仰せつかってきた。 【新役員】
いま理事長という重責を痛感している。
『私
▷理事長…坂本進（坂本造機）
で良いのか?荷が重い』
と思っていたが、長年
▷副理事長…廣瀬安宏（広瀬鉄工）/柳澤
組合を引っ張ってこられた加貫前理事長に
隆司
（ベルパック）
『肩の荷を降ろしていただきたい』
との思いで
▷理事…上野耕治（ウエノ）/加貫順三（加
理事長を引き受けさせていただいた。印刷と
貫ローラ製作所）/木田庄一郎（木田鉄工
の接点も少なく、
分からないことも多いことからご
所）/下垣充弘（下垣鉄工所）/藤嶋克則
迷惑をかけるかもしれないが、少しずつ勉強し
ていくので、
温かい目で見守っていただきたい。 （富士フイルムグローバルグラフィックシステム
ズ）/塩見哲也（メディアテクノロジージャパン）
厳しい経営環境の中、
この組合が果たす
/森澤武士（モリサワ）
役割は少なくない。微力ながら皆様の力を借り
▽監事：弓倉清（共同精機）/杉山紘司（丸
て、任務に邁進し、精一杯努力する所存であ
楽紙業）
る」

理事会報告
日

時：平成28年5月11日 18：00〜

日

時：平成28年6月17日 15：30〜

日

時：平成28年7月11日 18：00〜

場

所：大阪産業創造館

場

所：リーガロイヤルホテル

場

所：リーガロイヤルホテル

（大阪市中央区本町1-4-5）
出席者：11名
第1号議案
平成27年度決算関係書類承認の件

（大阪市北区中之島5-3-68）
出席者：11名
第1号議案

（大阪市北区中之島5-3-68）
出席者：11名
第1号議案

第66期通常総会提出議案書承認の件

平成28年度組合事業計画作成支援事

第2号議案
第66期通常総会後講演会の件
第3号議案

業申込の件
日

時：平成28年6月17日 18：55〜

場

所：リーガロイヤルホテル

役員定数変更の件
第5号議案
第66期通常総会提出議案承認の件
第6号議案

平成28年度教育情報・福利厚生事業概

（大阪市北区中之島5-3-68）

本年度新規取組事業の件
第4号議案

第2号議案

出席者：11名

要決定の件
第3号議案
平成28年度事業一部開催日程決定の

第1号議案
代表理事（理事長）及び副理事長選任
の件

件
第4号議案
報告事項の件

関連団体事業出席者決定の件
第7号議案
報告事項の件

盛況裡に幕

来年は名称を変更し、
「マイドームおおさか」
で開催

「JP2017・ICTと印刷展」
として2017年4月19・20日の2日間開催
JP2016情報・印刷産業展（主催/JP産
業展協会、西井幾雄会長）
が6月23日から

初日午前10時からは、

25日までの3日間にわたり、大阪・南港の

多数の業界関係者が参加

インテックス大阪5号館において開催さ

のもと開 会 式を挙 行 。席

れ、会期中は多くの来場者で賑わった。

上、主催者を代表して挨拶

40回目を迎えた今回は、
「未来に向けた

した西 井 会 長は「 今 年は

基盤を創る 印刷業界の姿を映し出す機材

drupaが5月に開催された

展に」を開催コンセプトに掲げるとともに、

ため、例年よりも約1ヵ月、開催時期を遅ら

なることを期待したい」
と呼び掛けた。

「印刷とスマホで築く豊かな生活環境」を

せての開催となったが、drupa出展社のブ

来賓代表による祝辞、祝電披露の後、主

開催テーマに、
また業界内部のテーマとし

ースではdrupaの情報も聞けることを期

催者並びに来賓代表によるテープカットが

て「付加価値づくり」を昨年に続いて継承

待したい。JP展は関西で開催される大き

行われて華々しくJP2016が開幕。会場

な展示会であるが、来年からは会場を変え

は午前中から多数の来場者で賑わった。

し、85社・234小間の出展規模で開催され

2

た。
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て行うことになった。我々の業界はハード

なお、来年のJP展は「JP2017・ICTと

からソフトの流れになっている。より付加価

印刷展〜新たなる出発 次に来る変化への

値のある印刷物をお客様に提供するだけ

対応策 つなぐ・つなげる 印刷技術〜」
とし

でなく、
どのようにアピールするか、
またユ

て、2017年4月19日と20日の2日間、

ーザーの近くで物事を見て、創っていくこ

大阪市中央区のマイドームおおさかの1階

となどが求められる。展示会は夢を与える

から3階までの全フロアを使用して、テー

ことが大事であると思っている。来場者ひ

マ別に最新のシステムや技術が展示され

とり1人が夢を掴むことのできる展示会と

る。

3次公募

中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金（資源エネルギー庁）
既に事業活動を営んでいるすべての工場・事業場・店舗等における設備更新を支援する制度。

補助対象

さらに補助対象の範囲が広がりました”！

産業用モータ

FEMS・BEMS

高効率照明

高効率空調

産業ヒートポンプ

業務用給湯器

高性能ボイラ

低炭素工業炉

変圧器

冷凍冷蔵庫

補助金額

1事業者上限1.5億円の範囲であれば事業所数の制限はありません！

1次公募、2次公募において3事業所の交付決定を受けた事業者も、4事業所目以降の事業所を申請できます。
1次公募、2次公募で交付決定を受けた事業所でも、交付決定を受けた補助対象設備と異なる設備区分であれば申請できます。

補助対象設備投資額

×

補助率1/3

＝

補助金額

■補助金額の上限＝1事業「者」あたりの補助金……1.5億円
■補助金額の下限＝1事業「所」あたりの補助金……50万円

公募期間

平成28年7月29日（金）
〜平成28年9月9日（金）（交付決定は10月上旬から下旬の予定）
お問い合わせ
おおさかスマートエネルギーセンター

行 事 予 定

■ゴルフコンペ
平成２８年１０月２６日
（水）
飛鳥カンツリー倶楽部
■新年互礼会
平成29年1月27日
（金）
■第67期通常総会
平成29年6月9日
（金）

電話06-6210-9254

組合員・従業員

FAX06-6210-9259

交流ビアパーティ開催！
！

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26日
（金）18時か
ら、大阪キャッスルホテル3階 錦城閣で開催
致します。
従業員の方々もお誘いの上、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16日
（火）
までに
お願い致します。

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）

３階 中国料理 錦城閣
参加費用：￥2,500
（1人当たり）

KPMA若生会 平成28年度定例総会

新会長に桝隆司氏

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（木田庄一郎会長）
は5月13日、
大阪・北区の
ウルフギャング ステーキハウスにおいて平成28年度定例総会を開
催。議案すべて原案通り承認可決され、新年度予算3,797,626円
を計上した。
なお、
任期満了にともなう役員改選では、
新会長に桝隆司氏（平
和機械（株）社長）
が就任した。
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高野山印刷産業人納骨塔奉讃会（作道

高野山印刷産業人納骨塔奉讃会

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20日

お知らせ

慰霊祭・追悼法要を厳修

8月20日
（土）午前11時30分より高野山大霊園で

（土）午前11時30分より高野山大霊園で執り
行われます。

お問い合わせ・お申し込みは事務局まで

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ました。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、今回で44回目を
迎えます。
当日は関連団体代表者をはじめ、遺族、一
般参拝者など、
多くの方々が参拝に訪れ、
納骨
塔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
願します。
大阪市内より気温が10℃も低い冷気の中、
年に一度の法要ですので、多くのご参加をお
待ちしております。

報 告 事 項
■JP2016情報・印刷産業展 団体長会議
平成28年4月8日
（金）
12：00〜
太閤園・迎賓館4階

寿の間

■船場緑友会

■JP2016情報・印刷産業展 プレJP
平成28年4月8日
（金）
14：00〜
太閤園
第1回役員会

役員会

■懇親会
平成28年6月17日
（金）
19：00〜

割烹

リーガロイヤルホテル ウエストウイング2階

湖月

■大阪府グラフィックサービス協同組合 第
46期通常総会懇親会

平成28年6月6日
（月）16：00〜

平成28年6月9日
（木）
17：30〜
■第66期通常総会

32階 スカイテラス

■大阪府中小企業団体中央会

鉄鋼・機

械・金属協議会
平成28年5月26日
（木）
13：30〜14：00
4階

総会
ヴィアーレ大阪

平成28年5月23日
（月）18：00〜

会議室

■大阪府中小企業団体中央会 事業協同
組合部会

近畿印刷産業機材協同組合
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銀河の間

■大阪府ものづくり振興協会 第13回通常

太閤園 迎賓館3階 ダイヤモンドホール

シティプラザ大阪

3階

第49回通常総会

スイスホテル南海大阪 8階 浪華の間

平成28年5月20日
（金）
16：10〜

ホテル日航大阪

連合会大阪支部 支部通常総会

■船場緑友会

情報交換会

楓の間
出席者数46名

平成28年5月31日
（火）
12：00〜13：30

KKRホテル大阪

2階 オーキッドテラス

■大阪府印刷工業組合 講演会・表彰式・
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会議室

平成28年5月31日
（火）
15:00〜16:00

平成28年5月18日
（水）
15：30〜

発行

4階

■一般社団法人全国労働保険事務組合

■大阪印刷関連団体協議会 平成28年度

太閤園

平成28年5月26日
（木）
14：00〜14：30
シティプラザ大阪

平成28年6月17日
（金）
16：30〜

ダイヤモンドルーム
出席者数50名
■大阪印刷関連団体協議会 平成28年度
通常総会・祝賀会
平成28年6月21日
（火）
16：30〜19：00
太閤園

2階

■JP2016情報・印刷産業展

開場式

平成28年6月23日
（木）
10：00〜
インテックス大阪5号館

会場前

■JP2015情報・印刷産業展
平成28年6月23日
（木）
〜25日
（土）
インテックス大阪5号館
■大阪府中小企業団体中央会 通常総会

リーガロイヤルホテル ウエストウイング2階

平成28年6月23日
（木）
15：30〜

楓の間

マイドームおおさか 3階

出席者数50人（委任状出席含）
■講演会
平成28年6月17日
（金）
17：15〜

■大阪商工会議所 東支部 運営委員会議
（金）
14：30〜
平成28年6月24日
ホテル京阪京橋

7階 かがやきの間

リーガロイヤルホテル ウエストウイング2階
〒537-0021 大阪市東成区東中本3-2-5 電話06-6981-2931 FAX06-6972-8463

