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若い力
副理事長

森川　英雄

　秋冷の候、皆様におかれましては益々ご健勝の

こととお慶び申し上げます。

　今回は、「若い力」について少し書かせて頂き

ます。

　最近色々な所で求人広告を掲載しても若い人材

が集まらない、若い人材が入ってきても直ぐに辞

めてしまうといった声を聞きます。弊社も近年若

い人材を確保する事がだんだん難しくなってきて

おり、日々試行錯誤しながら新しい人材を確保し

ております。

　おかげさまでOACは近年各支部長が若返り、

青年部のみなさんも独自で事業を行うなど若い力

が組合を支えているといっても過言ではありませ

ん。近い将来支部長の中から理事長が出て、青年

部から次期支部長が出てきてくれるとさらに組合

も活性化すると思います。その為にも組合員の皆

様には社におられる若い方が青年部に加入できる

ような環境を作っていただければと思います。

　これから10年先、20年先、組合が盛り上がる

為には青年部のメンバー増加が必須となってきま

す。皆様の社におられる若い方は営業や現場の最

前線で働かれておられるでしょうから、なかなか

青年部の為に時間を割いていただく事は難しいか

もしれませんが、組合を盛り上げていく為にも御

理解・御協力の程何卒よろしくお願い致します。
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第２回 屋外広告物条例等の勉強会開催
　昨年７月に第１回の勉強会を開催し、違反広告、
禁止物件、許可基準、申請手続き等の基礎的な事
を学びました。
　そして、今年７月11日㈯に第２回の勉強会を開
催しました。昨年と同様、株式会社日塔設計事務
所土屋社長さんに講師をお頼みして、参加者34名
で開催いたしました。
　今回は事前に質問事項の募集を行い、参加され
ない方の質問事項も含めそれに基づき説明を聞き

ました。内容が分かりにくい面があることと、設
計士さんの立場上お答えしにくい分もありました
が、回答を返信させていただきました。参考にな
れば良いかと思います。
　さて、今年２月に北海道での看板落下事故があ
り、行政より各事業所等に点検要請がありまし
た。各事業所で申請・施工している物件は依頼
があれば点検が必要と思いますが、他社施工の
物件の点検は難しい問題となっているようです。

　又、来年１月から羽曳野市・
藤井寺市内において、古市古墳
群周辺の景観条例の改正条例が
検討され一段と屋外広告物の申
請が厳しくなりそうです。
　２回目の勉強会では時間が足
りず、まだまだ残っている内容
がありますので、又機会があれ
ば第３回の勉強会の予定を考え
ていますのでご参加お待ちして
います。
� 副理事長　浦　正文
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　８月28日㈮18：30よりOAC会議室に於いてマ
イナンバーセミナーを開催しました。
　10月には全国民にマイナンバー通知カードが送
付され、平成28年１月開始予定のマイナンバー制
度が実施されれば、税務・社会保険関係書類に個
人番号・法人番号を記載することが求められます。
このため、企業では個人番号の取り扱い等、様々
な事務上の整備をしなければなりません。
　そこで、講師に中央会顧問税理士であ
る坂本幹雄氏（税理士法人コモンズ代表）
をお迎えし、マイナンバー制度の概要、
準備しなければいけないこと、情報管理
等についてわかりやすく説明していただ
きました。
　20名弱でのセミナーとなったこともあ
り、参加された方々は其々に危惧される
点について質問されるなど、質疑応答の
時間が足りないほどでした。
　従業員の方々のマイナンバーだけでは

なく、扶養親族がいる方はその方々の分も必要と
なりますし、１日だけのアルバイトの方や報酬と
して支払う方々のマイナンバーも必要となり、企
業は個人情報の取り扱いには十分注意しなければ
なりません。
　今後も要望があれば、状況に応じたセミナーを
開催したいと考えております。

マイナンバーセミナー開催
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　７月22日阪神甲子園球場にて、伝統の一戦、阪
神・巨人戦をナイター観戦するイベントが開催さ
れました。これは、今年度45周年を迎えるOAC
の記念事業として企画されたものです。
　人気カードの１戦が、一人1000円で観戦できる
とあって募集の150枚のチケットは完売。当日を
ワクワクしながら待ちました。しかし天気は朝か

ら雨。パソコンで雲の動きをチェックするも、南
から次々に雨雲がやってくる様子が映し出され、
たぶん中止になるだろうなと、あきらめ半分、あっ
ても試合開始は大幅に遅れるだろうと覚悟の上、
甲子園球場へ向かいました。途中、南港大橋あた
りはまさしくドシャ降りだった雨も鳴尾浜で高速
を降りるころには、嘘のように止んでおり、試合

は定刻通り午後６時にプレーボール。
　駆け足でアルプススタンドに到着する
なり１回裏の新井良太選手の３点タイム
リーヒットが出て大歓声が沸き起こりま
した。大観衆の中、OACの皆さんを見つ
けて席に着きました。
　タイガースの応援グッズやユニフォー
ムを身に着けた方も目立ち、ビールや焼
き鳥片手にワイワイガヤガヤ。おつまみ
を回しあったり、家族やお子さんの紹介
をしあったりとか、既に和気あいあい。
６回には江越のホームラン、７回のジェッ

甲子園球場野球観戦
創立45周年記念事業

阪神 VS 巨人
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ト風船飛ばしを楽しみ、最後
は呉昇桓が抑えて阪神が４－
２で巨人に快勝しました。
　試合中は、思っていた程雨に
も降られず、風が涼しく、ナイ
ター照明に照らされた芝生も美
しく、何より仕事の悩みや疲れ
を、一瞬でも忘れさせてくれる
この球場の雰囲気を満喫させて
もらいました。
　あいにくの天気で、参加を
取りやめられた組合員さんが
何人かいらっしゃったことは
大変残念でした。屋外のイベ
ントはどうしてもお天気に左右され、お世話して
いただく方には御苦労かけますが、こんな楽しい

企画は、私個人として、毎年か隔年の恒例行事に
していただけないかと思いました。（妻へのサー
ビスにもなりますので。）
　１塁側アルプス席で、且、とても見やすい良い
席を沢山確保していただいた伊藤副理事長さん、
本当にありがとうございました。
　試合後は、うちの奥さんと一緒に六甲おろしを
３番まで歌って（歌わされて？）帰途につきまし
た。わが家では、阪神の試合結果は、夫婦円満に
大変影響を与えますので、和田監督、選手の皆さ
ん残りのゲームどうかよろしくお願いします。
� 南支部長　松林　泰弘
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　９月12日㈯東条の森カントリークラブ東条
コースにてOAC創立45周年記念ゴルフ大会と銘
打ったゴルフコンペを開催いたしました。
　OACのコンペは平日開催が多いですが、今回
は若い方を含むより多くの方々に参加していただ
きたく土曜日開催といたしました。
　参加者は組合員等47名、賛助会員５名、友好
団体様から19名の総勢71名で、昭和７年生まれ
から平成７年生まれの方までおられました。幅

広い年齢層の方々が同じ場所で其々プレーを楽
しめるのもゴルフのいいところの一つではない
かと思います。
　直前に台風が立て続けに発生していたこともあ
り天候が気になっていましたが、当日は秋晴れの
絶好のゴルフ日和となりました。
　このコースは関西最長の7495ヤードで、当日は
ドリームティを使用してのプレーでしたが、それ
でも非常に距離のある難コースに悪戦苦闘しなが

らも天候に恵まれたこともあり、皆
さん和気あいあいとプレーを満喫し
ていただいたと思います。

ゴルフ大会開催
創立45周年記念事業
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　プレー終了後は成績発表を兼ねた懇親会です。
北川青年部長の司会進行で、松本理事長挨拶、ご
来賓紹介、ご来賓を代表して大阪屋外広告美術協
同組合副理事長の高見様よりご挨拶、大阪府塗装
工業協同組合理事長の磯部様に乾杯のご発声を
いただきました。組数が多かったため早い時間に
プレーを終わられた方には長時間お待ちいただ
きましたこと、この場をお借りしてお詫び申し上
げます。申し訳ございませんでした。
　成績ですが、栄えある優勝は川邊信一様（関西
ネオン工業協同組合）、惜しくも２位は藤本　弘

様（関西ネオン工業協同組合）、３位は清水啓二
様（OAC）でした。ベスグロは３位の清水様の
81で、私は残念ながら１打及びませんでした。入
賞されました皆様、おめでとうございます。
　成績発表も終わり、堀ノ江副理事長の閉会挨拶
でお開きとなりました。大いに盛り上がった１日
となり、この後続く45周年イベントに勢いをつけ
られたのではないかと思います。
　この後もどんどん参加していただき、みんなで
OAC45周年を盛り上げていきましょう。
� 東支部長　金井　和人
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　平成27年９月８日、ANAクラウンプラザホテ
ル大阪のビアガーデンにて支部員８名の出席と、
ニップコーポレーション�吉岡様、新和興業�多田
様、松本理事長をご来賓に迎え11名で納涼会を開
催いたしました。
　いつもはミナミ界隈で開催することが多い中央
支部の行事ですが、今回はキタへ繰り出そうと張
り切って企画したにも拘わらず、当日は台風が近
づいて来ており、参加を予定されていた方が台風
対策に追われるなどして急きょ参加できなくなっ
てしまったりと生憎の荒天候でしたが、やはり中
央支部の方々は熱い！

　雨模様もなんのその。屋根付きテラス席でアウ
トサイド気分に浸り、生ビールや各々好きな飲み

物を片手にビュッフェスタイルの料
理をバクバク頬張り、話題も次から
次へと盛り上がり、涼を納めるどこ
ろか夏真っ盛りのような熱く充実し
た会となりました。
　また今後も皆様に楽しんで頂ける
ような会を企画したいと思いますの
で、より一層多くの支部員様のご参
加、ご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

支部長　笠谷　周正

中央支部納涼会支部だより
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　今夏最高温度を記録した８月１日。太陽がジリ
ジリと照りつく良すぎるお天気の中、羽曳野にあ
る石川の河川敷にてパターゴルフ大会とBBQ�をし
ました。
　支部長の金井さんが、皆さんをパターゴルフ場
まで車で往復を繰り返しながら、連れていってく
ださいました。クーラーを最冷にしてくださって
いたので、車の中は本当に天国のようでした。こ
の時までは…。
　到着後、３組に分かれてのスタート！ここから
は火あぶり地獄のはじまりです。
　パターゴルフは全部で18ホール。青々とした緑
と照りつける日差しの中、皆さんの根性はさすが
でした。ナイスイーグル！ナイスバーディ！の歓
声や、あぁ～！！惜しいっ！！すごい！！など様々
な声があがります。普通のゴルフよりも距離も短
いので普段ゴルフを嗜む方でも攻め方がまた違う
ようですね。18ホールを終えて皆さん戻ってこら
れたときには、水を浴びたような姿となってまし
たが、どんな状況でも楽しめる皆さんがすごく格
好良かったです。
　さて、その後は東支部納涼会メインでもありま
すBBQ～！！ここからは華やかなゲスト松本理事
長ご夫妻、柏原さん、若松さんが来賓として参加
してくださいました。河川敷橋の下のベストスポッ
ト！！金井さんが朝早くから場所取りをしてくだ
さっていてBBQセッティング後、パターゴルフ大
会個人結果発表です。１位三晃プラスチック工業
金井さん、２位キヌガワ佐々木さん、３位ヒカリ
ネオン山田さん。他の皆さんも大健闘のパターゴ

ルフ大会でした。
　BBQでは塗夢創屋の一員として、いつも本当に
良くしてくださるキヌガワの佐々木さん、大川さ
んが大活躍。最初から最後まで皆さんの為にずっ
と焼き場を担当してくださってました。仕事のお
付き合いを超える姿に本当に頭が下がります。あ
りがとうございました！！
　皆さんのお腹が落ち着いてBBQも終わり、綺麗
に染まる夕暮れの中、思い思いにその時を待って
いると、一つの花火が打ちあがり、「PL花火芸術」
スタートです。色とりどりの大きな花火が何度も
何度も打ちあがり、心をも染めていくようでした。
今年のフィナーレは真っ赤な花火が夜空を染め歓
声と共に幕を閉じました。
　その後は金井さんの豪邸にお邪魔し、スイカや
ビールやジュースと、冷たいおしぼりのおもてな
しの感動で、東支部納涼会の締めくくりとなりま
した。当日お誕生日だったお母様、金井家の皆様、
心より感謝申し上げます。誠にありがとうござい
ました。
　皆様、暑い中本当にお疲れ様でした。夏を大満
喫することが出来た笑顔いっぱいの楽しい一日で
した。� 松本　香織

東支部納涼会支部だより
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　９月１日㈫にOAC西支部の納涼会が行われま
した。今回は中之島のLOVE�CENTRALのバン
ケットホールSUNSHINEで食事をした後、リバー
クルーズ船PEACEを貸し切ったナイトクルージ
ングを楽しみました。
　SUNSHINEでの食事はイタリアンが主となっ
た豪華な料理で、途中OACの記念Ｔシャツが配
られたり、山岸副支部長進行による恒例のクイズ
やゲームなどが行われるなど、盛りだくさんの内
容でした。
　食事も終わり、いよいよPEACEへの乗船時間
となりました。最大50名ほど乗船可能だと思われ
ます船に、総勢19名の参加でしたので広々と滞在

できました。
�　中央公会堂の北に位置する［中之島�LOVE�
CENTRAL］をスタートし、桜宮公園などを望む
コースで所用時間１時間ほどだと思いますが、楽
しい時間はあっという間に過ぎました。
　当日は雨の予報でしたが、クルーズの最中は雨
にも降られず、船上で気持ちいい風を堪能でき最
高のひとときでした。�今回は貴重な体験をさせ
て頂きありがとうございました。
　手配して頂いた伊藤支部長によると、料金も意
外とリーズナブルということで、みなさまも是非
ご利用されては如何でしょうか？
� 長澤　達也（㈱本州堂）

西支部納涼会支部だより
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　南支部の納涼会は８月30日㈰に日帰りバスツ
アーで伊賀の里方面へ行きました。
　先ず着いた所が伊賀上野モクモクファームで、
広い農場、牧場を散策し、楽しかったです。特に
ミニブタ芸の見学ではブタ芸はやはりブタで猿芸
ではありません。飼育係の方のパフォーマンスが
大変面白かったです。
　次に着いた所が本命の赤目温泉「対泉閣」での
旬会席の昼食会、大変おいしく頂き、その後温泉
に入ってゆっくりと過ごしました。生憎外は雨の
為、赤目四十八滝の散策は残念ながら諦めざるを
えず、旅館でゆっくりと子供達の楽しく遊んでい
る姿を見ながらリラックスしました。
　旅館を後に、次は橿原の橿原市立こども科学館

南支部納涼会支部だより

に連れて行ってもらいました。すごく立派な所で
中に入ってみるともう忘れかけていた昔の理科の
授業を思い出しました。
　私は特に今の時代無くてはならない電気の作り
方に大変興味を持ちました。磁力の偉大さ、地球
の心棒、NS極により人間が生活させて頂いてい
ることに、物理学者がオーロラを見たがるという
話を聞いた事がありますが、判るような気がしま
す。今度孫と一緒に来たいなと思いました。
　いつも会社の慰安会の様なつもりで寄せても
らっています。支部長さん、又、毎回お世話下さ
る方々に感謝しています。
　これからもよろしくお願いいたします。
� 森井　正憲（巧商行）
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　北支部納涼会は８月８日㈯毎年恒例のなにわ淀
川花火大会鑑賞でした。
　昨年は残念ながら台風の影響で花火大会が中
止となりましたが、今年は夕方から天気も持ち
直し、川岸最前列の特等席でビール片手にお弁
当をいただきながら組合の皆さんと楽しい時間
を過ごし、カウントダウンの掛け声とともに打
ち上げがスタート。夜空をキャンパスにして大
輪の菊や牡丹の華麗な花を描くような伝統的な
花火が上がり、音も腹に響くほど大迫力で会場
は大いに盛り上がりました。
　水面の上できれいに半円が広がるスターマイン
は、空に打ち上げる玉を水面に浮かせて開かせて

北支部納涼会支部だより

いるので玉の半分は
川の底に消えてなく
なるそうです。
　花火師職人の伝統
的な匠の技はまさに
日本の夏を代表する
ような風物詩ですね。
　心と体に響く素晴
らしいい花火大会で
した。
　参加してくださった35名の皆様、本当にありが
とうございました。
� 支部長　柏原　将吾
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252回 OACG会コンペ
平成27年９月12日㈯
東条の森カントリークラブ東条コース／25人参加

優勝　木南　憲二
２位　金井　和人
３位　前田　親孝
４位　岸本　富男

　記念すべきOAC創立45周年記念ゴルフ大会
と併催のOACG会で優勝することができ、とて
も嬉しく、ビックリ、ドッキリしております。
ありがとうございます。
　いつも午前中はOBの連発で、昼から〝感〟
を取り戻すのが定番の僕のゴルフですが、今回
は朝からすこぶる調子が良く、楽しいメンバー
（上田さん、中筋さん、柏原さん）に恵まれた
こともあり気持良くプレイができました。
　途中、柏原さんが大きめの葉っぱを数枚握り
しめ、OB杭の向こう側の山中に消えていくと
いうハプニングもあり、本当に楽しいゴルフで
した。
　ありがとうございました。感謝！
� 木南　憲二

堺市路上違反
簡易広告物除去活動

　平成27年９月26日㈯午前10時よりJR鳳駅
周辺にて貼り紙等の除去を行いました。

南支部長　松林　泰弘

大阪市「かたづけ・たい」活動に参加!!

　平成27年９月10日㈭午後５時よりJR鶴橋駅
周辺で ｢かたづけ・たい｣ 活動を行いました。

西支部長　伊藤　陽祐

２位の金井氏、優勝した木南氏、４位の岸本氏
※表彰式の際、記念写真を撮りましたが、岸本氏が初参加の為

４位となり、前田氏が３位入賞となっております。

３位の前田氏
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　青年部納涼会を、８月23日㈰に、泉佐野の奥水
間アスレチックスポーツで開催いたしました。今
回の納涼会は岸田が担当をしていまして、場所を
決めるのにすごく悩みました。大人目線で楽しむ
のか、子供目線で楽しむのがいいのか、とりあえ
ず、家族で来る方が多いのかなと思い、たくさん
遊んで、リフレッシュできそうな奥水間アスレ
チックスポーツに決めました。
　案内が遅れた事や、場所が遠かった為か、あま
り人数が集まらず、このままでは失敗してしまう
と思い、電話を判る範囲でかけまくりました。青
年部の４人に参加OKをもらい、ご家族、会社の
社員さんなど、なんとか27人集まりました。結構
ひやひやしました。
　当日は、場所取りや用意などで朝早く現地に向
かい準備をしました。僕の中ではニジマスのつか
み取りがメインです。北川部長が先頭をきって川
の中に石で「いけす」を作り始めてくれました。
１人が始めると、だんだんと人数が増え、かなり
大きい「いけす」が出来上がりました。ニジマス
を24匹バケツに入れて、子供たちは「いけす」の
中、大人たちは「いけす」の外でスタンバイして、
いっきにニジマスを放流しました。

　なかなか捕まえるのが難しいので、パニック状
態になっていきました。石の隙間にニジマスが入
り込んで出てこなかったり、「いけす」を乗り越
えて自然にかえっていこうとするニジマスがいて
たり、つかんでもすべって捕まえられなかったり
して、半分以上どこかにいってしまいました。
　捕まえたニジマスは、夏目家族が三枚におろし
て、塩漬けをしてくれました。動いたせいか、腹
がすごく減って、バーベキューが始まると直ぐに
皆さんが勢いよく食べていました。ニジマスは食
べるのには向いてなかったですけど、いい天気に
恵まれて、場所も日陰で川に足をつけながら、肉
を食べるというスタイルになったり、ワイワイし
ながら、青年部納涼会は無事に終わりました。
　ありがとうございました。
� 副部長　岸田　充正

OAC青年部だより

青年部納涼会開催
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OAC青年部だより

　OAC創立45周年記念ゴルフコンペと同時開催
で青年部のゴルフコンペを開催いたしました。参
加メンバーは記念コンペに参加された青年部の14
名と、ゲストとして大広協青年部の石川部長と関
ネ青年部の浦井副部長にご参加頂きました。
　ほとんど青年部同士で回らなかったため、結果
発表まで誰が優勝するかわからない中、若松さん
が優勝され、豪華商品！？のビームスゴルフオリ

OAC青年部ゴルフコンペ開催

青年部研修会開催
　７月なのにすでに暑い日々が続いてい
た24日にOAC会議室にて17名のご参加頂
き、マナー講習を行いました。テーマは「今
更聞けないマナー講習！」と言うことで、
知っているようで実は間違えて覚えてい
るかも？と言った事や曖昧だけど誰かに
聞くのも恥ずかしいと言ったビジネスマ
ナーを元客室乗務員で10年以上客室乗務
員の指導係として活躍された幸路敏子（こ
うじとしこ）先生に教えていただきまし
た。
　最初はみなさん緊張気味でしたが、クイズ形
式のグループディスカッションでみんなの雰囲
気も和み、挨拶や表情、身だしなみ、席次、訪

問マナーなどすごく濃厚な90分の講義でした！
　研修会のあとは先生にもお越しいただいて懇
親会！みんなで先生を囲み色々講義で聞けな
かった事を聞いてあっという間にお開きに！

　帰り際先生に「すごく熱心
なみなさんでOACは良い組合
ですね」と言っていただきま
した。
　これからも青年部の皆様の
仕事に役立つような研修会を
行ってまいりますので、皆様
のご参加お待ちしております。
　最後になりましたが、今回
快く講師を引き受けていただ
きました幸路先生、本当にあ
りがとうございました。
� 部長　北川　福太郎

ジナルティーを手に入れられました！ベスグロは
OAC青年部ゴルフ界のみんなの憧れ金井正次さ
ん。ちなみに私は、次こそは金井さんと同等に回
れるように練習しないといけないと思い、すぐ練
習に行って手首を痛めたので当分スコアアップは
期待できなさそうです（笑）
　これからも「スコア関係なく楽しくゴルフを！」
をモットーに上手い方と回る為のステップアップ
の場として青年部ゴルフは開催していきますので、
ゴルフを始めたい方は是非お待ちしております！！
� 部長　北川　福太郎
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技能士会だより

平成27年度 技能検定試験実施!!

【実技試験】
試験日　６月28日㈰　１～３級

【学科試験】
試験日　７月19日㈰　３級
　　　　８月30日㈰　１・２級

【受験状況】
粘着シート仕上げ　　１級　６名（OAC ／３名）
　　　　　　　　　　２級　７名（OAC ／２名）
　　　　　　　　　　３級　２名
ペイント仕上げ　　　な　し

【検定委員（OAC）】 
　上　田　亨　二
　夏　目　健　一

【補佐員（OAC）】
　平　城　彰　雄

広告美術仕上げ作業の検定合格者は、屋外広告業の登録における業務主任者となることができます。

合格おめでとう

■�広告面粘着シート仕上げ作業（２級）

平成27年度��技能検定合格者発表

池田　育子氏
㈱アドエース（北支部）

平成27年７月16日㈭
四条小学校５年生７名ものづくり教室
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　技能士会主催で「手書き看板の基本」と銘打っ
た研修会が開催されるという事で参加させて頂き
ました。講師はOACの組合員の方なら皆様ご周
知の一心堂会長、夏目敏昭先生です。
　第一回目は楷書編ということで楷書の筆使いの
基本「永字八法」を学びました。夏目先生の筆さ
ばきは本当に見事で惚れ惚れします。「点」や「は
ね」、「はらい」と、いとも簡単に書かれます。先
生の見本のあと参加者全員がチャレンジします
が、中々思うように筆が動きません。
　第二回目は「偏」を学びました。これまた筆使
いもままならないのに「偏」と「つくり」のバラ
ンスをとるのに四苦八苦。
　先生は今回の研修会の参加者全員が、年賀状等
の宛名書きを毛筆で書けるようにと目標を掲げて
おられます。また「写経」を研修会を通しての宿
題として出されましたが、この先どうなる事やら
まったく自信がありません。お恥ずかしい話、「技
能士」の肩書きを持つ私ではありますが、手書き

の仕事ではゴシックや明朝で書く事が殆んどで、
昔から楷書は大の苦手でした。
　そもそも「文字書き」になるべくこの業界に入
り約10年の修行の後、昭和最後の年に独立開業。
当初は修行先や同業者の下請けの「文字書き」の
仕事からスタートしましたが、カッティングマシ
ンの導入、すなわちパーソナルコンピュータの普
及に伴い仕事の内容も様変わりし、現在ではイン
クジェット・プリンター等の台頭で一日の殆んど
をコンピュータの前に座っての仕事が増え、すっ
かり「文字書き」からは遠ざかる今日この頃です。
　そんな折この研修会に参加し、改めて「手書き」
の素晴らしさ、難しさ、面白さを見直す事が出来
ました。また夏目先生の高い技能に、人による手
仕事の尊さ、誇りを感じました。残りの６回頑張
りたいと思います。
� 廣田　満也（看太郎）

手書き看板の基本～楷書編～研修会開催
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第27回�大阪府技能競技大会開催される!!

加藤　純子（㈱岡野工芸社） 平城　彰雄（FUN　FACTORY）
　大阪府技能競技大会に初めて出場させて頂きま
した。競技大会に備えて２回ほど練習をしまし
た。５時間という限られた時間内での作業、課題
であるオリジナルロゴやタイトルや書体などを自
分で考えたり、技能検定の時と同じくらいの凄い
プレッシャーでした。
　本番は製作時間が５時間ぎりぎりでしたが、な
んとか仕上げることができ、終了後の達成感と、
自分自身の自信に繋がったと思います。
　他の競技を見ることは出来なかったですが、こ
のような素晴らしい大会に参加させて頂き本当に
良かったです。まだまだ未熟なので、もっと勉強
して先輩方のご指導を頂きながら日々精進して技
能も高めて行きたいと思います。　
　最後に、この競技大会の運営にかかわられました
役員の先生方には大変お世話になりました。この場
をかりてお礼申し上げます。ありがとうございました。

　今回、競技大会に初参加させて頂きました。
　課題は、11月に開催されるおおさかものづくり
コレクションの広報板の製作で、ロゴマークやサ
ブタイトル等を考えなくてはなりませんでした。
練習する時間がほとんどなかったので、制限時間
内に出来上がるのか少し不安でしたが、何とか10
分前に終わったので安心しました。
　同じ会場では他職種の大会も多数していたの
で、見ていても刺激になりました。
　緊張しましたが、良い経験をさせて頂きました。
関係者の皆様、有難うございました。

と　き 平成27年９月26日㈯
ところ 大阪府港湾教育訓練センター

大阪府知事賞 大阪府職業能力開発協会 会長賞
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　今回の技能競技大会に参加させていただく事に
なり、当初は十分な準備期間を持って大会に臨む
つもりでしたが、いたずらに時間が過ぎ、あせり
の気持ちは増すばかりでした。
　当日は秋の清々しい風を受け競技の時を迎えま
した。久しく感じた事の無い緊張感はありました
が、それは程良い物でした。
　上田会長の号令の元、作業開始！先ずは、支給
いただいたアルミ複合板へのベタ貼り作業に取り
掛かりました。上下の貼り込みが終わり、最後の
450角を貼ろうとした時、急に冷や汗が流れるの
を感じました。いきなりサイズを間違える初歩的
なミスを起こした事に気付いたからです。緊張感
はピークに達し、焦りの色は隠せませんでしたが、
自分自身に冷静になる様言い聞かせ作業を再開！
　20数年前に受検して以来、殆ど手にする事の無
かったデザインナイフを持ち、文字・イラストの
カットに移り、当初はデータを支給される事も少
なく、いただいた名刺の社名・ロゴマークを拡大
コピーし、手切りしていた事を懐かしく思いなが
ら作業を進めていきました。
　５時間という限られた時間の中、ペース配分を
し、原稿を元に作品を忠実に再現する事の難しさ
を思い知らされました。
　最後に、今回お世話になりました皆様に感謝す
ると共に、改めてお礼申し上げます。
　又、機会が有り
ましたらいろんな
事に〝チャレンジ〟
したいと思います
ので、宜しくお願
い致します。

山本　康浩��㈱キヌガワ 岸田　充正（㈱光陽銘板）
　８月初旬の技能士会研修会で、夏目名誉会長よ
り技能競技大会出場のお誘いがあり、最初は断っ
ていたのですが懇親会の席でアルコールが入りテ
ンションが上がってしまい、いつの間にか出場す
ると言ったそうです。
　２回目の研修会開始前に技能競技大会の説明を
するので来て下さいと連絡があり、その時にうすく
記憶の中に前回の懇親会で出場すると発言したな
と、まぁいいかと思い改めて出場を決意しました。
　競技大会の課題は、おおさかものづくりという
テーマでロゴマークとサブタイトル（キャッチコ
ピー）を考え、書体、カラーは自由に作製すると説
明されました。
　とりあえず、ロゴマークとキャッチコピーを考
えないと何も出来ないなあと、頭の悪い僕ですが
それなりにずっと考えていました。大会10日程前
の休憩中に昼寝をしていたら24時間テレビの夢を
見ていて、タイトルが「つなぐ」だったので、ハッと
起きてひらめきました。あまりこだわりすぎたら
時間内に出来ないのでシンプルにしましたが、練
習する時間が全然なく、通しですることができた
のは１回だけでした。それも２時間オーバーだっ
たので、どうなるか心配でした。
　大会前日に飲みに行ってしまい、ほぼ二日酔い
でチャレンジすることになりました。頭が痛かっ
たので緊張することなく、リラックスした状態で
した。
　見学者が来る中、ただひたすらカッティングに
夢中でした。貼り方をどうしようか考えながら時
間との勝負です。
　各自デザインが違うので、皆さん凄くデザイン
にこだわっていて、１枚の板にいろんな表現があ
るのだなと感動しました。終了５分前に自分の作
品が出来上がりホッとしました。いい経験をさせ
ていただきありがとうございました。

一般社団法人 大阪府技能士連合会 会長賞 一般社団法人 大阪府技能士連合会 会長賞
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魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと

安保法案が、世間を騒がせています。どの視点から見
るかで、賛否が分かれるところです。今の日本が変わっ
ていく端境期なのでしょう。後世に残る変革であるこ
とを切に願います。 

10月～
12月

卯いろんな意味で苦労しているようですが
今は落ち着いている時期ですね。この状

態が続くと思います。ぶれない気持ちでいるの
が1番大事です。
10月…運気は上向きです。雑用が多くても我慢。

忍耐が問われる事に。
11月…付き合いで外出する機会が多い。それな

りに費用もかさみます。
12月…パートナー孝行していますか？たまに労

をねぎらって下さいね。

辰企業の有りようは25年一区切り。一から
の出発となります。会社の創立年から推

測すれば身の処し方を考える事が出来ます。元
に戻りそうです。
10月…大きな変化はありません。少し肩の力を

抜いても良いでしょう
11月…思いもかけないことが起こり、仕事も大

きく変わります。
12月…昔の顧客が戻ってくる。信頼されていま

す。平常心で臨みます。

巳心に秘めているものがありますね。立ち
向かうべきです。覚悟が要るようですが、

臨んだ時点で叶えられます。その時は、外見に
こだわりましょう。
10月…お金にルーズになる。問題を引き起こす

前に自重するべき。
11月…私生活が仕事に影響。周囲を巻き込まぬ

様な配慮が必要です。
12月…苦手を克服して、成果があがる。大きな

飛躍につながります。

子母子、父子家庭のお宅は、いつもより多
く会話しましょう。わだかまりも�解けて

絆が深まります。殆んどの原因が、誤解による
ものだからです。
10月…突然の移転があります。時期は未定です

が今年中。現状維持。
11月…鼻水・鼻づまり・くしゃみ等花粉症に似

た症状に悩まされる。
12月…約束事などすぐに忘れてしまう。大事に

ならないが用心する。

丑体調は万全ですか？夏の無理がたたって
います。サプリメントに頼らずに、体に

筋力をつけましょう。多すぎる計画は結局のと
ころ実りません。
10月…継続は力なり。仕事は選り好みしない。

転機がやってくる。
11月…優柔不断になりやすい。迷うならきっぱ

りと中止すること。
12月…来年に備えてし残しがないように、見直

すことが必要です。

寅体の不調を放っておくと、慢性化する恐
れがあります。症状が出にくいのですが

本来は頑健な体質です。家の中のストックを整
理する好機です。
10月…老後の生活設計は大丈夫ですか？縁があ

るなら不動産投資を！
11月…収拾がつかない時は、女性の意見を取り

入れる。収まりが早い。
12月…愚痴の聞き役になります。相手の方はそ

れで随分助けられます。
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午過去の資産が減少気味。ゆとりが無くな
る前に手を打ちましょう。棚からぼた餅

は生涯に一度切りです。行動力で自分で稼ぐ道
を見つける事です。
10月…約束が守られれば信頼関係が深まる。ド

タキャンは厳禁です。
11月…自己中心が過ぎますが、苦境を打開する

力はピカイチです。
12月…会社を存続させるには、思い切った手段

がいる。縮小か売却。

未言行一致をモットーに行動していくと運
勢が改善される。批評が批判にならない

ように、物事の両面を本当に理解するには難し
い。意識が重要。
10月…孤独を感じる。疎外感に襲われて辛い。

殻に籠っています。
11月…選択する場面に度々遭遇する。直感に

従って決断して下さい。
12月…他人に振り回される。付き合い方を考え

直すチャンスです。

申長いスパンで利益を出すのは難しい。い
くつもの手立てがあれば安泰でしょう。

交流関係を拡大して常にアンテナを張る。自ら
動くのが良い。
10月…想い通りに実現できる。今だけだから天

狗にならない様に。
11月…相談する相手をしっかり見極める。今後

を左右する人です。
12月…流れるが如くの運気です。疑問なく進む。

停止が終わりの時。

酉嵐の前の静けさです。推測出来る筈。原
因は貴方ではないが、関わっています。

小細工をせずに真正面から行けば難を逃れま
す。1人で対処しない。
10月…金鉱？を手に入れているかも知れません

が気付いていない。
11月…投資金額が一定を超えたら、成果の確認

作業必ず必要です。
12月…穴だらけの財布にならない為、皆に周知

徹底し、引き締める。

戌土台作りが終わり、これからは上物に着
手する事になります。基礎の大きさにも

よりますが、結構しっかりしています。心配せ
ずに突き進んで吉。
10月…心身のケアがおろそか。放置はいけませ

ん。家族の為です。
11月…年内通して一番稼げる。予定の確認を忘

れない。薄着はだめ。
12月…依頼された案件が中々進まない。外注で

も良いから完了する事。

亥立場を中立にしていた事で、上手く波に
乗っています。又荒波が来るでしょうが、

大丈夫です。元の状態に戻るだけです。状況に
よっては辛いかも。
10月…傲慢さが垣間見えます。無意識でしょう

が周囲は不愉快です。
11月…役割分担の変更あり。予想外の出来事に

対応し辛い。困惑気味。
12月…年内の状態が来年に引き継がれる。進退

を決する時期が近い。

Windows10にupdateした途端にフリーズ。大変な思いで取り消し回復しましたが、無
闇にインストールしない事ですね。成功した方は羨ましいです。
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●大阪労働局からのお知らせ

労働者を１人でも雇っていれば、労働保険に
加入する義務があります。

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を１人でも雇用され
ている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。

労働保険適用・事務組合課 ……………（06-4790-6340・6350）
雇 用 保 険 課  ……………………………（06-4790-6320）

大阪労働局ホームページ　http ://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

◆ 労災保険制度については、労働基準監督署へ
◆ 雇用保険制度については、ハローワーク（公共職業安定所）へ
◆ 大阪労働局のホームページ（下記のアドレス）では、労働保険制度に関する詳しい説明

（バナー「労働保険」）や労働基準監督署、ハローワークの情報を掲載しております。

お
問
合
せ

大阪労働局

事業主の皆さま、労働保険に入っておられますか？

活動予定

●屋外広告物安全講習会
開催日時／平成27年10月24日㈯　14：00～16：00
開催場所／あいおいニッセイ同和担保フェニックスタワー16階

●平成28年　新年交歓会
開 催 日／平成28年１月19日㈫
開催場所／ホテルモントレグラスミア大阪

皆様のご参加をお待ちしております！
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第529回理事会報告
日　　時　平成27年７月９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、悦・浦・堀ノ江・伊藤副

理事長、笠谷・金井・栩野・秋村・松原・
山田・大亦・山元・橋本理事

書面出席　山岸・夏目・可児理事
出　　席　北川青年部長
審議事項
⑴大阪府支援事業（中央会委託）について
議長は、大阪府支援事業について中央会足立
部長の説明の後、議場に諮ったところ組合の
課題として組織拡充、組合員の満足度アップ、
会館管理等の意見あり、理事長一任で委員会
メンバーを選任し、支援事業を進めていくこ
とを満場異議なく承認可決した。
⑵マイナンバーセミナーについて
議長は、中央会足立部長にマイナンバーにつ
いて説明させた後、セミナー開催について議
場に諮ったところ、８月28日㈮もしくは９月
２日㈬午後６時30分、OAC会議室にて開催
することを満場異議なく承認可決した。
⑶45周年記念事業について
議長は、金井理事に記念ゴルフ大会について
説明させ、組合員外の参加費を3,000円に変更
することとし、組合員、賛助会員、友好団体に
募集案内することとした。続いて浦副理事長
に記念旅行会の行き先について説明させ、多
数決により粟津温泉方面（賛成７名、日間賀島
６名）で開催することとした。伊藤副理事長よ
り野球観戦の申込状況（135名）についての報
告がなされた。
⑷移動理事会について
議長は、理事長として8月7日㈮午後４時30分
よりホテル阪神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。
⑸組合脱退者の承認について
栩野理事に脱退の申し入れのあった以下の事
業所を読み上げさせ、了承されれば135社にな
ると説明させた後、議場に諮ったところ満場
異議なく承認可決した。

　　【脱退者】
　　・北支部　㈱三栄社（森内　一豪）６月30日付
　　　　　　　理由　担当者不在

第530回理事会報告
日　　時　平成27年８月７日㈮　午後４時30分
場　　所　ホテル阪神
議　　長　松本理事長
本人出席� 松本理事長、悦・浦・堀ノ江・伊藤副

理事長、笠谷・金井・松林・柏原・栩野・
松原・山田・大亦・木南・橋本理事

書面出席　森川副理事長・秋村・山元・山岸・夏
目・可児理事

出　　席　信貴・岡野・夏目相談役、小西監事、北
川青年部長

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
異議なく承認可決した。

　⑵45周年記念事業について
　　議長は、堀ノ江副理事長に記念旅行会につい
て説明させ、参加費を１社１名10,000円、２
人目以降40,000円と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。写真コン
テスト開催を案内文に載せ、カラー印刷で郵
送することとした。続いて議長は記念式典に
ついて説明し、平成28年５月24日㈫ホテルグ
ランヴィア大阪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。

　⑶外部への発信について
　　議長は、橋本理事に外部への発信について説
明させ、組合パンフレットをリニューアル
し、組合員、賛助会員、友好団体、府下の屋外
広告業登録業者、タウンページ登録業者等
に配布する方向で進めていくことを議場に
諮ったところ満場異議なくこれを承認可決
した。

　⑷新規加入者及び組合脱退者の承認について
　　議長は、栩野理事に加入及び脱退の申し入れ
のあった以下の事業所を読み上げさせ、了承
されれば135社になると説明させた後、議場に
諮ったところ満場異議なく承認可決した。

　　【加入】
　　・東支部　バンブーカンパニー
　　　　　　　（光武　勉）8月より
　　　紹介者　山田　善輝（ヒカリネオン㈱）
　　【脱退】
　　・西支部　マクテック㈱（前田　忠幸）７月31日付
　　　　　　　理由　　会社の都合

OAC理事会
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発行所　大阪広告美術協同組合
　　　　大阪市天王寺区筆ヶ崎町３番１号　〒543-0027
　　　　TEL 06（6771）9010 ㈹
　　　　FAX 06（6774）0426
発行人　松　本　　優
　　　　（大阪広告美術協同組合理事長）

編集人　広報文化委員会

OAC 2015年錦秋号　№217
 （平成27年10月20日発行）

あとがき
　創立45周年記念事業の一環である野球観戦を７
月に、９月にはゴルフ大会を其々大勢の方々にご
参加いただき開催いたしました。恒例となってい
る事業に加え、マイナンバーセミナー等の研修会、
又、技能士会では６年ぶりに大阪府技能競技大会
へ出場したこともあり、今号は盛り沢山の内容と
なりました。
　仕事上必要とされる情報の発信はもちろんです
が、OACの強みである親睦・融和に関しても伝
えていければと思いますので、今後ともご協力い
ただきますよう宜しくお願いいたします。
� 広報文化委員長　木南　憲二

お知らせ
◇代表者変更
◦西支部　西森テクノ㈱
　　新　西森　賢二

　⑸屋外広告物の安全点検について
　　議長は、理事長として屋外広告物の安全点検
について説明し、意見交換会や勉強会等を行
い、他団体と一緒に安全対策について進めて
いく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531回理事会報告
日　　時　平成27年９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、悦・浦・伊藤副理事長、金

井・松林・松原・山岸・木南・可児・
橋本理事

書面出席　笠谷・秋村・山田・大亦・山元・夏目
理事

出　　席　岸田青年部副部長
審議事項
　⑴45周年記念事業について
　　議長は、理事長として記念式典について説
明、具体的な内容については引き続き委員
会にて検討していくとの報告がなされた。
続いて事務局より記念旅行会並びに記念ゴ
ルフ大会の参加状況についての報告がなさ
れた。

　⑵外部への発信について
　　議長は、橋本理事に外部への発信として組
合パンフレットのリニューアルについて説
明させ、入りたいと思うキャッチコピーと
写真を載せる、OACの強み（仲よく、楽し

く等）をアピール、情報交換や保険等のメ
リットを強調、組合員が再確認できる分か
りやすい内容、パンフは簡単にして詳細は
ホームページで見てもらう等の意見を基に
引き続き検討していくこととした。作製数
は2,000枚を予定しているが、配布状況によ
り変更する場合があるとした。

　⑶大阪府支援事業（中央会委託）について
　　議長は、理事長として大阪府支援事業メン
バー（松本理事長、堀ノ江・伊藤副理事長、
山元・金井・笠谷理事）、中央会指導員（足
立氏）、専門家（横山氏）による１回目の検
討会の内容についての報告をした。今後の
検討会を理事会前の午後５時から開催する
旨の説明をし、OAC会議室で行う２月迄の
理事会を午後６時30分開始とすることを議
場に諮ったところ満場異議なく承認可決し
た。

　⑷屋外広告物安全講習会について
　　議長は、関西ネオン工業協同組合が進めて
いる安全講習会について説明、以下の内容
で合同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。なお、講師料
は折半とし５万円を負担する。
開催日時　10月24日㈯午後２時～４時
開催場所　あいおいニッセイ同和損保フェニッ

クスタワー16階
講　　師　菊池　光男氏
　　　　　（㈱泉建築設計事務所　代表取締役）
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第２回 屋外広告物条例等の勉強会開催
　昨年７月に第１回の勉強会を開催し、違反広告、
禁止物件、許可基準、申請手続き等の基礎的な事
を学びました。
　そして、今年７月11日㈯に第２回の勉強会を開
催しました。昨年と同様、株式会社日塔設計事務
所土屋社長さんに講師をお頼みして、参加者34名
で開催いたしました。
　今回は事前に質問事項の募集を行い、参加され
ない方の質問事項も含めそれに基づき説明を聞き

ました。内容が分かりにくい面があることと、設
計士さんの立場上お答えしにくい分もありました
が、回答を返信させていただきました。参考にな
れば良いかと思います。
　さて、今年２月に北海道での看板落下事故があ
り、行政より各事業所等に点検要請がありまし
た。各事業所で申請・施工している物件は依頼
があれば点検が必要と思いますが、他社施工の
物件の点検は難しい問題となっているようです。

　又、来年１月から羽曳野市・
藤井寺市内において、古市古墳
群周辺の景観条例の改正条例が
検討され一段と屋外広告物の申
請が厳しくなりそうです。
　２回目の勉強会では時間が足
りず、まだまだ残っている内容
がありますので、又機会があれ
ば第３回の勉強会の予定を考え
ていますのでご参加お待ちして
います。
� 副理事長　浦　正文
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　８月28日㈮18：30よりOAC会議室に於いてマ
イナンバーセミナーを開催しました。
　10月には全国民にマイナンバー通知カードが送
付され、平成28年１月開始予定のマイナンバー制
度が実施されれば、税務・社会保険関係書類に個
人番号・法人番号を記載することが求められます。
このため、企業では個人番号の取り扱い等、様々
な事務上の整備をしなければなりません。
　そこで、講師に中央会顧問税理士であ
る坂本幹雄氏（税理士法人コモンズ代表）
をお迎えし、マイナンバー制度の概要、
準備しなければいけないこと、情報管理
等についてわかりやすく説明していただ
きました。
　20名弱でのセミナーとなったこともあ
り、参加された方々は其々に危惧される
点について質問されるなど、質疑応答の
時間が足りないほどでした。
　従業員の方々のマイナンバーだけでは

なく、扶養親族がいる方はその方々の分も必要と
なりますし、１日だけのアルバイトの方や報酬と
して支払う方々のマイナンバーも必要となり、企
業は個人情報の取り扱いには十分注意しなければ
なりません。
　今後も要望があれば、状況に応じたセミナーを
開催したいと考えております。

マイナンバーセミナー開催
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　７月22日阪神甲子園球場にて、伝統の一戦、阪
神・巨人戦をナイター観戦するイベントが開催さ
れました。これは、今年度45周年を迎えるOAC
の記念事業として企画されたものです。
　人気カードの１戦が、一人1000円で観戦できる
とあって募集の150枚のチケットは完売。当日を
ワクワクしながら待ちました。しかし天気は朝か

ら雨。パソコンで雲の動きをチェックするも、南
から次々に雨雲がやってくる様子が映し出され、
たぶん中止になるだろうなと、あきらめ半分、あっ
ても試合開始は大幅に遅れるだろうと覚悟の上、
甲子園球場へ向かいました。途中、南港大橋あた
りはまさしくドシャ降りだった雨も鳴尾浜で高速
を降りるころには、嘘のように止んでおり、試合

は定刻通り午後６時にプレーボール。
　駆け足でアルプススタンドに到着する
なり１回裏の新井良太選手の３点タイム
リーヒットが出て大歓声が沸き起こりま
した。大観衆の中、OACの皆さんを見つ
けて席に着きました。
　タイガースの応援グッズやユニフォー
ムを身に着けた方も目立ち、ビールや焼
き鳥片手にワイワイガヤガヤ。おつまみ
を回しあったり、家族やお子さんの紹介
をしあったりとか、既に和気あいあい。
６回には江越のホームラン、７回のジェッ

甲子園球場野球観戦
創立45周年記念事業

阪神 VS 巨人
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ト風船飛ばしを楽しみ、最後
は呉昇桓が抑えて阪神が４－
２で巨人に快勝しました。
　試合中は、思っていた程雨に
も降られず、風が涼しく、ナイ
ター照明に照らされた芝生も美
しく、何より仕事の悩みや疲れ
を、一瞬でも忘れさせてくれる
この球場の雰囲気を満喫させて
もらいました。
　あいにくの天気で、参加を
取りやめられた組合員さんが
何人かいらっしゃったことは
大変残念でした。屋外のイベ
ントはどうしてもお天気に左右され、お世話して
いただく方には御苦労かけますが、こんな楽しい

企画は、私個人として、毎年か隔年の恒例行事に
していただけないかと思いました。（妻へのサー
ビスにもなりますので。）
　１塁側アルプス席で、且、とても見やすい良い
席を沢山確保していただいた伊藤副理事長さん、
本当にありがとうございました。
　試合後は、うちの奥さんと一緒に六甲おろしを
３番まで歌って（歌わされて？）帰途につきまし
た。わが家では、阪神の試合結果は、夫婦円満に
大変影響を与えますので、和田監督、選手の皆さ
ん残りのゲームどうかよろしくお願いします。
� 南支部長　松林　泰弘
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　９月12日㈯東条の森カントリークラブ東条
コースにてOAC創立45周年記念ゴルフ大会と銘
打ったゴルフコンペを開催いたしました。
　OACのコンペは平日開催が多いですが、今回
は若い方を含むより多くの方々に参加していただ
きたく土曜日開催といたしました。
　参加者は組合員等47名、賛助会員５名、友好
団体様から19名の総勢71名で、昭和７年生まれ
から平成７年生まれの方までおられました。幅

広い年齢層の方々が同じ場所で其々プレーを楽
しめるのもゴルフのいいところの一つではない
かと思います。
　直前に台風が立て続けに発生していたこともあ
り天候が気になっていましたが、当日は秋晴れの
絶好のゴルフ日和となりました。
　このコースは関西最長の7495ヤードで、当日は
ドリームティを使用してのプレーでしたが、それ
でも非常に距離のある難コースに悪戦苦闘しなが

らも天候に恵まれたこともあり、皆
さん和気あいあいとプレーを満喫し
ていただいたと思います。

ゴルフ大会開催
創立45周年記念事業
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　プレー終了後は成績発表を兼ねた懇親会です。
北川青年部長の司会進行で、松本理事長挨拶、ご
来賓紹介、ご来賓を代表して大阪屋外広告美術協
同組合副理事長の高見様よりご挨拶、大阪府塗装
工業協同組合理事長の磯部様に乾杯のご発声を
いただきました。組数が多かったため早い時間に
プレーを終わられた方には長時間お待ちいただ
きましたこと、この場をお借りしてお詫び申し上
げます。申し訳ございませんでした。
　成績ですが、栄えある優勝は川邊信一様（関西
ネオン工業協同組合）、惜しくも２位は藤本　弘

様（関西ネオン工業協同組合）、３位は清水啓二
様（OAC）でした。ベスグロは３位の清水様の
81で、私は残念ながら１打及びませんでした。入
賞されました皆様、おめでとうございます。
　成績発表も終わり、堀ノ江副理事長の閉会挨拶
でお開きとなりました。大いに盛り上がった１日
となり、この後続く45周年イベントに勢いをつけ
られたのではないかと思います。
　この後もどんどん参加していただき、みんなで
OAC45周年を盛り上げていきましょう。
� 東支部長　金井　和人
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　平成27年９月８日、ANAクラウンプラザホテ
ル大阪のビアガーデンにて支部員８名の出席と、
ニップコーポレーション�吉岡様、新和興業�多田
様、松本理事長をご来賓に迎え11名で納涼会を開
催いたしました。
　いつもはミナミ界隈で開催することが多い中央
支部の行事ですが、今回はキタへ繰り出そうと張
り切って企画したにも拘わらず、当日は台風が近
づいて来ており、参加を予定されていた方が台風
対策に追われるなどして急きょ参加できなくなっ
てしまったりと生憎の荒天候でしたが、やはり中
央支部の方々は熱い！

　雨模様もなんのその。屋根付きテラス席でアウ
トサイド気分に浸り、生ビールや各々好きな飲み

物を片手にビュッフェスタイルの料
理をバクバク頬張り、話題も次から
次へと盛り上がり、涼を納めるどこ
ろか夏真っ盛りのような熱く充実し
た会となりました。
　また今後も皆様に楽しんで頂ける
ような会を企画したいと思いますの
で、より一層多くの支部員様のご参
加、ご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

支部長　笠谷　周正

中央支部納涼会支部だより
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　今夏最高温度を記録した８月１日。太陽がジリ
ジリと照りつく良すぎるお天気の中、羽曳野にあ
る石川の河川敷にてパターゴルフ大会とBBQ�をし
ました。
　支部長の金井さんが、皆さんをパターゴルフ場
まで車で往復を繰り返しながら、連れていってく
ださいました。クーラーを最冷にしてくださって
いたので、車の中は本当に天国のようでした。こ
の時までは…。
　到着後、３組に分かれてのスタート！ここから
は火あぶり地獄のはじまりです。
　パターゴルフは全部で18ホール。青々とした緑
と照りつける日差しの中、皆さんの根性はさすが
でした。ナイスイーグル！ナイスバーディ！の歓
声や、あぁ～！！惜しいっ！！すごい！！など様々
な声があがります。普通のゴルフよりも距離も短
いので普段ゴルフを嗜む方でも攻め方がまた違う
ようですね。18ホールを終えて皆さん戻ってこら
れたときには、水を浴びたような姿となってまし
たが、どんな状況でも楽しめる皆さんがすごく格
好良かったです。
　さて、その後は東支部納涼会メインでもありま
すBBQ～！！ここからは華やかなゲスト松本理事
長ご夫妻、柏原さん、若松さんが来賓として参加
してくださいました。河川敷橋の下のベストスポッ
ト！！金井さんが朝早くから場所取りをしてくだ
さっていてBBQセッティング後、パターゴルフ大
会個人結果発表です。１位三晃プラスチック工業
金井さん、２位キヌガワ佐々木さん、３位ヒカリ
ネオン山田さん。他の皆さんも大健闘のパターゴ

ルフ大会でした。
　BBQでは塗夢創屋の一員として、いつも本当に
良くしてくださるキヌガワの佐々木さん、大川さ
んが大活躍。最初から最後まで皆さんの為にずっ
と焼き場を担当してくださってました。仕事のお
付き合いを超える姿に本当に頭が下がります。あ
りがとうございました！！
　皆さんのお腹が落ち着いてBBQも終わり、綺麗
に染まる夕暮れの中、思い思いにその時を待って
いると、一つの花火が打ちあがり、「PL花火芸術」
スタートです。色とりどりの大きな花火が何度も
何度も打ちあがり、心をも染めていくようでした。
今年のフィナーレは真っ赤な花火が夜空を染め歓
声と共に幕を閉じました。
　その後は金井さんの豪邸にお邪魔し、スイカや
ビールやジュースと、冷たいおしぼりのおもてな
しの感動で、東支部納涼会の締めくくりとなりま
した。当日お誕生日だったお母様、金井家の皆様、
心より感謝申し上げます。誠にありがとうござい
ました。
　皆様、暑い中本当にお疲れ様でした。夏を大満
喫することが出来た笑顔いっぱいの楽しい一日で
した。� 松本　香織

東支部納涼会支部だより
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　９月１日㈫にOAC西支部の納涼会が行われま
した。今回は中之島のLOVE�CENTRALのバン
ケットホールSUNSHINEで食事をした後、リバー
クルーズ船PEACEを貸し切ったナイトクルージ
ングを楽しみました。
　SUNSHINEでの食事はイタリアンが主となっ
た豪華な料理で、途中OACの記念Ｔシャツが配
られたり、山岸副支部長進行による恒例のクイズ
やゲームなどが行われるなど、盛りだくさんの内
容でした。
　食事も終わり、いよいよPEACEへの乗船時間
となりました。最大50名ほど乗船可能だと思われ
ます船に、総勢19名の参加でしたので広々と滞在

できました。
�　中央公会堂の北に位置する［中之島�LOVE�
CENTRAL］をスタートし、桜宮公園などを望む
コースで所用時間１時間ほどだと思いますが、楽
しい時間はあっという間に過ぎました。
　当日は雨の予報でしたが、クルーズの最中は雨
にも降られず、船上で気持ちいい風を堪能でき最
高のひとときでした。�今回は貴重な体験をさせ
て頂きありがとうございました。
　手配して頂いた伊藤支部長によると、料金も意
外とリーズナブルということで、みなさまも是非
ご利用されては如何でしょうか？
� 長澤　達也（㈱本州堂）

西支部納涼会支部だより
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　南支部の納涼会は８月30日㈰に日帰りバスツ
アーで伊賀の里方面へ行きました。
　先ず着いた所が伊賀上野モクモクファームで、
広い農場、牧場を散策し、楽しかったです。特に
ミニブタ芸の見学ではブタ芸はやはりブタで猿芸
ではありません。飼育係の方のパフォーマンスが
大変面白かったです。
　次に着いた所が本命の赤目温泉「対泉閣」での
旬会席の昼食会、大変おいしく頂き、その後温泉
に入ってゆっくりと過ごしました。生憎外は雨の
為、赤目四十八滝の散策は残念ながら諦めざるを
えず、旅館でゆっくりと子供達の楽しく遊んでい
る姿を見ながらリラックスしました。
　旅館を後に、次は橿原の橿原市立こども科学館

南支部納涼会支部だより

に連れて行ってもらいました。すごく立派な所で
中に入ってみるともう忘れかけていた昔の理科の
授業を思い出しました。
　私は特に今の時代無くてはならない電気の作り
方に大変興味を持ちました。磁力の偉大さ、地球
の心棒、NS極により人間が生活させて頂いてい
ることに、物理学者がオーロラを見たがるという
話を聞いた事がありますが、判るような気がしま
す。今度孫と一緒に来たいなと思いました。
　いつも会社の慰安会の様なつもりで寄せても
らっています。支部長さん、又、毎回お世話下さ
る方々に感謝しています。
　これからもよろしくお願いいたします。
� 森井　正憲（巧商行）
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　北支部納涼会は８月８日㈯毎年恒例のなにわ淀
川花火大会鑑賞でした。
　昨年は残念ながら台風の影響で花火大会が中
止となりましたが、今年は夕方から天気も持ち
直し、川岸最前列の特等席でビール片手にお弁
当をいただきながら組合の皆さんと楽しい時間
を過ごし、カウントダウンの掛け声とともに打
ち上げがスタート。夜空をキャンパスにして大
輪の菊や牡丹の華麗な花を描くような伝統的な
花火が上がり、音も腹に響くほど大迫力で会場
は大いに盛り上がりました。
　水面の上できれいに半円が広がるスターマイン
は、空に打ち上げる玉を水面に浮かせて開かせて

北支部納涼会支部だより

いるので玉の半分は
川の底に消えてなく
なるそうです。
　花火師職人の伝統
的な匠の技はまさに
日本の夏を代表する
ような風物詩ですね。
　心と体に響く素晴
らしいい花火大会で
した。
　参加してくださった35名の皆様、本当にありが
とうございました。
� 支部長　柏原　将吾
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252回 OACG会コンペ
平成27年９月12日㈯
東条の森カントリークラブ東条コース／25人参加

優勝　木南　憲二
２位　金井　和人
３位　前田　親孝
４位　岸本　富男

　記念すべきOAC創立45周年記念ゴルフ大会
と併催のOACG会で優勝することができ、とて
も嬉しく、ビックリ、ドッキリしております。
ありがとうございます。
　いつも午前中はOBの連発で、昼から〝感〟
を取り戻すのが定番の僕のゴルフですが、今回
は朝からすこぶる調子が良く、楽しいメンバー
（上田さん、中筋さん、柏原さん）に恵まれた
こともあり気持良くプレイができました。
　途中、柏原さんが大きめの葉っぱを数枚握り
しめ、OB杭の向こう側の山中に消えていくと
いうハプニングもあり、本当に楽しいゴルフで
した。
　ありがとうございました。感謝！
� 木南　憲二

堺市路上違反
簡易広告物除去活動

　平成27年９月26日㈯午前10時よりJR鳳駅
周辺にて貼り紙等の除去を行いました。

南支部長　松林　泰弘

大阪市「かたづけ・たい」活動に参加!!

　平成27年９月10日㈭午後５時よりJR鶴橋駅
周辺で ｢かたづけ・たい｣ 活動を行いました。

西支部長　伊藤　陽祐

２位の金井氏、優勝した木南氏、４位の岸本氏
※表彰式の際、記念写真を撮りましたが、岸本氏が初参加の為

４位となり、前田氏が３位入賞となっております。

３位の前田氏
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　青年部納涼会を、８月23日㈰に、泉佐野の奥水
間アスレチックスポーツで開催いたしました。今
回の納涼会は岸田が担当をしていまして、場所を
決めるのにすごく悩みました。大人目線で楽しむ
のか、子供目線で楽しむのがいいのか、とりあえ
ず、家族で来る方が多いのかなと思い、たくさん
遊んで、リフレッシュできそうな奥水間アスレ
チックスポーツに決めました。
　案内が遅れた事や、場所が遠かった為か、あま
り人数が集まらず、このままでは失敗してしまう
と思い、電話を判る範囲でかけまくりました。青
年部の４人に参加OKをもらい、ご家族、会社の
社員さんなど、なんとか27人集まりました。結構
ひやひやしました。
　当日は、場所取りや用意などで朝早く現地に向
かい準備をしました。僕の中ではニジマスのつか
み取りがメインです。北川部長が先頭をきって川
の中に石で「いけす」を作り始めてくれました。
１人が始めると、だんだんと人数が増え、かなり
大きい「いけす」が出来上がりました。ニジマス
を24匹バケツに入れて、子供たちは「いけす」の
中、大人たちは「いけす」の外でスタンバイして、
いっきにニジマスを放流しました。

　なかなか捕まえるのが難しいので、パニック状
態になっていきました。石の隙間にニジマスが入
り込んで出てこなかったり、「いけす」を乗り越
えて自然にかえっていこうとするニジマスがいて
たり、つかんでもすべって捕まえられなかったり
して、半分以上どこかにいってしまいました。
　捕まえたニジマスは、夏目家族が三枚におろし
て、塩漬けをしてくれました。動いたせいか、腹
がすごく減って、バーベキューが始まると直ぐに
皆さんが勢いよく食べていました。ニジマスは食
べるのには向いてなかったですけど、いい天気に
恵まれて、場所も日陰で川に足をつけながら、肉
を食べるというスタイルになったり、ワイワイし
ながら、青年部納涼会は無事に終わりました。
　ありがとうございました。
� 副部長　岸田　充正

OAC青年部だより

青年部納涼会開催
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OAC青年部だより

　OAC創立45周年記念ゴルフコンペと同時開催
で青年部のゴルフコンペを開催いたしました。参
加メンバーは記念コンペに参加された青年部の14
名と、ゲストとして大広協青年部の石川部長と関
ネ青年部の浦井副部長にご参加頂きました。
　ほとんど青年部同士で回らなかったため、結果
発表まで誰が優勝するかわからない中、若松さん
が優勝され、豪華商品！？のビームスゴルフオリ

OAC青年部ゴルフコンペ開催

青年部研修会開催
　７月なのにすでに暑い日々が続いてい
た24日にOAC会議室にて17名のご参加頂
き、マナー講習を行いました。テーマは「今
更聞けないマナー講習！」と言うことで、
知っているようで実は間違えて覚えてい
るかも？と言った事や曖昧だけど誰かに
聞くのも恥ずかしいと言ったビジネスマ
ナーを元客室乗務員で10年以上客室乗務
員の指導係として活躍された幸路敏子（こ
うじとしこ）先生に教えていただきまし
た。
　最初はみなさん緊張気味でしたが、クイズ形
式のグループディスカッションでみんなの雰囲
気も和み、挨拶や表情、身だしなみ、席次、訪

問マナーなどすごく濃厚な90分の講義でした！
　研修会のあとは先生にもお越しいただいて懇
親会！みんなで先生を囲み色々講義で聞けな
かった事を聞いてあっという間にお開きに！

　帰り際先生に「すごく熱心
なみなさんでOACは良い組合
ですね」と言っていただきま
した。
　これからも青年部の皆様の
仕事に役立つような研修会を
行ってまいりますので、皆様
のご参加お待ちしております。
　最後になりましたが、今回
快く講師を引き受けていただ
きました幸路先生、本当にあ
りがとうございました。
� 部長　北川　福太郎

ジナルティーを手に入れられました！ベスグロは
OAC青年部ゴルフ界のみんなの憧れ金井正次さ
ん。ちなみに私は、次こそは金井さんと同等に回
れるように練習しないといけないと思い、すぐ練
習に行って手首を痛めたので当分スコアアップは
期待できなさそうです（笑）
　これからも「スコア関係なく楽しくゴルフを！」
をモットーに上手い方と回る為のステップアップ
の場として青年部ゴルフは開催していきますので、
ゴルフを始めたい方は是非お待ちしております！！
� 部長　北川　福太郎
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技能士会だより

平成27年度 技能検定試験実施!!

【実技試験】
試験日　６月28日㈰　１～３級

【学科試験】
試験日　７月19日㈰　３級
　　　　８月30日㈰　１・２級

【受験状況】
粘着シート仕上げ　　１級　６名（OAC ／３名）
　　　　　　　　　　２級　７名（OAC ／２名）
　　　　　　　　　　３級　２名
ペイント仕上げ　　　な　し

【検定委員（OAC）】 
　上　田　亨　二
　夏　目　健　一

【補佐員（OAC）】
　平　城　彰　雄

広告美術仕上げ作業の検定合格者は、屋外広告業の登録における業務主任者となることができます。

合格おめでとう

■�広告面粘着シート仕上げ作業（２級）

平成27年度��技能検定合格者発表

池田　育子氏
㈱アドエース（北支部）

平成27年７月16日㈭
四条小学校５年生７名ものづくり教室
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　技能士会主催で「手書き看板の基本」と銘打っ
た研修会が開催されるという事で参加させて頂き
ました。講師はOACの組合員の方なら皆様ご周
知の一心堂会長、夏目敏昭先生です。
　第一回目は楷書編ということで楷書の筆使いの
基本「永字八法」を学びました。夏目先生の筆さ
ばきは本当に見事で惚れ惚れします。「点」や「は
ね」、「はらい」と、いとも簡単に書かれます。先
生の見本のあと参加者全員がチャレンジします
が、中々思うように筆が動きません。
　第二回目は「偏」を学びました。これまた筆使
いもままならないのに「偏」と「つくり」のバラ
ンスをとるのに四苦八苦。
　先生は今回の研修会の参加者全員が、年賀状等
の宛名書きを毛筆で書けるようにと目標を掲げて
おられます。また「写経」を研修会を通しての宿
題として出されましたが、この先どうなる事やら
まったく自信がありません。お恥ずかしい話、「技
能士」の肩書きを持つ私ではありますが、手書き

の仕事ではゴシックや明朝で書く事が殆んどで、
昔から楷書は大の苦手でした。
　そもそも「文字書き」になるべくこの業界に入
り約10年の修行の後、昭和最後の年に独立開業。
当初は修行先や同業者の下請けの「文字書き」の
仕事からスタートしましたが、カッティングマシ
ンの導入、すなわちパーソナルコンピュータの普
及に伴い仕事の内容も様変わりし、現在ではイン
クジェット・プリンター等の台頭で一日の殆んど
をコンピュータの前に座っての仕事が増え、すっ
かり「文字書き」からは遠ざかる今日この頃です。
　そんな折この研修会に参加し、改めて「手書き」
の素晴らしさ、難しさ、面白さを見直す事が出来
ました。また夏目先生の高い技能に、人による手
仕事の尊さ、誇りを感じました。残りの６回頑張
りたいと思います。
� 廣田　満也（看太郎）

手書き看板の基本～楷書編～研修会開催
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第27回�大阪府技能競技大会開催される!!

加藤　純子（㈱岡野工芸社） 平城　彰雄（FUN　FACTORY）
　大阪府技能競技大会に初めて出場させて頂きま
した。競技大会に備えて２回ほど練習をしまし
た。５時間という限られた時間内での作業、課題
であるオリジナルロゴやタイトルや書体などを自
分で考えたり、技能検定の時と同じくらいの凄い
プレッシャーでした。
　本番は製作時間が５時間ぎりぎりでしたが、な
んとか仕上げることができ、終了後の達成感と、
自分自身の自信に繋がったと思います。
　他の競技を見ることは出来なかったですが、こ
のような素晴らしい大会に参加させて頂き本当に
良かったです。まだまだ未熟なので、もっと勉強
して先輩方のご指導を頂きながら日々精進して技
能も高めて行きたいと思います。　
　最後に、この競技大会の運営にかかわられました
役員の先生方には大変お世話になりました。この場
をかりてお礼申し上げます。ありがとうございました。

　今回、競技大会に初参加させて頂きました。
　課題は、11月に開催されるおおさかものづくり
コレクションの広報板の製作で、ロゴマークやサ
ブタイトル等を考えなくてはなりませんでした。
練習する時間がほとんどなかったので、制限時間
内に出来上がるのか少し不安でしたが、何とか10
分前に終わったので安心しました。
　同じ会場では他職種の大会も多数していたの
で、見ていても刺激になりました。
　緊張しましたが、良い経験をさせて頂きました。
関係者の皆様、有難うございました。

と　き 平成27年９月26日㈯
ところ 大阪府港湾教育訓練センター

大阪府知事賞 大阪府職業能力開発協会 会長賞
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　今回の技能競技大会に参加させていただく事に
なり、当初は十分な準備期間を持って大会に臨む
つもりでしたが、いたずらに時間が過ぎ、あせり
の気持ちは増すばかりでした。
　当日は秋の清々しい風を受け競技の時を迎えま
した。久しく感じた事の無い緊張感はありました
が、それは程良い物でした。
　上田会長の号令の元、作業開始！先ずは、支給
いただいたアルミ複合板へのベタ貼り作業に取り
掛かりました。上下の貼り込みが終わり、最後の
450角を貼ろうとした時、急に冷や汗が流れるの
を感じました。いきなりサイズを間違える初歩的
なミスを起こした事に気付いたからです。緊張感
はピークに達し、焦りの色は隠せませんでしたが、
自分自身に冷静になる様言い聞かせ作業を再開！
　20数年前に受検して以来、殆ど手にする事の無
かったデザインナイフを持ち、文字・イラストの
カットに移り、当初はデータを支給される事も少
なく、いただいた名刺の社名・ロゴマークを拡大
コピーし、手切りしていた事を懐かしく思いなが
ら作業を進めていきました。
　５時間という限られた時間の中、ペース配分を
し、原稿を元に作品を忠実に再現する事の難しさ
を思い知らされました。
　最後に、今回お世話になりました皆様に感謝す
ると共に、改めてお礼申し上げます。
　又、機会が有り
ましたらいろんな
事に〝チャレンジ〟
したいと思います
ので、宜しくお願
い致します。

山本　康浩��㈱キヌガワ 岸田　充正（㈱光陽銘板）
　８月初旬の技能士会研修会で、夏目名誉会長よ
り技能競技大会出場のお誘いがあり、最初は断っ
ていたのですが懇親会の席でアルコールが入りテ
ンションが上がってしまい、いつの間にか出場す
ると言ったそうです。
　２回目の研修会開始前に技能競技大会の説明を
するので来て下さいと連絡があり、その時にうすく
記憶の中に前回の懇親会で出場すると発言したな
と、まぁいいかと思い改めて出場を決意しました。
　競技大会の課題は、おおさかものづくりという
テーマでロゴマークとサブタイトル（キャッチコ
ピー）を考え、書体、カラーは自由に作製すると説
明されました。
　とりあえず、ロゴマークとキャッチコピーを考
えないと何も出来ないなあと、頭の悪い僕ですが
それなりにずっと考えていました。大会10日程前
の休憩中に昼寝をしていたら24時間テレビの夢を
見ていて、タイトルが「つなぐ」だったので、ハッと
起きてひらめきました。あまりこだわりすぎたら
時間内に出来ないのでシンプルにしましたが、練
習する時間が全然なく、通しですることができた
のは１回だけでした。それも２時間オーバーだっ
たので、どうなるか心配でした。
　大会前日に飲みに行ってしまい、ほぼ二日酔い
でチャレンジすることになりました。頭が痛かっ
たので緊張することなく、リラックスした状態で
した。
　見学者が来る中、ただひたすらカッティングに
夢中でした。貼り方をどうしようか考えながら時
間との勝負です。
　各自デザインが違うので、皆さん凄くデザイン
にこだわっていて、１枚の板にいろんな表現があ
るのだなと感動しました。終了５分前に自分の作
品が出来上がりホッとしました。いい経験をさせ
ていただきありがとうございました。

一般社団法人 大阪府技能士連合会 会長賞 一般社団法人 大阪府技能士連合会 会長賞
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魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと

安保法案が、世間を騒がせています。どの視点から見
るかで、賛否が分かれるところです。今の日本が変わっ
ていく端境期なのでしょう。後世に残る変革であるこ
とを切に願います。 

10月～
12月

卯いろんな意味で苦労しているようですが
今は落ち着いている時期ですね。この状

態が続くと思います。ぶれない気持ちでいるの
が1番大事です。
10月…運気は上向きです。雑用が多くても我慢。

忍耐が問われる事に。
11月…付き合いで外出する機会が多い。それな

りに費用もかさみます。
12月…パートナー孝行していますか？たまに労

をねぎらって下さいね。

辰企業の有りようは25年一区切り。一から
の出発となります。会社の創立年から推

測すれば身の処し方を考える事が出来ます。元
に戻りそうです。
10月…大きな変化はありません。少し肩の力を

抜いても良いでしょう
11月…思いもかけないことが起こり、仕事も大

きく変わります。
12月…昔の顧客が戻ってくる。信頼されていま

す。平常心で臨みます。

巳心に秘めているものがありますね。立ち
向かうべきです。覚悟が要るようですが、

臨んだ時点で叶えられます。その時は、外見に
こだわりましょう。
10月…お金にルーズになる。問題を引き起こす

前に自重するべき。
11月…私生活が仕事に影響。周囲を巻き込まぬ

様な配慮が必要です。
12月…苦手を克服して、成果があがる。大きな

飛躍につながります。

子母子、父子家庭のお宅は、いつもより多
く会話しましょう。わだかまりも�解けて

絆が深まります。殆んどの原因が、誤解による
ものだからです。
10月…突然の移転があります。時期は未定です

が今年中。現状維持。
11月…鼻水・鼻づまり・くしゃみ等花粉症に似

た症状に悩まされる。
12月…約束事などすぐに忘れてしまう。大事に

ならないが用心する。

丑体調は万全ですか？夏の無理がたたって
います。サプリメントに頼らずに、体に

筋力をつけましょう。多すぎる計画は結局のと
ころ実りません。
10月…継続は力なり。仕事は選り好みしない。

転機がやってくる。
11月…優柔不断になりやすい。迷うならきっぱ

りと中止すること。
12月…来年に備えてし残しがないように、見直

すことが必要です。

寅体の不調を放っておくと、慢性化する恐
れがあります。症状が出にくいのですが

本来は頑健な体質です。家の中のストックを整
理する好機です。
10月…老後の生活設計は大丈夫ですか？縁があ

るなら不動産投資を！
11月…収拾がつかない時は、女性の意見を取り

入れる。収まりが早い。
12月…愚痴の聞き役になります。相手の方はそ

れで随分助けられます。
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午過去の資産が減少気味。ゆとりが無くな
る前に手を打ちましょう。棚からぼた餅

は生涯に一度切りです。行動力で自分で稼ぐ道
を見つける事です。
10月…約束が守られれば信頼関係が深まる。ド

タキャンは厳禁です。
11月…自己中心が過ぎますが、苦境を打開する

力はピカイチです。
12月…会社を存続させるには、思い切った手段

がいる。縮小か売却。

未言行一致をモットーに行動していくと運
勢が改善される。批評が批判にならない

ように、物事の両面を本当に理解するには難し
い。意識が重要。
10月…孤独を感じる。疎外感に襲われて辛い。

殻に籠っています。
11月…選択する場面に度々遭遇する。直感に

従って決断して下さい。
12月…他人に振り回される。付き合い方を考え

直すチャンスです。

申長いスパンで利益を出すのは難しい。い
くつもの手立てがあれば安泰でしょう。

交流関係を拡大して常にアンテナを張る。自ら
動くのが良い。
10月…想い通りに実現できる。今だけだから天

狗にならない様に。
11月…相談する相手をしっかり見極める。今後

を左右する人です。
12月…流れるが如くの運気です。疑問なく進む。

停止が終わりの時。

酉嵐の前の静けさです。推測出来る筈。原
因は貴方ではないが、関わっています。

小細工をせずに真正面から行けば難を逃れま
す。1人で対処しない。
10月…金鉱？を手に入れているかも知れません

が気付いていない。
11月…投資金額が一定を超えたら、成果の確認

作業必ず必要です。
12月…穴だらけの財布にならない為、皆に周知

徹底し、引き締める。

戌土台作りが終わり、これからは上物に着
手する事になります。基礎の大きさにも

よりますが、結構しっかりしています。心配せ
ずに突き進んで吉。
10月…心身のケアがおろそか。放置はいけませ

ん。家族の為です。
11月…年内通して一番稼げる。予定の確認を忘

れない。薄着はだめ。
12月…依頼された案件が中々進まない。外注で

も良いから完了する事。

亥立場を中立にしていた事で、上手く波に
乗っています。又荒波が来るでしょうが、

大丈夫です。元の状態に戻るだけです。状況に
よっては辛いかも。
10月…傲慢さが垣間見えます。無意識でしょう

が周囲は不愉快です。
11月…役割分担の変更あり。予想外の出来事に

対応し辛い。困惑気味。
12月…年内の状態が来年に引き継がれる。進退

を決する時期が近い。

Windows10にupdateした途端にフリーズ。大変な思いで取り消し回復しましたが、無
闇にインストールしない事ですね。成功した方は羨ましいです。
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●大阪労働局からのお知らせ

労働者を１人でも雇っていれば、労働保険に
加入する義務があります。

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を１人でも雇用され
ている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。

労働保険適用・事務組合課 ……………（06-4790-6340・6350）
雇 用 保 険 課  ……………………………（06-4790-6320）

大阪労働局ホームページ　http ://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

◆ 労災保険制度については、労働基準監督署へ
◆ 雇用保険制度については、ハローワーク（公共職業安定所）へ
◆ 大阪労働局のホームページ（下記のアドレス）では、労働保険制度に関する詳しい説明

（バナー「労働保険」）や労働基準監督署、ハローワークの情報を掲載しております。

お
問
合
せ

大阪労働局

事業主の皆さま、労働保険に入っておられますか？

活動予定

●屋外広告物安全講習会
開催日時／平成27年10月24日㈯　14：00～16：00
開催場所／あいおいニッセイ同和担保フェニックスタワー16階

●平成28年　新年交歓会
開 催 日／平成28年１月19日㈫
開催場所／ホテルモントレグラスミア大阪

皆様のご参加をお待ちしております！
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第529回理事会報告
日　　時　平成27年７月９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、悦・浦・堀ノ江・伊藤副

理事長、笠谷・金井・栩野・秋村・松原・
山田・大亦・山元・橋本理事

書面出席　山岸・夏目・可児理事
出　　席　北川青年部長
審議事項
⑴大阪府支援事業（中央会委託）について
議長は、大阪府支援事業について中央会足立
部長の説明の後、議場に諮ったところ組合の
課題として組織拡充、組合員の満足度アップ、
会館管理等の意見あり、理事長一任で委員会
メンバーを選任し、支援事業を進めていくこ
とを満場異議なく承認可決した。
⑵マイナンバーセミナーについて
議長は、中央会足立部長にマイナンバーにつ
いて説明させた後、セミナー開催について議
場に諮ったところ、８月28日㈮もしくは９月
２日㈬午後６時30分、OAC会議室にて開催
することを満場異議なく承認可決した。
⑶45周年記念事業について
議長は、金井理事に記念ゴルフ大会について
説明させ、組合員外の参加費を3,000円に変更
することとし、組合員、賛助会員、友好団体に
募集案内することとした。続いて浦副理事長
に記念旅行会の行き先について説明させ、多
数決により粟津温泉方面（賛成７名、日間賀島
６名）で開催することとした。伊藤副理事長よ
り野球観戦の申込状況（135名）についての報
告がなされた。
⑷移動理事会について
議長は、理事長として8月7日㈮午後４時30分
よりホテル阪神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。
⑸組合脱退者の承認について
栩野理事に脱退の申し入れのあった以下の事
業所を読み上げさせ、了承されれば135社にな
ると説明させた後、議場に諮ったところ満場
異議なく承認可決した。

　　【脱退者】
　　・北支部　㈱三栄社（森内　一豪）６月30日付
　　　　　　　理由　担当者不在

第530回理事会報告
日　　時　平成27年８月７日㈮　午後４時30分
場　　所　ホテル阪神
議　　長　松本理事長
本人出席� 松本理事長、悦・浦・堀ノ江・伊藤副

理事長、笠谷・金井・松林・柏原・栩野・
松原・山田・大亦・木南・橋本理事

書面出席　森川副理事長・秋村・山元・山岸・夏
目・可児理事

出　　席　信貴・岡野・夏目相談役、小西監事、北
川青年部長

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
異議なく承認可決した。

　⑵45周年記念事業について
　　議長は、堀ノ江副理事長に記念旅行会につい
て説明させ、参加費を１社１名10,000円、２
人目以降40,000円と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。写真コン
テスト開催を案内文に載せ、カラー印刷で郵
送することとした。続いて議長は記念式典に
ついて説明し、平成28年５月24日㈫ホテルグ
ランヴィア大阪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。

　⑶外部への発信について
　　議長は、橋本理事に外部への発信について説
明させ、組合パンフレットをリニューアル
し、組合員、賛助会員、友好団体、府下の屋外
広告業登録業者、タウンページ登録業者等
に配布する方向で進めていくことを議場に
諮ったところ満場異議なくこれを承認可決
した。

　⑷新規加入者及び組合脱退者の承認について
　　議長は、栩野理事に加入及び脱退の申し入れ
のあった以下の事業所を読み上げさせ、了承
されれば135社になると説明させた後、議場に
諮ったところ満場異議なく承認可決した。

　　【加入】
　　・東支部　バンブーカンパニー
　　　　　　　（光武　勉）8月より
　　　紹介者　山田　善輝（ヒカリネオン㈱）
　　【脱退】
　　・西支部　マクテック㈱（前田　忠幸）７月31日付
　　　　　　　理由　　会社の都合

OAC理事会
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OAC 2015年錦秋号　№217
 （平成27年10月20日発行）

あとがき
　創立45周年記念事業の一環である野球観戦を７
月に、９月にはゴルフ大会を其々大勢の方々にご
参加いただき開催いたしました。恒例となってい
る事業に加え、マイナンバーセミナー等の研修会、
又、技能士会では６年ぶりに大阪府技能競技大会
へ出場したこともあり、今号は盛り沢山の内容と
なりました。
　仕事上必要とされる情報の発信はもちろんです
が、OACの強みである親睦・融和に関しても伝
えていければと思いますので、今後ともご協力い
ただきますよう宜しくお願いいたします。
� 広報文化委員長　木南　憲二

お知らせ
◇代表者変更
◦西支部　西森テクノ㈱
　　新　西森　賢二

　⑸屋外広告物の安全点検について
　　議長は、理事長として屋外広告物の安全点検
について説明し、意見交換会や勉強会等を行
い、他団体と一緒に安全対策について進めて
いくことを議場に諮ったところ満場異議なく
承認可決した。
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　⑴45周年記念事業について
　　議長は、理事長として記念式典について説
明、具体的な内容については引き続き委員
会にて検討していくとの報告がなされた。
続いて事務局より記念旅行会並びに記念ゴ
ルフ大会の参加状況についての報告がなさ
れた。

　⑵外部への発信について
　　議長は、橋本理事に外部への発信として組
合パンフレットのリニューアルについて説
明させ、入りたいと思うキャッチコピーと
写真を載せる、OACの強み（仲よく、楽し

く等）をアピール、情報交換や保険等のメ
リットを強調、組合員が再確認できる分か
りやすい内容、パンフは簡単にして詳細は
ホームページで見てもらう等の意見を基に
引き続き検討していくこととした。作製数
は2,000枚を予定しているが、配布状況によ
り変更する場合があるとした。

　⑶大阪府支援事業（中央会委託）について
　　議長は、理事長として大阪府支援事業メン
バー（松本理事長、堀ノ江・伊藤副理事長、
山元・金井・笠谷理事）、中央会指導員（足
立氏）、専門家（横山氏）による１回目の検
討会の内容についての報告をした。今後の
検討会を理事会前の午後５時から開催する
旨の説明をし、OAC会議室で行う２月迄の
理事会を午後６時30分開始とすることを議
場に諮ったところ満場異議なく承認可決し
た。

　⑷屋外広告物安全講習会について
　　議長は、関西ネオン工業協同組合が進めて
いる安全講習会について説明、以下の内容
で合同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。なお、講師料
は折半とし５万円を負担する。
開催日時　10月24日㈯午後２時～４時
開催場所　あいおいニッセイ同和損保フェニッ

クスタワー16階
講　　師　菊池　光男氏
　　　　　（㈱泉建築設計事務所　代表取締役）


