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巻 頭 言

繋がり
副理事長

堀ノ江 良

ようやく日中の暑さも薄れ、毎日が過しやすく

なってきました。組合員の皆様にはご健勝のこと

と存じます。

日頃は組合活動にご理解、ご協力いただきまし

て誠にありがとうございます。

先日、若い作家の方の個展を拝見して、日常か

ら一歩踏み出す時間を設け、刺激を受ける時間を

作る事の大切さを感じました。

同時にＯＡＣの活動においても、青年部をはじ

め技能士会の若い皆さんの頼もしい行動力を益々

亢進させられるよう、我々の世代も負けていられ

ないと感じます。

同じ時を過ごし、世代によって感じ方が違う事

を共有し合えるのも新たな刺激となって、これか

らの企業作り、人作りに繋がっていると組合の活

動を通して実感しております。

次世代、三世代の後継者が増えて、若い世代が

生き生きと働く今、技術や機械はもちろんです

が、土台となる人間同士の繋がりを感じられるよ

うな、そんな元気な組合で有り続けてもらいたい

と思います。

気候も過ごしやすくなると同時に、集中力も意

欲も増す時節です！スポーツに関わらず、展示会

や勉強会など、日頃にない一日を過すには申し分

ない季節です！

「はじめまして」から始まる関係が益々増える

事を願い、今後も組合活動に皆様のお力添えをお

願い致します。
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245回OACG会コンペ
平成26年７月５日㈬
淡路カントリー／20人参加

第245回OACG会ゴルフコンペで優勝しまし
たレッドホットの小寺です。

メンバーと天候とコースと何よりハンディに恵
まれOACG会入会して２回目の優勝をすることが
できました。

６月はコースに４回行き、前日の洲本ゴルフク
ラブのマンスリーは、いいスコアではなかったの
ですが、週１回のペースでゴルフに行けたのと、
アイアンを買い替えたので少し練習にも行った効
果もあったのか、いい結果がでました。

優勝 小寺 俊秀
２位 中筋 敦生
３位 堀ノ江 良

242回に優勝して以来、スコアが悪く、今回の
ハンディ改正で沢山のハンディをいただき、おか
げで優勝できました。

次回からハンディがかなり減るので、優勝は難
しいですが、ブービーメーカーにだけはならない
ように頑張りたいと思います。

本当にありがとうございました。 小寺 俊秀

246回OACG会コンペ
平成26年9月17日㈬
奈良若草カントリー倶楽部／12人参加

今回優勝させていただきました富田林の虎
ねこ

こと
松本です。今回はキャディさんなしのセルフでし
たので少し戸惑いもありました。特にここのグリ
ーンは難しく、ポテトチップスのようなうねりが
有り、パットが大変でした。

ただ、ドライバーの調子が良かったので、OB
が１球もなかったです。

最近私、少し目も見えにくくなり、自分の打っ
たボールさえどこに飛んだかわからないぐらいで

す。なので、メンバー３人（保田、多志満、中元）
様に大変お世話になり、今回楽しく回らせていた
だき、有り難うございました。

今回のスコア、若草コース44、生駒コース42、
グロス86、ハンディ17.2、ネット68.8。

次回はハンディは9.8になると言っていました。
次回上位を狙うのは難しいと思いますが、頑張り
たいと思います。ヨロシク!! 松本 実

優勝 松本 実
２位 保田 昌伸
３位 堀ノ江 良
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第517回理事会報告
日 時 平成26年７月10日㈭ 午後６時
場 所 ＯＡＣ会議室
議 長 松本理事長
本人出席 松本理事長、森川・悦・浦・堀ノ江・

伊藤副理事長、笠谷・金井・松林・柏原・
栩野・松原・大亦・山田・山岸・可児・
橋本理事

書面出席 秋村・山元・木南理事

審議事項
⑴親睦旅行会について

議長は、堀ノ江副理事長に親睦旅行会につい
て事業計画書を基に説明させ、以下の通り満
場異議なく承認可決した。案内文は８月理事
会にて検討する。

開催日 平成26年10月17日㈮・18日㈯
行き先 静岡焼津方面
参加費 22,000円 ２人目以降37,000円

⑵移動理事会について
議長は、森川副理事長に移動理事会について
説明させ、８月８日㈮午後４時30分より犬鳴
き山温泉み奈美亭にて開催することを議場に
諮ったところ満場異議なく承認可決した。

第518回理事会報告
日 時 平成26年８月８日㈮ 午後４時30分
場 所 み奈美亭
議 長 松本理事長
本人出席 松本理事長、森川・悦・浦・堀ノ江・

伊藤副理事長、笠谷・金井・松林・柏原・
栩野・秋村・松原・大亦・山岸・木南・
橋本理事

書面出席 山田・可児理事
出 席 信貴・夏目相談役、小西監事、上田技能

士会長

審議事項
⑴第一四半期報告について

議長は、悦副理事長に資料に基づき内容を説
明させた後、これを議場に諮ったところ満場

OAC理事会

異議なく承認可決した。
⑵親睦旅行会について

議長は、堀ノ江副理事長に親睦旅行会の案内
文について説明させ、写真を大きく、カラー印
刷で郵送することとした。

⑶情報交換の場の提供について
議長は、栩野理事に情報交換の場の提供につ
いて事業計画書を基に説明させ、11月７日㈮
オ・セイリュウにて開催することを議場に
諮ったところ満場異議なく承認可決した。内
容についてはテーマ「仕事力を深める」に結び
つくよう名刺交換会を行うなど更に検討して
いくこととした。

第519回理事会報告
日 時 平成26年９月11日㈭ 午後６時
場 所 ＯＡＣ会議室
議 長 松本理事長
本人出席 松本理事長、森川・悦・浦・堀ノ江・

伊藤副理事長、笠谷・金井・柏原・松原・
大亦・山田・山元・山岸・夏目理事

書面出席 松林・栩野・秋村・木南・可児・橋本
理事

審議事項
⑴情報交換の場の提供について

議長は、笠谷理事に情報交換の場の提供であ
る名刺交換会＆ダンスショーについて説明さ
せ、参加者リストに業務内容を載せて配布、名
刺交換の時間をとってから食事タイムとする
ことを議場に諮ったところ満場異議なくこれ
を承認可決した。知り合い業者等にも声かけ
してもらうことで友好団体との関係に誤解が
生じないよう各団体理事長に説明に伺うこと
とした。

⑵支部合同忘年会について
議長は、笠谷理事に支部合同忘年会について
説明させ、今年度は５支部合同で12月９日㈫
心斎橋モノリスにて開催することと、組合会
計から助成することを議場に諮ったところ満
場異議なくこれを承認可決した。
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