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補助金の活用促す

「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」説明会に 64 名
近畿印刷産業機材協同組合は2月26日、
大阪印刷関連団体協
議会との共催で、
「補助金説明会」
を株式会社モリサワ本社４階で
開催。64名が参加した。
今年１月20日に成立した平成27年度補正予算にともない、
「ものづ
くり
・商業・サービス新展開支援補助金」の公募が2月5日から開始さ
れた。
同補助金は、
国内外のニーズに対応したサービスやものづく
りの新
事業を創出するため、
認定支援機関と連携して、
革新的なサービス開
発・試作品開発・生産プロセス改善を行う中小企業・小規模事業者の
設備投資等を支援するもの。
補助金説明会では、
近畿経済産業局地
域経済部産業技術課の山本暁典統括係長が制度の概要や申請手
順を、
また大阪府中小企業団体中央会の山口春夫副会長が申請書
の具体的な記述方法などを解説。
自社設備投資に加え、
ユーザーの
設備投資意欲を喚起する制度として熱心に耳を傾けていた。

中山氏

青山氏

近畿印刷産業機材協同組合とKPMA若生会が共催

近畿印刷産業機材協同組合加入企業の若手経営者らで
構成するKPMA若生会（木田庄一郎会長）
は平成27年11月
21日、
近畿印刷産業機材協同組合との共催で、
テレビ等でもお
なじみの民間シンクタンク・
（株）
独立総合研究所 代表取締役
社長兼首席研究員の青山繁晴氏と前外務副大臣の中山泰
秀氏の2人を招き、
ホテルニューオータニ大阪においてトーク
セッション・講演会を開催した。
自民党大阪府連会長でもある中山氏。翌日には大阪市長・
府知事選挙を控えていたが、
およそ50分にわたって、
危機管理
を専門とする青山氏と、
イスラム過激派組織によるテロ事件の背
景や日本の備えについてトークセッションを展開した。
また、
第二
部では、
青山氏が「激動の世界情勢の中での日本」
と題して経
済や外交問題を中心に講演した。

青山繁晴氏×中山泰秀氏
トークセッション&講演会に64名が参加

理事会報告
日

時：平成27年12月9日 17：15〜

に諮ったところ、全出席者を全員異議なく承

場

所：リーガロイヤルホテル
（大阪市北区中之島5-3-68）

認可決した。

出席者：9名

3）
報告事項の件
議長は、前回理事会（平成27年8月28

1）
議案自動車買取紹介契約締結の件
議長は、株式会社イチネンとの自動車買
取紹介契約締結の条件を議場に諮ったと

ころ、
原案通り全員異議なく承認可決した。

日）以降における当協同組合の事業状況を

2）関連団体新年会出席者決定の件

報告してその承認を求めたところ、
全員異議

議長は、関連団体新年会出席者を議場

なくこれを承認した。

日

時：平成28年1月27日 15:00〜

状況を報告してその承認を求めたところ、全

場

所：帝国ホテル大阪
（大阪市北区天満橋1-8-50）

員異議なくこれを承認可決した。

出席者：10名

4）
報告事項の件
議長は、前回理事会（平成27年12月9

1）
補助金説明会開催の件

議長は、監査並びに決算理事会の開催

日）以降における当協同組合の事業状況を

日程を議場に諮ったところ、全員異議なく承

報告してその承認を求めたところ、
全員異議

い旨、議場に諮ったところ全員異議なく原案

認可決した。

なくこれを承認可決した。

通り承認可決した。

3）
平成27年度残事業進捗状況の件

議長は、補助金事業説明会を開催した

2）
監査並びに決算理事会開催日決定の件

議長は、
平成27年度未開催事業の進捗

貴社従業員の業務上災害に備える

「ビジネスJネクスト団体契約制度」のご案内
当組合では、組合員企業の皆さまが従業員の業務上の災
害補償に備えるベストプランとして
「大阪府中央会団体契約制
度（ビジネスJネクスト）」
を採用しています。
本制度は、大阪府中小企業団体中央会が保険契約者とな
り、
各組合員企業の役員・従業員様を対象として業務上の災害
補償をする団体契約保険です。
団体というスケールメリットを生かして最大44%の割引を実現
したたいへんお求め安い保険料となっており、
しかも加入手続き
が簡便化されたことによって、非常に加入しやすい損害保険加

﹁ビジネスＪネクスト﹂のメリット
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提携している損害保険会社は、三井住友海上火災保険株
式会社です。三井住友海上火災保険株式会社は、
業界トップ
クラスの成長性、収益性を有する会社であり、
当組合にとっても
非常に力強いパートナーです。
ぜひこの機会に「ビジネスJネクスト団体契約制度」加入をご
検討下さい。
お問い合わせは、
近畿印刷産業機材協同組合事務局の山
本まで。電話06-6981-2931

・当組合ならではの保険料最大44%の割引を実現!
スケールメリットを生かして、
個別に加入する場合に比べ割安な保険料を実現しました。
・政府労災の認定を待たず、
スピーディーな保険金支払い!
政府労災・健康保険・生命保険等の給付とは関係なく迅速に保険金をお支払いします。
・ご加入手続が簡単!
ご加入年齢にかかわらず掛金は一律で、
面倒な健康診断は不要です。
・便利な月払口座振替方式で、初回から現金いらず!
初回お支払い分から口座振替のため、
余計なお手間がかかりません。
・企業負担の保険料相当額は、全額損金処理可能!
貴社がご負担された保険料相当額は、
全額損金（必要経費）
として計上できます。
・ご契約後の従業員数増減のご報告が不要!
契約時に従業員様全員のご氏名等を通知していただく必要はなく、
ご契約後に人数増減が生じた場合でも、
ご通知
は不要です。
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入制度となりました。

勇気ある
「ファーストペンギン」に
１月27日、帝国ホテル大阪

組合員らおよそ70名が出席

新春講演会のテーマは「フレキソ印刷」
近畿印刷産業機材協同組合
近畿印刷産業機材協同組合（加貫順

2016年 新年互礼会
穴の中には餌があるかもしれないが、天敵が

加貫順三理事長
この後、
上野耕治副理事長による乾杯発

三理事長）
は１月27日、
大阪・北区の帝国ホ

潜んでいるかもしれないからだ。
やがて１匹の

声で祝宴へと移り、
新年を祝う歓談が繰り広

テル大阪において新年互礼会を開催。組

ペンギンが意を決して穴の中に飛び込む。

げられた後、最後は

合員らおよそ70名が駆けつけ、新年の門出

餌を咥えたペンギンが元気に飛び出してき

弓倉清副理事長に

を共に祝った。
また当日は互礼会に先立ち、

たら、
後のペンギンも一斉に飛び込むそうだ。

よる閉会の辞でお開

恒 例の新 春 講 演 会も併 催され、今 回は

この最初に飛び込める勇気ある
『ファースト

きとなった。

（株）
ＴＳ
Ｉプランニング・執行役員シニアフレ

ペンギン』が組合員の中から多く生まれるこ

キソアドバイザーの塚田昌氏を講師に迎え、

とを願っている」
と述べ、
新年の挨拶とした。

講師の塚田氏▶

「日本の軟包装印刷業界事情＆水性フレ
キソの現状」
と題して、
およそ１時間半にわた
る講演が行われた。
互礼会の冒頭、新年の挨拶に立った加
貫理事長は、
ＮＨＫの朝ドラに出てくる五代
友厚について、
「彼は明治初期に大阪株式
取引所を設立した人物だが、
印刷業界人と
は切っても切れない縁がある。英和辞典の
刊行において、
我が国印刷の祖である本木
昌造氏にその構想を伝えて活版業を開くよう
に勧め、融資までした。印刷業界における最
大の支援者のひとりの人物像がテレビで全
国に紹介されたことは、大阪人として大変嬉
しい」
と述べ、
またこのドラマに出てくる
「ファー
ストペンギン」
という言葉に言及。
「氷原に穴
が開いていたとしてもペンギンは何もしない。

恒例の「ボーリング大会」
38名が競い合い、
汗を流す
2月6日、
イーグルボウル新大阪
近畿印刷産業機材協同組合は2月6日、
イーグル
ボウル新大阪において恒例の「ボーリング大会」
を開
催。組合員企業の従業員ら38名が参加した。
同イベントは、組合運営の柱である
「親睦」
を目的
に毎年開催されているもの。
ゲームはスクラッチによる
3ゲームトータルでスコアーを競い合い、
汗を流した。
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第66期通常総会のご案内

日時：平成28年6月17日
（金）
16:00〜

近畿印刷機材協同組合は、6月17日
（金）16時より、
リーガロイヤルホ
テルにおいて「第66期通常総会」を開催致します。皆様のご参加を
お待ちしております。

場所：リーガロイヤルホテル
2階 楓
※19:00からダイヤモンドルームにて懇親会

詳細は5月中頃にご郵送させていただきます

報 告 事 項
■講演会

ウェスティンホテル大阪 4階 花梨の間

■新年互礼会

ホテルニューオータニ大阪

平成28年1月27日
（水）
19：00〜

地下1階 プリムローズ

帝国ホテル大阪

講師：株式会社独立総合研究所
代表取締役社長兼首席研究員
青山 繁晴

氏

中山 泰秀

氏

テーマ：激動する世界の中の日本を語る
（二人のセッション）
演

4階

芙蓉の間

題：激動の世界情勢の中での日本
（青山氏講演）

参加者数：64名

交歓会
大阪淀屋橋ビル13階

食堂

■大阪府印刷工業組合 新春会員交流大会

イーグルボウル

主催：大阪府印刷工業組合

参加者数：38名

共催：大阪印刷関連団体協議会

■研修プログラム検討会（第5回）
平成28年2月9日
（火）
16：00〜
近畿印刷産業機材協同組合 事務局

平成28年1月8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28年1月14日
（木）
16：30〜20：00

■補助金事業説明会
主催：近畿印刷産業機材協同組合

■交流会

■三井住友海上火災保険株式会社 賀詞
平成28年1月8日
（金）
16：00〜17：00

参加者数：70名
■ボウリング大会
平成28年2月6日
（土）
10：30〜

衆議院議員・前外務副大臣

共催：大阪印刷関連団体協議会

堂島ホテル 4階
■一般社団法人日本印刷産業機械工業

平成27年11月21日
（土）
17：00〜

平成28年2月26日
（金）
14：00〜

会年始会

ホテルニューオータニ大阪

株式会社モリサワ 4階

平成28年1月21日
（木）
12：00〜13：30

地下1階 カトレア

参加者数：64名

参加者数：46名
平成27年11月24日
（火）
16：00〜
近畿印刷産業機材協同組合 事務局
■研修プログラム検討会（第3回）
平成27年12月9日
（水）
16：00〜
リーガロイヤルホテル タワーウイング6階 錦
■研修プログラム検討会（第4回）
平成28年1月27日
（水）
15：50〜
帝国ホテル大阪

4階

桐の間

平成28年1月27日
（水）
17：15〜
4階

牡丹の間

講師：株式会社TSIプランニング

平成27年11月16日
（月）14：30〜
KKRホテル大阪

3階

銀河の間

■大阪印刷関連団体協議会 団体長会議
平成27年11月17日
（火）
12：00〜
太閤園

本館 オーキッドテラス

■日本印刷技術協会JAGAT近畿大会2015
平成27年11月17日
（火）
15：00〜
太閤園

同新年懇親会
平成28年1月21日
（木）
17：30〜19：30
スイスホテル南海大阪 8階 浪華の間
■大阪府ものづくり振興協会 新年交流会
平成28年1月25日
（月）17：00〜
ヴィアーレ大阪
■大阪印刷関連団体協議会 団体長会議
平成28年1月29日
（金）
18：00〜

■大阪印刷関連団体協議会 事務局連絡

佐助
■大阪商工会議所 東支部 運営委員会議

平成27年12月11日
（金）
18：00〜
太閤園

■船場緑友会、
船場商工中金ユース会合

蔵の間

平成28年2月17日
（水）
14：15〜
ホテル京阪京橋

■近畿グラフィックコミュニケーションズ工業

7階 かがやきの間

■大阪府中小企業団体中央会代表者並

執行役員

組合 新年互礼会

びに事務局責任者合同会議

シニアフレキソアドバイザー

平成28年1月6日
（水）
18：00〜

平成28年3月8日
（火）
14：00〜

塚田 昌 氏
演題：日本の軟包装印刷業界事情&
水性フレキソの現状

発行

東京プリンスホテル 2階 アグノリアホール

会議

■新春講演会
帝国ホテル大阪

会議室

■労働保険事務組合表彰式

■研修プログラム検討会（第2回）
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平成28年1月7日
（木）
18：00〜

参加者数：54名

平成27年11月21日
（土）
15：00〜

近畿印刷産業機材協同組合
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シティプラザ大阪

3階 コッツウォルズ

マイドームおおさか 8階

第1・2会議室

■大阪府グラフィックサービス協同組合新
年互礼会
〒537-0021 大阪市東成区東中本3-2-5 電話06-6981-2931 FAX06-6972-8463

