
OSAKA ADVERTISING COOPERATION
平成29年　錦秋号　№223



副理事長

伊藤　陽祐

時　間

　錦秋の候、組合員並びにご家族、従業員の皆様

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。

　平素は組合活動にご理解、ご協力頂きまして誠

にありがとうございます。

　この季節になると、食欲の秋、スポーツの秋、

読書の秋、芸術の秋など、さまざまな言葉が冠さ

れる時期です。年末に向けて慌ただしくなる時期

でもあり、年々時間が過ぎるのが早く感じる今日

この頃です。

　仕事も生活も含めて時間は重要であり、過ぎ

去った時間は取り戻せません。だから「忙しい」

とか「時間がない」と言って物事を先送りしてい

ると必ず大きなツケが回ってきます。何事にもチャ

ンスをつかむには、変化のスピードよりも速い速

度で考え行動しないといけないと思っております。

　時間は有限であり拡大することはできません。

しかし時間を濃くすることはできます。組合員の

皆様も時間を濃くし、充実した日々を送っていた

だきたいと思います。

　ＯＡＣのスローガンである「古い伝統 新しい

運営 明日を考え 仲よく進もうＯＡＣ」を実行し、

これからのＯＡＣも時間を有効活用しながら、次

の50周年へ向けて盛り上げていってもらいたいと

思います。
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　７月29日㈯市立吹田サッカースタジアムに於いて
Ｊリーグ大阪ダービー「ガンバ大阪VSセレッソ大
阪」を観戦いたしました。
　会場となった「市立吹田サッカースタジアム」に
ついて少々ご説明させていただきますと、2015年10
月10日竣工イベント後、2016年２月14日こけら落と
しマッチ「PanasonicCup」︲ガンバ大阪vs名古屋グ
ランパス（観衆：35,271人）を皮切りに2017年１月
１日には第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会
決勝-鹿島アントラーズvs川崎フロンターレ（観衆：
34,166人）で皇室が来場。その後も国際大会キリン
サッカー国際Aマッチも開催されました。因みに２
月14日のこけら落とし戦は観戦しました。
　４万人収容（甲子園47,808席）のサッカー専用ス
タジアムでガンバ大阪のホームスタジアムとなって
おり、観客席がピッチまでなんと７m（埼玉スタジ
アム約14m、カシマスタジアム約15m）でとても近
く、高低差も1.5mだそうです。そらあ、臨場感出る
はずですね。建設総事業費140億円で、工期が22カ
月間という低コスト、短工期しかも３万人以上の個
人、700社以上の企業から集めた募金と、スポーツ
振興くじ（toto）の助成金などを活用して建設され
たことも驚きです。募金をした個人、企業名の名前
がスタジアムの中に掲載されています。因みに私も
しましたのであるはずです。
　この短工期、低コストで実現した要因について設
計・施工を担当された竹中工務店／中野総括作業室
長さんの記事が載っていましたので抜粋しますと、

─市立吹田サッカースタジアムで短工期かつロー
コストが実現した要因はどこにあるのでしょうか。
　募金による総事業費は140億円で、工期は2013年
12月から15年９月までの22カ月間と非常に厳しい条
件。「工期もお金もない。どうする？」というとこ
ろから始まりました。それでも工期通りに完成させ
るため、設計と施工が一緒になってアイデアを出し
合った。着工の１年半前から会議を重ね、着工時
には既に会議は100回ほど。それくらい事前にプロ
ジェクトのつくり込みをやったということです。設
計・施工一貫だからこそ実現できたといえます。
─具体的にはどのようなアイデアを実現したので
すか。
　まず、プレキャストコンクリート（PCa）化する
ことで職人の数を絞り込みました。プロポーザルで
設計・施工を受注したときは鉄筋コンクリート（RC）
造の在来工法でした。基礎工事、地上躯体ともに
工程上は１日当たり350〜400人の躯体職を必要と
する計画。しかし東日本大震災の復興による職人
不足のなか、そんなに人手が確保できるのか、と。
私は集合住宅のチームリーダーも務めていますか
ら、このスタジアムにそんなに多くの職人が行くと
他の工事が進まなくなることが心配でした。
　PCa化した結果、これまでは５〜10％にとどまっ
ていた職人の削減効果が、今回の基礎工事では
95％の躯体職削減につながり、大きな成果を上げ
たと思います。人が現場に入らないということは、
けがをするリスクも減ります。そういう意味でも安

OAC初！Jリーグサッカー観戦！
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全や品質などがPCa化でより向上したプロジェクト
です。
　私がこれまで実践してきた「少数精鋭」の結果、
管理職４人、20代のスタッフが７人の計11人で延
べ面積６万4,000㎡の施工管理ができました。広大
な敷地を11人で管理するため、手薄な部分が出な
いようドローンを飛ばすなどして補いました。スタ
ジアムの屋根を組み上げるためには地上40ｍの高
所作業が必要だったんですが、地上からドローン
を飛ばして高所作業をカメラを通じて見守り、トラ
ンシーバーを通じて指示を出したりしました。安全
帯の確認などもドローンから「大丈夫か？」と声を
かけ、作業者はそれに応じてカメラに向かって手を
振って確認するなどしていました。
─総事業費140億円は、どの程度、厳しい数字な
のですか。
　吹田サッカースタジアムは４万席なので、１席当
たり35万円という単価です。ちなみに新国立競技
場の建設費は８万席で約1490億円なので、単純計
算することにあまり意味はないんですが、数字上は
吹田サッカースタジアムが10個以上できてしまいま
す（笑）。しかしながらプロジェクトの厳しさは予
算だけで計り知れるものではありません。工期厳守
や品質確保という制約のなかで決まっていくことも
多いですから。吹田サッカースタジアムは、そうい
う意味でも建物づくりの原点回帰だったといえるで
しょう。
─仕上げはシンプルで、スマートなイメージです。
　初期投資でローコストにすることのほか、もう１
つ重要だったのがメンテナンスフリーにすることで
す。このスタジアムは寄付金などで建設して吹田
市に寄贈。運営・維持管理を指定管理者としてＪ
リーグのガンバ大阪が行う事業スキームです。そこ
で我々は、徹底してメンテナンスの要らない素材に
こだわりました。例えば外部階段。RC造の上にタ
イルを張ると、タイルの白華が生じたり、タイルの
張り替えの必要が出てきたりします。それを防ぐた
めに、今回全ての外部階段をメッキ仕上げの鉄骨
階段に変更しました。また外装には一切、色を付
けていません。塗装するとメンテナンスをしないと
いけないですから。さらに、計7,000㎡ほどのコン
コースの天井も一切ペンキは塗らずにケイ酸カルシ
ウム板を張っています。ここもメンテナンスフリー
で、何10年も品質を保つことができる仕様です。こ

の現場では、アルミや石など比較的高価な素材は
使用せず、デザイン性は維持すること。最終的に
メンテナンス費用がかからない品質を確保するこ
と。この２点を原則にいろいろなアイデアを出し合
いました。これも設計・施工の強みを発揮できたと
ころだと思います。
っといった感じです。さすが竹中工務店さんです。
　ものづくりの私たちにとってとても興味のある記
事です。そんなスタジアムでOACの初観戦が始ま
りました。まず驚いたのがセレッソの応援団です。
大きな旗を振り回し、声をそろえての応援歌。カラー
はピンク。めっちゃ派手です。対してガンバ、旗は
小さめ、頭の上で手を動かしての応援、声も揃っ
ています。カラーはブルー。なぜか地味な感じです
が品があるようにもみえます。「なんか大阪の北と
南って感じがするな〜」っと、隣で見ていた中年の
女性。
　試合は前半０対０で終え、後半６分セレッソ杉
本がシュートを決め１点先取。セレッソの応援団
はさらに盛り上がっていました。そこで安心したの
か、帰りの混みを心配するどちらかというとセレッ
ソファンの数人が、帰って行きました。その後、20
分に１点、32分に１点、41分に１点とガンバ大阪が
得点。終わってみれば3対1でガンバ大阪がホーム
で大阪ダービーを勝ちました。帰りの混みを心配し
早々に帰ったメンバーには申し訳無かったですが、
すごく盛り上がりました。
　1993年Ｊリーグ発足、川淵チェアマンが「何年
後かには、プロ野球とサッカーの人気を逆転させる」
と言ってたそうです。そうなる日も近いんでしょう
か…と思わせる盛り上がりの試合でした。因みに私
はバスケットが好きです。
 厚生委員　上田　亨二
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中央支部
納涼会

　９月21日㈭にトルコ料理店ナザー
ル心斎橋本店にて遅めの中央支部納
涼会を開催し、13名が参加いたしま
した。

　当初ナビでは場所がわからなかったのですが、
今村事務局長とばったり会い、無事19時までに会
場に着くことができました。
　ここでは食事だけではなく、オプションとして
ベリーダンスがついており、食事をしながらベリー
ダンスを鑑賞しました。トルコ料理は私にとって
は初めての味なものが多く、新しいジャンルが開
いた感じでした。いつも
来られている堀ノ江さん
は都合がつかなく息子さ
んの匠さんが来られ、ナ
ニワの百田さんは24歳と
最年少、中央支部もどん
どん若返ってきました。
　松本理事長、金井副
理事長、ニップコーポ
レーションの花登様、ご
参加ありがとうございま
した。新旧入り乱れる楽
しい納涼会でした。
 幹事　秋村　敬三

支部だより

西支部
納涼会

　去る８月５日㈯に西支部納涼会
を開催しました。その名もプロ野球
観戦「阪神VSヤ
クルトin京セラ

ドーム大阪スターダイナー」。
　 外 野 レ ス ト ラ ン 席 に て
ビュッフェ＆飲み放題での観
戦です。店内で座って飲食し
ながら応援ができ、テラス席
に出れば臨場感あふれる素晴
らしい会場でした。
　14時試合開始ですが、12時
過ぎには半数近く集まり、早
くも乾杯が始まっていまし
た。今回は皆さんに対戦予想

カードをお渡しし、試合結果を色々予想していた
だきました。得失点差、ホームラン本数、勝利投
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西・北支部
ゴルフ対抗戦

　この度、北支部と西支部のゴルフ
対抗戦を初めて開催いたしました。
　７月１日７時58分、場所は能勢カ
ントリー倶楽部ＩＮスタート。総勢

17名にご参加いただきました。曰くつきの会員さ
んが急遽欠席となったため天候にも恵まれ、好ス
コアが期待されます。
　ルールも好スコアを狙っていただこうと、目標
達成賞を取り入れました。自己申告スコアに最も
近かった方が表彰、離れていた方は罰が与えられ
るというものです。自己ベストを狙って申告する
方、ぼちぼちのスコアを狙う方、それぞれですが
申告以上の好スコアでも罰があります。最後に調
整したら狙えそうではありますが、そこは皆さん
競技者らしくフェアプレーで楽しんでいただけた
ようです。
　個人戦での優勝は松本理事長、準優勝はニップ
コーポレーション古谷さん、三位はエプソン販売

保田さん、おめでとうございます！見事にゲスト
の皆様に花を持たせる北西両支部員の素晴らしい
心遣いが冴えわたりました。そして優勝賞品には
なんと魚沼産コシヒカリ。ゴルフで飯を食べれる
ようになっていただきました。
　肝心の対抗戦ですが、ダブルペリアで成績最上
位最下位各1名を除外した全メンバーの平均スコ
アで争いました。非常に僅差の争いとなり、何度
も検算して確認した結果、0.1打差にて西支部が初
代チャンピオン！！　パチパチパチ！
　ちなみに対抗戦賞品は勝者にふさわしく、かっ
こいいベルトです。西支部の方がゴルフの時に
かっこいいベルトをしてたら「あの時の？」と聞
いてみてください。
　ご参加の皆さんにも楽しんでいただけたようで、
また開催できればと思います。
　ありがとうございました。

西支部長　山岸　友彦

手、決勝打点選手です。
　しかし、開始早々２回に秋山投手がケガで交代
すると、勝利投手予想が殆ど消えてしまいます。
得失点差も阪神勝利は多くとも、４点差という微
妙な数字。３点、５点は多いのですが、やはり４
点は回答としては避けてしまうものですね。これも
該当者なし。ホームランは１本ですが、これも不
思議と該当者なし。もはや全問不正解かと暗雲立
ち込める中、決勝打点の福留選手を当てましたニ

シマツテントさん、おめでとうございます。引き当
てた商品はご一緒の３人で山分けされたようです。
　試合も前述の通り、阪神が快勝し、終始おいし
い酒を飲むことができました。といっても早くか
ら飲み始めた私は終盤戦をほとんど覚えていませ
んが。でもおいしく楽しく見れてまたプライベー
トでも見に行きたいお店です。また皆様、ご一緒
お願いします。
 支部長　山岸　友彦
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北支部
納涼会

　　８月５日㈯に北支部納涼会を
行いました。例年通り「なにわ淀川
花火大会」です。今年は９社22名の
参加でした。この数年、台風の影響

で中止になったり、夕立が降って開催できるか不
安になった時もあったりしましたが、今年はお天
気に恵まれ安心して会場へ向かう事ができまし
た。
　花火が打ちあがるまで、お弁当をいただいたり、
各々持ち寄ったおやつやお惣菜を分け合ったりと
いつもと変わらず和やかに過ごしました。

支部だより

　会場にいる人たち
のカウントダウンを
する声が花火への期
待で大きくなり、開
演時間の19：40予定
通りに花火が打ちあ
がりました。ずっと
見上げているので途
中から首が痛くなる
くらい大きく綺麗な
花火でした。ドラマ

南支部
納涼会

　９月３日㈰南支部納涼会が開催さ
れ、恒例行事の日帰りバスツアー「明
石＋神戸散策」に行ってきました。
総勢30名、今年は少し早い秋を冠し

た良い気候となり、午前中は涼しく、午後は秋晴
れでした。
　松本理事長のいつもの挨拶「元気ですかー！」
で始まり、バスは舞子海上プロムナードに到着、
明石大橋では海面から約47ｍ辺りを散策し、途中
には下の海が見えるスリガラスがあり、覗くと怖
く迫力がありました。
　橋の下の広場では、よさこい祭りのイベントが
偶然にも開催されており、若い人達が踊っていま
した。バスに戻る途中、タレントの出川哲郎さん
とオカリナさんとカメラマンに遭遇し、慌てて携

帯のカメラで撮りました。出
川さんは意外と小さく、ある
人が「ドラエモンみた〜〜
い！」と言っていましたが、
正に「その通り！」だったの
で大笑いをしました。
　次は明石魚の棚（商店街）
です。ここでは本場の明石焼
きを味わいました。ふわふわの卵焼きにタコが入っ
ているような感じで、あっさりしていました。
　昼食は明石随一の老舗、料亭旅館「人丸花壇」
に行き、明石の鯛を堪能し、カラオケやお風呂を
楽しませていただきました。
　この旅行を企画していただいた、木南支部長、
本当にお疲れ様でした。 幹事　松本　正敏
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の主題歌で人気の曲に合わせて花火があがって盛
り上がったり、お子さんが喜ぶようなアニメキャ
ラが打ち上がるとあちこちで喜ぶ声が上がってい
たりしました。
　毎年、あっという間に１時間が過ぎていきます。
余韻に浸りながら帰路につきました。お忙しい中、
ご参加くださりありがとうございました。
　今年の納涼会について役員会を開いた時、長い
間同じ花火大会でいいのかと役員から意見をいた
だきました。私個人、毎年花火を楽しみにしてい

ると言ってくださる方もいらっしゃるので、でき
れば花火大会がいいと思っていました。しかし、
マンネリ化していて参加しない選択をされている
方もいるかもしれないとも思うようになりまし
た。来年はどうなるかまだわかりませんが、他の
選択肢も必要なのかもしれないと感じています。
　今後とも、皆様のご意見を伺いながら何かでき
たらと思います。その時はどうぞよろしくお願い
致します。
 支部長　橋本　幸代
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OAC青年部だより

青年部納涼会
　７月12日㈬18時より青年部納涼会を京
セラドーム大阪にて開催致しました。
　なんと今年の納涼会は青年部初めての
試みとして野球観戦にしました。カード
はオリックス対日本ハムだったのです
が、今回担当した笠谷理事の日頃の行い
のおかげで、な！なんと、先発は大谷投
手！試合開始前に外野側でキャッチボー
ルをしていたので近くで見ることができ
たのですが、すごく大きくてビックリ！
全員食べ物飲み物そっちのけで写真を撮
りまくっていました（笑）。
　私は盛り上げるために、持っていたオリックス
のユニフォームを着ていましたが、だれからも
ツッコまれず…（笑）。
　試合が始まり、みんな大谷投手に釘付け！のは
ずが、１回１／３で降板し、みんなもっと見たかっ
たのにと残念がっていましが、飲み放題が７回の
攻撃までだったので、いっぱい飲むために早く
ゲームが進むことをみんなで拒みながら（笑）会
話に華を咲かせておりました。
　試合結果はオリックスの勝ち！京セラドームの
雰囲気もすごく良い状態で宴は終了しました。お
越しいただいた皆さんに、「こういう企画はもっ
とやってな〜！」と言っていただきすごく良かっ
たと思います。
　最後になりましたが、ゲストご参加いただきま
した森川副理事長及び本部組合員の皆様に感謝い
たします。本当にありがとうございました。

部長　北川　福太郎

｜ 8｜



OAC青年部だより

青年部セミナー

るほど必死に作っていました。お土産用が完成し
たら少し慣れた感じになっていました。
　次はチームワークで装飾バルーンを作るのです
が、前もって講師が設計してくれたデザインを基
に、役割分担でペアになってパーツを作っていき
ました。
　完成したら設計ミスで高さを調節することにな
りましたが、現場慣れしている講師が率先して解
決してくれました。経験があるとトラブルが起き
た時は瞬時に解決策が思いつき、対応が出来るね
んなあと実感しました。
　完成した装飾バルーンと各自お土産用に作った
バルーンアートを持って記念撮影をしました。Ｏ
ＡＣ会議室にバルーンディスプレイをホワイト

ボード付近に飾りました。
原型がいつまであるかわか
りませんが、楽しく、また
協力し合って作る事が出来
て僕は満足してます。
　父親としての特技ができ
たし、ＯＡＣ青年部のチー
ム力が少し出来たのではな
いかなあと感じております。
年々、人数が減ってきてい
るので、今以上に団結力を
よくしていきたいですね。
　たくさんの人が集まるい
い研修会がないのかなあ
と、もっと考えるべきでし
た。反省してます。

副部長　岸田　充正

　10月３日㈫にＯＡＣ会議室で「バルーンアート
ディスプレイセミナー」をしました。人数は９人
と少なめでしたが和気あいあいと楽しむことが出
来ました。
　講師とは昨年に中小企業同友会の集まりで知り
合い、青年部研修会で技を披露してくださいと声
かけをして、即答で「いいですよ」と返事をいた
だいていたのですが、昨年は開催できず講師には
申し訳ないと考えていました。
　今年こそはバルーンセミナーをと考えていたの
で、ちょっとゴリ押しで企画しました。
　日にちが段々とずれていき不安になっていたの
ですが、なんとか日程も決まり、内容については
全て講師にお任せとなりました。
　講師の自己紹介から始まり、バルーンアートの
この先の重要性などを話していただきました。バ
ルーンの使い方、膨らまし方、結び方、風船の繋
ぎ方などを説明してもらい、お土産用のバルーン
アートを各自で作り始めました。最初は簡単かな
と思っていたのですがなかなか難しく、風船を繋
げる時にパンパン割れました。
　他の人たちはどうなんかなと不安でしたが、だ
んだんと夢中になっていき、説明すら聞かなくな
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　昨年度から役員になり初めての組織委員会
活動。何かお役に立てないかと考えたところ、
ＯＡＣ及び世間的にも高齢者が増えている。
ということは事業継承するにも相続の話も大
事なのではと思いつき、私の知人である社会
保険労務士で１級ＦＰ技能士である中島　繁
さん（なかじまシニア・コンサル代表）に講
師のお願いをしたところ、すぐに快諾してい
ただき、今回、相続対策セミナー開催の運び
となりました。
　当日の９月29日㈮は月末にもかかわらず19
名の方々にご参加いただきました。実は動員
目標を30名としてたのですがなかなか集まら
ず、栩野委員長から最低20名は集めるように
と厳しくも温かい激励がとんできました。な

ので、組織委員全員で手分けして、結集の電
話をかけてみたりもしました。賛助会員の皆
様にもお電話させていただき、ご参加いただ
きました。
　セミナーは相続に関することや遺言書の必
要性について具体的にお話しいただきまし
た。社長の奥様が亡くなって再婚された場合
など、様々な事例を基にお話しいただいたの
で楽しく解りやすい内容になりました。
　セミナー終了後は自分の相談がしたかった
のか先生の周りには何人かの方が相談されて
おりました。（個人的な話は具体的すぎてお
話しできませんが…笑）
　今回、中島先生には破格の講師料でセミ
ナーを開催していただき、楽しく勉強できた
ので本当に良かったです。セミナーに参加さ
れた方は何かあれば無料相談にも乗ってくれ
ますので、是非気軽にお話ししてみて下さい。
　また、ご参加できなかった方も相談された
い場合は事務局までご連絡下さい。
　参加された皆様ありがとうございました。

組織委員　大島　祥一

相続対策セミナー開催
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技能士会だより

平成29年度 技能検定試験実施!!

【実技試験】
試験日　７月30日㈰　１～３級

【学科試験】
試験日　７月16日㈰　３級
　　　　８月27日㈰　１・２級

【受験状況】
粘着シート仕上げ　　１級　４名（OAC ／ 3名）
　　　　　　　　　　２級　５名（OAC ／ 2名）
　　　　　　　　　　３級　６名

【検定委員（OAC）】 
　上　田　亨　二
　木　南　憲　二
　夏　目　健　一
　廣　田　満　也

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。

平成29年度  技能検定合格者発表

山本　康浩氏
㈱キヌガワ（西支部）

楊　　祖諭氏
㈱電飾工業（中央支部）

川中小百合氏
㈱電飾工業（中央支部）

井上　智雄氏
㈱カシマヤ（南支部）

■ 広告面粘着シート仕上げ作業（２級）

■ 広告面粘着シート仕上げ作業（１級）

合格おめでとう
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　この度、初めて大阪府技能競技大会に出場させていただ
きました。
　「おおさかものづくりコレクション2017」のロゴとキャッ
チコピーを考えるということで、どのようなイベントなの
かインターネットで調べてみると、子供たちが和気あいあ
いと「ものづくり」をしている写真が載っていたので、こ
の明るく楽しい雰囲気を作品に出せたら良いなと思ってデ
ザインしました。
　当日は緊張でいつもよりカッターを持つ手に力が入って
しまい、文字切りで何度かシートの裏紙まで切ってしまい
ましたが、なんとか無事に完成することができました。
　この大会に参加してあらためて自分自身、「ものづくり」
の楽しさを感じることができました。そして他の参加者の
方々の作り方を見ることができ大変勉強になりました。
　お世話になった皆様方に感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

　今回の大阪府技能競技大会には初めての参加です。
　前日に一度作ってみましたが、上の黄色と黒の部分の寸
法がなかなか合わず、変にプレッシャーを感じてしまい焦
りました。この部分はカッターをイメージしています（後
輩に考えてもらったデザインです）。実際に一度試作して
おく事は、とても大事なことだと感じました。
　最近では手でシート文字を切ることなど無かったので、
とても懐かしく思いました。昔はそれこそ、朝から晩まで
手でシート文字を切っていたものです。
　５時間という時間を決められると気持ちが焦りました
が、いつもの手順を忠実に守ることで時間内に完成出来た
ので良かったと思います。これも陰ながら手伝ってくれた
仲間のお陰です。
　関係者の方々も貴重な経験をさせて頂きまして、ありが
とうございました。

第29回 大阪府技能競技大会開催される!!

と　き 平成29年９月30日㈯
ところ 大阪府港湾教育訓練センター

技能士会だより

古家　真紀子（㈱カシヤマ）

大阪府知事賞

小路　昌明（三晃プラスチック工業㈱）

大阪府職業能力開発協会 会長賞

｜ 12｜



　今回、大阪府技能競技大会に初めて参加させて頂きまし
た。当初は参加する予定ではありませんでしたが、お誘い
を頂いた事もあり折角の機会ですので参加する事に決めま
した。
　競技大会の制作テーマである「オリジナルのロゴマーク」

「サブタイトル」をしっかり決めてから書体・配色等を決
めていくつもりでしたが、ロゴマーク・サブタイトルを決
めるのに時間がかかりました。練習時間は多くは取れず不
安もあり、当日は緊張しておりましたが時間内に完成がす
ることが出来ましたので安心いたしました。
　改めて広告物の表現の難しさを痛感いたしましたが、良
い経験をさせて頂きました。
　関係者の皆様、ありがとうございました。

　先日、２年ぶりに大阪技能競技大会へ参加させていただ
きました。
　今回は構図に悩み、なかなかデザインがまとまらないま
ま当日を迎えました。
　午前中は内装仕上げをされている方の作業を見る余裕も
ありましたが、午後からは思いの外作業が進んでいない事
に焦りを覚え、汗を拭いながら手を進めましたが、あえな
く〝time up〟…。
　準備と時間配分の大切さを痛感した一日でした。

技能士会だより

山中　隆也（㈱カシヤマ）

一般社団法人 大阪府技能士会連合会 会長賞

山本　康浩（㈱キヌガワ）
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263回 OACG会コンペ
平成29年７月12日㈬
万寿ゴルフクラブ／17人参加

　昨年の北海道でのＯＡＣＧ会マンスリーに参加
し、その時にＯＡＣＧ会に入会させていただきま
した。
　初心者なのでハンディーに恵まれ、今回優勝さ
せていただきました。ありがとうございます。
　ＯＡＣＧ会の皆さんと仲良くさせていただき、
個人では行くことの無いような名門コースでプ
レーし、マナーも勉強させていただいてます。45
歳からですがゴルフを始めて良かったと思いま
す。
　楽しい会ですので、ゴルフされて方は是非入会
よろしくお願いいたします。 柏原　将吾

優勝　柏原　将吾
２位　信貴　理伸
３位　堀ノ江　良
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264回 OACG会コンペ
平成29年９月26日㈫
ローズウッドゴルフクラブ／17人参加

　９月に入ってお彼岸も過ぎたというのに、結構、
暑い日が続いています。
　冬の寒い日よりは暑い夏の方が好きなので、当
日も朝は涼しくて昼からは少し暑かったのです
が、まだまだマシな方だと感じていました。
　木下先生と今村さんとの３人の組み合わせだっ
たので、ゆっくり落ち着いてプレーする事ができ
ました。
　最近、ドライバーを替えたのですが、それが良
かったのか、午前中は40で回る事が出来ました。
午後からは欲が出て、つまらないミスも色々とい
つものごとく出ましたが、何とか46で収まりまし
た。
　ハンデから見ると、こりゃダメだと思っていま
したが、１位の木南さんが休みが３回続いたとい
う事で繰り下げとなり、私が優勝となりました。

３年か４年ぶりの優勝を頂く事ができました。木
南さん、本当にありがとうございました。感謝、
感謝です。
 大湾　政次

優勝　大湾　政次
２位　木南　憲二
３位　時岡　佳幸
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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魔女のひとりごと

自然災害と北朝鮮のニュースで、世間は騒いでいましたがまだこの騒動は
続いていきます。プラス新たな問題も起こり心休まる日々は余りないでしょ
う。世界を巻き込むような大きな出来事が起こらぬ様祈ります。

10月～
12月

卯
 来年まであと少しです。来年は大きく変わ
るので今は待機状態です。心の成長なく迎
えることはできません。強い意志があれば
目標達成です。

10月…プライベートが充実します。仕事にもプラ
スになり評価上がる。

11月…頼まれ事で忙しい。相手方からの感謝の気
持ちは伝わらない。

12月…今以上に頑固になる。柔軟さに欠けるが、
救われることもある。

辰
 今年転職した人は長続きします。想像と
違っても働きやすい職場です。人一倍頑張
る人ですが、体は正直です。ボランティア
は必要ありません。

10月…エンゲル係数が高いようです。外食を控え
て少し節約を。

11月…いつの間にか又物に囲まれています。整理
は他の人に任せる。

12月…新規の仕事の誘いはお断りしましょう。貴
方には合いません。

巳
 環境が変わった人も自分のペースで仕事
やプライベートを進めることができる様
になりました。新居や転居も問題ありませ
ん。清潔感は大事。

10月…仕事と趣味には、意外と共通点がある様で
す。見つけては？

11月…直感に頼って正解です。どんな形にしろリ
スクは避けたい。

12月…報酬も大事な条件ですが、信頼関係こそ貴
方に必要なものです。

子
 多忙でないと落ち着かない貴方ですが、た
まには静かな時も必要です。乗り気でない
事には手を出さない。結果にがっかりしま
す。予定をスリムに。

10月…周りまわって自分の方に幸運がやってく
る。分かちあおう。

11月…未処理だったものが解決する。ウィンウィ
ンで終ります。

12月…慣例化しているものを削ぎ落としてこそ次
への布石になる。

丑
 八面六臂の活躍でしたが、後半息切れして
います。心身ともに休息が必要です。平穏
ですが安定ではない。安定を求めるなら今
からが大事。

10月…いくつかダブって仕事をしているなら、管
理をしっかりと。

11月…出費増大。生活家電や大物の買い替えなど
など。延期はダメ。

12月…目標に向かって順調です。力を抜かずに邁
進することです。

寅
 やられたらやり返すの繰り返しで疲れま
す。引けば怪我は少なくて済みますが行け
ば大怪我の元です。思い当たることがある
のなら我慢です。

10月…誉めて周囲との関係は良好です。気持ちよ
く仕事しましょう。

11月…少額の出費が多い。結構な大金になるので
選択が必要です。

12月…入会している会の退会を考えているなら、
現況は継続がベスト。
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午
 守りに徹するのが1番です。仕事は向こう
からやって来ます。きっちりこなすと主導
権がこちらに移ります。自分勝手な理屈は
通りません。

10月…いさかいが多い。一歩退いての対処は大事
にならない為です。

11月…教育に時間と費用をかけても無駄でない。
会社の質が上がる。

12月…苦労が報われる。イヤにならずにこの調子
で続けて下さい。

未
 つまらない事で悩まない。考えすぎです。
意見されるの嫌いですが、信頼している人
は良い事言っていますよ。理想に振り回さ
れないで下さい。

10月…外出増える。家の中の片付けを優先した方
が運気が上がります。

11月…食べすぎに注意。夜は早めに。血糖値、血
圧等色々問題になる。

12月…子供の事でケンカになる。子供の自主性に
任せて大丈夫です。

申
 順調で平穏な時です。可もなく不可もなし
と言った状態なので余り実感はない。微妙
な変化に気づきにくい。アンテナの感度は
良好でしょうか。

10月…お宝発見。貴方しか見つけられない宝があ
ります。考えて！

11月…ジッとしていない。人の為自分の為に動き
ます。利益も生む。

12月…オシャレも必要。でも薄着はダメ。厚着で
もオシャレできる。

酉
 ついつい注意や嫌味を言ってしまう。時に
は口にチャックです。そんな時自分は今幸
せか？振り返ってみましょう。幸せな人程
意地悪しないそう。

10月…収入源が二つになる。その分忙しいのは当
たり前。覚悟して。

11月…見逃した事柄を見つけるのが得意。特技い
かせる仕事がある。

12月…大丈夫と思って使用している持ち物が壊れ
かけている。注意。

戌
 将来の展望が読めてきている。それに沿っ
ての行動が出来ていません。来年にはイヤ
でも動かざるを得ない。今は充電期間とで
も思いましょう。

10月…外出したいのに出来ない事情が起こりま
す。解決しないと無理。

11月…本格的に弱点を克服して力を取り戻して。
周囲も辛い筈です。

12月…友人との交遊が今の貴方を豊かにします。
億劫でも付き合いを。

亥
 順風満帆に見えた世界が、ある日突然ひっ
くり返ります。恩恵を受けていた事をすっ
かり当たり前に考えていたからです。でも
貴方な強い。

10月…不安が少しずつ解消されます。覚悟も出来
てきているからかも。

11月…生活の見直しが楽しみになる。本来の強さ
を発揮できます。

12月…兼ねてからの懸案事項がようやく丸く収ま
り一息つけます。

配偶者控除が150万円になるそうですが、消費税が10%の話しも聞こえ
て来ると、労働者に優しくないと感じてしまう。
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おえっしーの賛助会員紹介
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OAC理事会

第552回理事会報告
日　　時 平成29年７月13日㈭　午後６時15分
場　　所 ＯＡＣ会議室
議　　長 松本理事長
本人出席 松本理事長、森川・浦・堀ノ江・伊藤・金井副

理事長、笠谷・木南・橋本・松原・大亦・松林・
柏原・上田・大島理事

書面出席 秋村・岸田・夏目・長澤・松本理事
出　　席 北川青年部長
審議事項
　⑴新年交歓会について

議長は森川副理事長に新年交歓会について説明させ、
多数決によりホテルモントレグラスミア大阪で平成
30年１月24日㈬に開催することが承認された。

　⑵親睦旅行会について
議長は笠谷理事に親睦旅行会について説明させ、九州
方面（湯布院泊）へ行くことが承認された。開催日は平
成29年10月27日㈮・28日㈯で、１社１名の参加費が
４万円弱となるよう組合から補助する。なお、案内文
については次回理事会にて検討することとした。

　⑶組合脱退者の承認について
議長は堀ノ江副理事長に脱退の申し入れのあったエ
ヌエスシート（南支部）と㈱光栄（北支部）について読
み上げさせ、承認されれば134社になると説明させ、承
認された。

第553回理事会報告
日　　時 平成29年８月４日㈮　午後４時30分
場　　所　ホテル阪神エメラルドルーム
議　　長　松本理事長
本人出席　松本理事長、森川・浦・堀ノ江・伊藤・金井副

理事長、笠谷・山岸・木南・橋本・栩野・秋村・
松原・大亦・夏目・長澤・松林・柏原・大島
理事

書面出席　岸田・松本・上田理事
出　　席　信貴・岡野・夏目相談役、小西・悦監事、北川

青年部長
審議事項
　⑴第一四半期報告について

議長は堀ノ江副理事長に第１四半期報告について資
料に基づき詳細に説明させ、予算通り順調に推移して
いる旨の報告があり、全て承認された。

　⑵親睦旅行会について
議長は笠谷理事に親睦旅行会の案内文について説明
させ、８月中旬発送の請求書に同封すること、及びＦ
ＡＸ、メール、グループラインにて案内することが承
認された。なお、参加費は１社１名39,800円とし、二人

目以降は72,000円とすることとした。
　⑶相続対策セミナーについて

議長は栩野理事並びに大島理事に相続対策セミナー
について事業計画書を基に説明させ、以下の通り実施
することが承認された。なお、開催案内文については
委員会一任とし、出来次第ＦＡＸにて案内することと
した。

　　　日　時　９月29日㈮　午後６時30分〜午後８時
　　　場　所　ＯＡＣ会議室
　　　講　師　中島　繁（なかじまシニア・コンサル代表）
　　　内　容　遺産相続対策の必要性について　他
　　　定　員　35名
　⑷組合脱退者の承認について

議長は栩野理事に脱退の申し入れのあった宮崎工芸
（中央支部）について読み上げさせ、承認されれば133
社になると説明させ、承認された。

第554回理事会報告
日　　時　平成29年９月14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・浦・堀ノ江・伊藤・金井副

理事長、笠谷・山岸・橋本・松原・夏目・松林・
松本・柏原・大島理事

書面出席　栩野・秋村・大亦・岸田・長澤・上田理事
出　　席　北川青年部長
審議事項
　⑴組織委員会担当事業について

議長は松原理事に組織委員会担当事業である他団体
との交流会について説明させ、交流相手先との都合が
合わせ難いこともあり別事業に変更したいとのこと
であったが、引き続き前向きに検討していくこととし
た。

　⑵組合脱退者の承認について
議長は堀ノ江副理事長に脱退の申し入れのあった㈱
グリーンアートについて読み上げさせ、承認されれば
132社になると説明させ、承認された。

　⑶組織委員会担当事業について
議長は金井副理事長に合同忘年会について説明させ、
支部毎で開催している忘年会を今年度は５支部合同
で平成29年12月５日㈫天王殿にて開催することが承
認された。なお、合同ということで本部事業として開
催することとした。

　⑷新年交歓会について
議長は森川副理事長に平成30年１月24日㈬ホテルモ
ントレグラスミア大阪にて開催の新年交歓会につい
て説明させ、次第は例年通りとし、書初めの内容につ
いては次回理事会で討議する。
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あとがきお知らせ
　いつまでも夏の様な暑い日が続いていると思ってい
ると、最近やっと気温が下がり秋らしい気候になって
きました。
　今年も最終コーナーを過ぎ、仕事の上でも年末に向
けてラストスパートを掛けていきたいものです。
　ミサイルやら選挙やらで、あわただしい世の中です
が、ＯＡＣは、ぶれずにこれからも組合員様ファース
トで様々な行事を企画し、お届けしていきますので、
是非積極的なご参加をお願いします。
　そして広報文化委員も生き生きとその様子を写真や
記事で、ご紹介していきたいと思いますので、ご協力
よろしくお願いします。
 広報文化委員長　松林　泰弘

◇組織変更
・北 支 部　㈲平成美装
　　 新 　　㈱平成美装

◇社名・代表者変更
・東 支 部　髙山製作所
　　 新 　　㈱髙山製作所
　　　　　　髙山　晃秀

◇ＨＰアドレス変更
・西 支 部　モリ工芸社事業部
　　 新 　　http://www.morikougei.jp

大阪市
「かたづけ・たい」活動

平成29年９月14日㈭午後５時より
鶴橋駅周辺で実施致しました。
 支部長　山岸　友彦

堺市路上違反
簡易広告物除却活動

　平成29年８月26日㈯午前10時より鳳駅周辺
にて貼り紙等の除去を行いました。
 支部長　木南　憲二
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　７月29日㈯市立吹田サッカースタジアムに於いて
Ｊリーグ大阪ダービー「ガンバ大阪VSセレッソ大
阪」を観戦いたしました。
　会場となった「市立吹田サッカースタジアム」に
ついて少々ご説明させていただきますと、2015年10
月10日竣工イベント後、2016年２月14日こけら落と
しマッチ「PanasonicCup」︲ガンバ大阪vs名古屋グ
ランパス（観衆：35,271人）を皮切りに2017年１月
１日には第96回天皇杯全日本サッカー選手権大会
決勝-鹿島アントラーズvs川崎フロンターレ（観衆：
34,166人）で皇室が来場。その後も国際大会キリン
サッカー国際Aマッチも開催されました。因みに２
月14日のこけら落とし戦は観戦しました。
　４万人収容（甲子園47,808席）のサッカー専用ス
タジアムでガンバ大阪のホームスタジアムとなって
おり、観客席がピッチまでなんと７m（埼玉スタジ
アム約14m、カシマスタジアム約15m）でとても近
く、高低差も1.5mだそうです。そらあ、臨場感出る
はずですね。建設総事業費140億円で、工期が22カ
月間という低コスト、短工期しかも３万人以上の個
人、700社以上の企業から集めた募金と、スポーツ
振興くじ（toto）の助成金などを活用して建設され
たことも驚きです。募金をした個人、企業名の名前
がスタジアムの中に掲載されています。因みに私も
しましたのであるはずです。
　この短工期、低コストで実現した要因について設
計・施工を担当された竹中工務店／中野総括作業室
長さんの記事が載っていましたので抜粋しますと、

─市立吹田サッカースタジアムで短工期かつロー
コストが実現した要因はどこにあるのでしょうか。
　募金による総事業費は140億円で、工期は2013年
12月から15年９月までの22カ月間と非常に厳しい条
件。「工期もお金もない。どうする？」というとこ
ろから始まりました。それでも工期通りに完成させ
るため、設計と施工が一緒になってアイデアを出し
合った。着工の１年半前から会議を重ね、着工時
には既に会議は100回ほど。それくらい事前にプロ
ジェクトのつくり込みをやったということです。設
計・施工一貫だからこそ実現できたといえます。
─具体的にはどのようなアイデアを実現したので
すか。
　まず、プレキャストコンクリート（PCa）化する
ことで職人の数を絞り込みました。プロポーザルで
設計・施工を受注したときは鉄筋コンクリート（RC）
造の在来工法でした。基礎工事、地上躯体ともに
工程上は１日当たり350〜400人の躯体職を必要と
する計画。しかし東日本大震災の復興による職人
不足のなか、そんなに人手が確保できるのか、と。
私は集合住宅のチームリーダーも務めていますか
ら、このスタジアムにそんなに多くの職人が行くと
他の工事が進まなくなることが心配でした。
　PCa化した結果、これまでは５〜10％にとどまっ
ていた職人の削減効果が、今回の基礎工事では
95％の躯体職削減につながり、大きな成果を上げ
たと思います。人が現場に入らないということは、
けがをするリスクも減ります。そういう意味でも安

OAC初！Jリーグサッカー観戦！
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全や品質などがPCa化でより向上したプロジェクト
です。
　私がこれまで実践してきた「少数精鋭」の結果、
管理職４人、20代のスタッフが７人の計11人で延
べ面積６万4,000㎡の施工管理ができました。広大
な敷地を11人で管理するため、手薄な部分が出な
いようドローンを飛ばすなどして補いました。スタ
ジアムの屋根を組み上げるためには地上40ｍの高
所作業が必要だったんですが、地上からドローン
を飛ばして高所作業をカメラを通じて見守り、トラ
ンシーバーを通じて指示を出したりしました。安全
帯の確認などもドローンから「大丈夫か？」と声を
かけ、作業者はそれに応じてカメラに向かって手を
振って確認するなどしていました。
─総事業費140億円は、どの程度、厳しい数字な
のですか。
　吹田サッカースタジアムは４万席なので、１席当
たり35万円という単価です。ちなみに新国立競技
場の建設費は８万席で約1490億円なので、単純計
算することにあまり意味はないんですが、数字上は
吹田サッカースタジアムが10個以上できてしまいま
す（笑）。しかしながらプロジェクトの厳しさは予
算だけで計り知れるものではありません。工期厳守
や品質確保という制約のなかで決まっていくことも
多いですから。吹田サッカースタジアムは、そうい
う意味でも建物づくりの原点回帰だったといえるで
しょう。
─仕上げはシンプルで、スマートなイメージです。
　初期投資でローコストにすることのほか、もう１
つ重要だったのがメンテナンスフリーにすることで
す。このスタジアムは寄付金などで建設して吹田
市に寄贈。運営・維持管理を指定管理者としてＪ
リーグのガンバ大阪が行う事業スキームです。そこ
で我々は、徹底してメンテナンスの要らない素材に
こだわりました。例えば外部階段。RC造の上にタ
イルを張ると、タイルの白華が生じたり、タイルの
張り替えの必要が出てきたりします。それを防ぐた
めに、今回全ての外部階段をメッキ仕上げの鉄骨
階段に変更しました。また外装には一切、色を付
けていません。塗装するとメンテナンスをしないと
いけないですから。さらに、計7,000㎡ほどのコン
コースの天井も一切ペンキは塗らずにケイ酸カルシ
ウム板を張っています。ここもメンテナンスフリー
で、何10年も品質を保つことができる仕様です。こ

の現場では、アルミや石など比較的高価な素材は
使用せず、デザイン性は維持すること。最終的に
メンテナンス費用がかからない品質を確保するこ
と。この２点を原則にいろいろなアイデアを出し合
いました。これも設計・施工の強みを発揮できたと
ころだと思います。
っといった感じです。さすが竹中工務店さんです。
　ものづくりの私たちにとってとても興味のある記
事です。そんなスタジアムでOACの初観戦が始ま
りました。まず驚いたのがセレッソの応援団です。
大きな旗を振り回し、声をそろえての応援歌。カラー
はピンク。めっちゃ派手です。対してガンバ、旗は
小さめ、頭の上で手を動かしての応援、声も揃っ
ています。カラーはブルー。なぜか地味な感じです
が品があるようにもみえます。「なんか大阪の北と
南って感じがするな〜」っと、隣で見ていた中年の
女性。
　試合は前半０対０で終え、後半６分セレッソ杉
本がシュートを決め１点先取。セレッソの応援団
はさらに盛り上がっていました。そこで安心したの
か、帰りの混みを心配するどちらかというとセレッ
ソファンの数人が、帰って行きました。その後、20
分に１点、32分に１点、41分に１点とガンバ大阪が
得点。終わってみれば3対1でガンバ大阪がホーム
で大阪ダービーを勝ちました。帰りの混みを心配し
早々に帰ったメンバーには申し訳無かったですが、
すごく盛り上がりました。
　1993年Ｊリーグ発足、川淵チェアマンが「何年
後かには、プロ野球とサッカーの人気を逆転させる」
と言ってたそうです。そうなる日も近いんでしょう
か…と思わせる盛り上がりの試合でした。因みに私
はバスケットが好きです。
 厚生委員　上田　亨二
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中央支部
納涼会

　９月21日㈭にトルコ料理店ナザー
ル心斎橋本店にて遅めの中央支部納
涼会を開催し、13名が参加いたしま
した。

　当初ナビでは場所がわからなかったのですが、
今村事務局長とばったり会い、無事19時までに会
場に着くことができました。
　ここでは食事だけではなく、オプションとして
ベリーダンスがついており、食事をしながらベリー
ダンスを鑑賞しました。トルコ料理は私にとって
は初めての味なものが多く、新しいジャンルが開
いた感じでした。いつも
来られている堀ノ江さん
は都合がつかなく息子さ
んの匠さんが来られ、ナ
ニワの百田さんは24歳と
最年少、中央支部もどん
どん若返ってきました。
　松本理事長、金井副
理事長、ニップコーポ
レーションの花登様、ご
参加ありがとうございま
した。新旧入り乱れる楽
しい納涼会でした。
 幹事　秋村　敬三

支部だより

西支部
納涼会

　去る８月５日㈯に西支部納涼会
を開催しました。その名もプロ野球
観戦「阪神VSヤ
クルトin京セラ

ドーム大阪スターダイナー」。
　 外 野 レ ス ト ラ ン 席 に て
ビュッフェ＆飲み放題での観
戦です。店内で座って飲食し
ながら応援ができ、テラス席
に出れば臨場感あふれる素晴
らしい会場でした。
　14時試合開始ですが、12時
過ぎには半数近く集まり、早
くも乾杯が始まっていまし
た。今回は皆さんに対戦予想

カードをお渡しし、試合結果を色々予想していた
だきました。得失点差、ホームラン本数、勝利投
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西・北支部
ゴルフ対抗戦

　この度、北支部と西支部のゴルフ
対抗戦を初めて開催いたしました。
　７月１日７時58分、場所は能勢カ
ントリー倶楽部ＩＮスタート。総勢

17名にご参加いただきました。曰くつきの会員さ
んが急遽欠席となったため天候にも恵まれ、好ス
コアが期待されます。
　ルールも好スコアを狙っていただこうと、目標
達成賞を取り入れました。自己申告スコアに最も
近かった方が表彰、離れていた方は罰が与えられ
るというものです。自己ベストを狙って申告する
方、ぼちぼちのスコアを狙う方、それぞれですが
申告以上の好スコアでも罰があります。最後に調
整したら狙えそうではありますが、そこは皆さん
競技者らしくフェアプレーで楽しんでいただけた
ようです。
　個人戦での優勝は松本理事長、準優勝はニップ
コーポレーション古谷さん、三位はエプソン販売

保田さん、おめでとうございます！見事にゲスト
の皆様に花を持たせる北西両支部員の素晴らしい
心遣いが冴えわたりました。そして優勝賞品には
なんと魚沼産コシヒカリ。ゴルフで飯を食べれる
ようになっていただきました。
　肝心の対抗戦ですが、ダブルペリアで成績最上
位最下位各1名を除外した全メンバーの平均スコ
アで争いました。非常に僅差の争いとなり、何度
も検算して確認した結果、0.1打差にて西支部が初
代チャンピオン！！　パチパチパチ！
　ちなみに対抗戦賞品は勝者にふさわしく、かっ
こいいベルトです。西支部の方がゴルフの時に
かっこいいベルトをしてたら「あの時の？」と聞
いてみてください。
　ご参加の皆さんにも楽しんでいただけたようで、
また開催できればと思います。
　ありがとうございました。

西支部長　山岸　友彦

手、決勝打点選手です。
　しかし、開始早々２回に秋山投手がケガで交代
すると、勝利投手予想が殆ど消えてしまいます。
得失点差も阪神勝利は多くとも、４点差という微
妙な数字。３点、５点は多いのですが、やはり４
点は回答としては避けてしまうものですね。これも
該当者なし。ホームランは１本ですが、これも不
思議と該当者なし。もはや全問不正解かと暗雲立
ち込める中、決勝打点の福留選手を当てましたニ

シマツテントさん、おめでとうございます。引き当
てた商品はご一緒の３人で山分けされたようです。
　試合も前述の通り、阪神が快勝し、終始おいし
い酒を飲むことができました。といっても早くか
ら飲み始めた私は終盤戦をほとんど覚えていませ
んが。でもおいしく楽しく見れてまたプライベー
トでも見に行きたいお店です。また皆様、ご一緒
お願いします。
 支部長　山岸　友彦

｜ 5｜



北支部
納涼会

　　８月５日㈯に北支部納涼会を
行いました。例年通り「なにわ淀川
花火大会」です。今年は９社22名の
参加でした。この数年、台風の影響

で中止になったり、夕立が降って開催できるか不
安になった時もあったりしましたが、今年はお天
気に恵まれ安心して会場へ向かう事ができまし
た。
　花火が打ちあがるまで、お弁当をいただいたり、
各々持ち寄ったおやつやお惣菜を分け合ったりと
いつもと変わらず和やかに過ごしました。

支部だより

　会場にいる人たち
のカウントダウンを
する声が花火への期
待で大きくなり、開
演時間の19：40予定
通りに花火が打ちあ
がりました。ずっと
見上げているので途
中から首が痛くなる
くらい大きく綺麗な
花火でした。ドラマ

南支部
納涼会

　９月３日㈰南支部納涼会が開催さ
れ、恒例行事の日帰りバスツアー「明
石＋神戸散策」に行ってきました。
総勢30名、今年は少し早い秋を冠し

た良い気候となり、午前中は涼しく、午後は秋晴
れでした。
　松本理事長のいつもの挨拶「元気ですかー！」
で始まり、バスは舞子海上プロムナードに到着、
明石大橋では海面から約47ｍ辺りを散策し、途中
には下の海が見えるスリガラスがあり、覗くと怖
く迫力がありました。
　橋の下の広場では、よさこい祭りのイベントが
偶然にも開催されており、若い人達が踊っていま
した。バスに戻る途中、タレントの出川哲郎さん
とオカリナさんとカメラマンに遭遇し、慌てて携

帯のカメラで撮りました。出
川さんは意外と小さく、ある
人が「ドラエモンみた〜〜
い！」と言っていましたが、
正に「その通り！」だったの
で大笑いをしました。
　次は明石魚の棚（商店街）
です。ここでは本場の明石焼
きを味わいました。ふわふわの卵焼きにタコが入っ
ているような感じで、あっさりしていました。
　昼食は明石随一の老舗、料亭旅館「人丸花壇」
に行き、明石の鯛を堪能し、カラオケやお風呂を
楽しませていただきました。
　この旅行を企画していただいた、木南支部長、
本当にお疲れ様でした。 幹事　松本　正敏

｜ 6｜



の主題歌で人気の曲に合わせて花火があがって盛
り上がったり、お子さんが喜ぶようなアニメキャ
ラが打ち上がるとあちこちで喜ぶ声が上がってい
たりしました。
　毎年、あっという間に１時間が過ぎていきます。
余韻に浸りながら帰路につきました。お忙しい中、
ご参加くださりありがとうございました。
　今年の納涼会について役員会を開いた時、長い
間同じ花火大会でいいのかと役員から意見をいた
だきました。私個人、毎年花火を楽しみにしてい

ると言ってくださる方もいらっしゃるので、でき
れば花火大会がいいと思っていました。しかし、
マンネリ化していて参加しない選択をされている
方もいるかもしれないとも思うようになりまし
た。来年はどうなるかまだわかりませんが、他の
選択肢も必要なのかもしれないと感じています。
　今後とも、皆様のご意見を伺いながら何かでき
たらと思います。その時はどうぞよろしくお願い
致します。
 支部長　橋本　幸代
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OAC青年部だより

青年部納涼会
　７月12日㈬18時より青年部納涼会を京
セラドーム大阪にて開催致しました。
　なんと今年の納涼会は青年部初めての
試みとして野球観戦にしました。カード
はオリックス対日本ハムだったのです
が、今回担当した笠谷理事の日頃の行い
のおかげで、な！なんと、先発は大谷投
手！試合開始前に外野側でキャッチボー
ルをしていたので近くで見ることができ
たのですが、すごく大きくてビックリ！
全員食べ物飲み物そっちのけで写真を撮
りまくっていました（笑）。
　私は盛り上げるために、持っていたオリックス
のユニフォームを着ていましたが、だれからも
ツッコまれず…（笑）。
　試合が始まり、みんな大谷投手に釘付け！のは
ずが、１回１／３で降板し、みんなもっと見たかっ
たのにと残念がっていましが、飲み放題が７回の
攻撃までだったので、いっぱい飲むために早く
ゲームが進むことをみんなで拒みながら（笑）会
話に華を咲かせておりました。
　試合結果はオリックスの勝ち！京セラドームの
雰囲気もすごく良い状態で宴は終了しました。お
越しいただいた皆さんに、「こういう企画はもっ
とやってな〜！」と言っていただきすごく良かっ
たと思います。
　最後になりましたが、ゲストご参加いただきま
した森川副理事長及び本部組合員の皆様に感謝い
たします。本当にありがとうございました。

部長　北川　福太郎
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OAC青年部だより

青年部セミナー

るほど必死に作っていました。お土産用が完成し
たら少し慣れた感じになっていました。
　次はチームワークで装飾バルーンを作るのです
が、前もって講師が設計してくれたデザインを基
に、役割分担でペアになってパーツを作っていき
ました。
　完成したら設計ミスで高さを調節することにな
りましたが、現場慣れしている講師が率先して解
決してくれました。経験があるとトラブルが起き
た時は瞬時に解決策が思いつき、対応が出来るね
んなあと実感しました。
　完成した装飾バルーンと各自お土産用に作った
バルーンアートを持って記念撮影をしました。Ｏ
ＡＣ会議室にバルーンディスプレイをホワイト

ボード付近に飾りました。
原型がいつまであるかわか
りませんが、楽しく、また
協力し合って作る事が出来
て僕は満足してます。
　父親としての特技ができ
たし、ＯＡＣ青年部のチー
ム力が少し出来たのではな
いかなあと感じております。
年々、人数が減ってきてい
るので、今以上に団結力を
よくしていきたいですね。
　たくさんの人が集まるい
い研修会がないのかなあ
と、もっと考えるべきでし
た。反省してます。

副部長　岸田　充正

　10月３日㈫にＯＡＣ会議室で「バルーンアート
ディスプレイセミナー」をしました。人数は９人
と少なめでしたが和気あいあいと楽しむことが出
来ました。
　講師とは昨年に中小企業同友会の集まりで知り
合い、青年部研修会で技を披露してくださいと声
かけをして、即答で「いいですよ」と返事をいた
だいていたのですが、昨年は開催できず講師には
申し訳ないと考えていました。
　今年こそはバルーンセミナーをと考えていたの
で、ちょっとゴリ押しで企画しました。
　日にちが段々とずれていき不安になっていたの
ですが、なんとか日程も決まり、内容については
全て講師にお任せとなりました。
　講師の自己紹介から始まり、バルーンアートの
この先の重要性などを話していただきました。バ
ルーンの使い方、膨らまし方、結び方、風船の繋
ぎ方などを説明してもらい、お土産用のバルーン
アートを各自で作り始めました。最初は簡単かな
と思っていたのですがなかなか難しく、風船を繋
げる時にパンパン割れました。
　他の人たちはどうなんかなと不安でしたが、だ
んだんと夢中になっていき、説明すら聞かなくな
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　昨年度から役員になり初めての組織委員会
活動。何かお役に立てないかと考えたところ、
ＯＡＣ及び世間的にも高齢者が増えている。
ということは事業継承するにも相続の話も大
事なのではと思いつき、私の知人である社会
保険労務士で１級ＦＰ技能士である中島　繁
さん（なかじまシニア・コンサル代表）に講
師のお願いをしたところ、すぐに快諾してい
ただき、今回、相続対策セミナー開催の運び
となりました。
　当日の９月29日㈮は月末にもかかわらず19
名の方々にご参加いただきました。実は動員
目標を30名としてたのですがなかなか集まら
ず、栩野委員長から最低20名は集めるように
と厳しくも温かい激励がとんできました。な

ので、組織委員全員で手分けして、結集の電
話をかけてみたりもしました。賛助会員の皆
様にもお電話させていただき、ご参加いただ
きました。
　セミナーは相続に関することや遺言書の必
要性について具体的にお話しいただきまし
た。社長の奥様が亡くなって再婚された場合
など、様々な事例を基にお話しいただいたの
で楽しく解りやすい内容になりました。
　セミナー終了後は自分の相談がしたかった
のか先生の周りには何人かの方が相談されて
おりました。（個人的な話は具体的すぎてお
話しできませんが…笑）
　今回、中島先生には破格の講師料でセミ
ナーを開催していただき、楽しく勉強できた
ので本当に良かったです。セミナーに参加さ
れた方は何かあれば無料相談にも乗ってくれ
ますので、是非気軽にお話ししてみて下さい。
　また、ご参加できなかった方も相談された
い場合は事務局までご連絡下さい。
　参加された皆様ありがとうございました。

組織委員　大島　祥一

相続対策セミナー開催
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技能士会だより

平成29年度 技能検定試験実施!!

【実技試験】
試験日　７月30日㈰　１～３級

【学科試験】
試験日　７月16日㈰　３級
　　　　８月27日㈰　１・２級

【受験状況】
粘着シート仕上げ　　１級　４名（OAC ／ 3名）
　　　　　　　　　　２級　５名（OAC ／ 2名）
　　　　　　　　　　３級　６名

【検定委員（OAC）】 
　上　田　亨　二
　木　南　憲　二
　夏　目　健　一
　廣　田　満　也

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。

平成29年度  技能検定合格者発表

山本　康浩氏
㈱キヌガワ（西支部）

楊　　祖諭氏
㈱電飾工業（中央支部）

川中小百合氏
㈱電飾工業（中央支部）

井上　智雄氏
㈱カシマヤ（南支部）

■ 広告面粘着シート仕上げ作業（２級）

■ 広告面粘着シート仕上げ作業（１級）

合格おめでとう

｜ 11｜



　この度、初めて大阪府技能競技大会に出場させていただ
きました。
　「おおさかものづくりコレクション2017」のロゴとキャッ
チコピーを考えるということで、どのようなイベントなの
かインターネットで調べてみると、子供たちが和気あいあ
いと「ものづくり」をしている写真が載っていたので、こ
の明るく楽しい雰囲気を作品に出せたら良いなと思ってデ
ザインしました。
　当日は緊張でいつもよりカッターを持つ手に力が入って
しまい、文字切りで何度かシートの裏紙まで切ってしまい
ましたが、なんとか無事に完成することができました。
　この大会に参加してあらためて自分自身、「ものづくり」
の楽しさを感じることができました。そして他の参加者の
方々の作り方を見ることができ大変勉強になりました。
　お世話になった皆様方に感謝申し上げます。ありがとう
ございました。

　今回の大阪府技能競技大会には初めての参加です。
　前日に一度作ってみましたが、上の黄色と黒の部分の寸
法がなかなか合わず、変にプレッシャーを感じてしまい焦
りました。この部分はカッターをイメージしています（後
輩に考えてもらったデザインです）。実際に一度試作して
おく事は、とても大事なことだと感じました。
　最近では手でシート文字を切ることなど無かったので、
とても懐かしく思いました。昔はそれこそ、朝から晩まで
手でシート文字を切っていたものです。
　５時間という時間を決められると気持ちが焦りました
が、いつもの手順を忠実に守ることで時間内に完成出来た
ので良かったと思います。これも陰ながら手伝ってくれた
仲間のお陰です。
　関係者の方々も貴重な経験をさせて頂きまして、ありが
とうございました。

第29回 大阪府技能競技大会開催される!!

と　き 平成29年９月30日㈯
ところ 大阪府港湾教育訓練センター

技能士会だより

古家　真紀子（㈱カシヤマ）

大阪府知事賞

小路　昌明（三晃プラスチック工業㈱）

大阪府職業能力開発協会 会長賞
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　今回、大阪府技能競技大会に初めて参加させて頂きまし
た。当初は参加する予定ではありませんでしたが、お誘い
を頂いた事もあり折角の機会ですので参加する事に決めま
した。
　競技大会の制作テーマである「オリジナルのロゴマーク」

「サブタイトル」をしっかり決めてから書体・配色等を決
めていくつもりでしたが、ロゴマーク・サブタイトルを決
めるのに時間がかかりました。練習時間は多くは取れず不
安もあり、当日は緊張しておりましたが時間内に完成がす
ることが出来ましたので安心いたしました。
　改めて広告物の表現の難しさを痛感いたしましたが、良
い経験をさせて頂きました。
　関係者の皆様、ありがとうございました。

　先日、２年ぶりに大阪技能競技大会へ参加させていただ
きました。
　今回は構図に悩み、なかなかデザインがまとまらないま
ま当日を迎えました。
　午前中は内装仕上げをされている方の作業を見る余裕も
ありましたが、午後からは思いの外作業が進んでいない事
に焦りを覚え、汗を拭いながら手を進めましたが、あえな
く〝time up〟…。
　準備と時間配分の大切さを痛感した一日でした。

技能士会だより

山中　隆也（㈱カシヤマ）

一般社団法人 大阪府技能士会連合会 会長賞

山本　康浩（㈱キヌガワ）
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263回 OACG会コンペ
平成29年７月12日㈬
万寿ゴルフクラブ／17人参加

　昨年の北海道でのＯＡＣＧ会マンスリーに参加
し、その時にＯＡＣＧ会に入会させていただきま
した。
　初心者なのでハンディーに恵まれ、今回優勝さ
せていただきました。ありがとうございます。
　ＯＡＣＧ会の皆さんと仲良くさせていただき、
個人では行くことの無いような名門コースでプ
レーし、マナーも勉強させていただいてます。45
歳からですがゴルフを始めて良かったと思いま
す。
　楽しい会ですので、ゴルフされて方は是非入会
よろしくお願いいたします。 柏原　将吾

優勝　柏原　将吾
２位　信貴　理伸
３位　堀ノ江　良
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264回 OACG会コンペ
平成29年９月26日㈫
ローズウッドゴルフクラブ／17人参加

　９月に入ってお彼岸も過ぎたというのに、結構、
暑い日が続いています。
　冬の寒い日よりは暑い夏の方が好きなので、当
日も朝は涼しくて昼からは少し暑かったのです
が、まだまだマシな方だと感じていました。
　木下先生と今村さんとの３人の組み合わせだっ
たので、ゆっくり落ち着いてプレーする事ができ
ました。
　最近、ドライバーを替えたのですが、それが良
かったのか、午前中は40で回る事が出来ました。
午後からは欲が出て、つまらないミスも色々とい
つものごとく出ましたが、何とか46で収まりまし
た。
　ハンデから見ると、こりゃダメだと思っていま
したが、１位の木南さんが休みが３回続いたとい
う事で繰り下げとなり、私が優勝となりました。

３年か４年ぶりの優勝を頂く事ができました。木
南さん、本当にありがとうございました。感謝、
感謝です。
 大湾　政次

優勝　大湾　政次
２位　木南　憲二
３位　時岡　佳幸
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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魔女のひとりごと

自然災害と北朝鮮のニュースで、世間は騒いでいましたがまだこの騒動は
続いていきます。プラス新たな問題も起こり心休まる日々は余りないでしょ
う。世界を巻き込むような大きな出来事が起こらぬ様祈ります。

10月～
12月

卯
 来年まであと少しです。来年は大きく変わ
るので今は待機状態です。心の成長なく迎
えることはできません。強い意志があれば
目標達成です。

10月…プライベートが充実します。仕事にもプラ
スになり評価上がる。

11月…頼まれ事で忙しい。相手方からの感謝の気
持ちは伝わらない。

12月…今以上に頑固になる。柔軟さに欠けるが、
救われることもある。

辰
 今年転職した人は長続きします。想像と
違っても働きやすい職場です。人一倍頑張
る人ですが、体は正直です。ボランティア
は必要ありません。

10月…エンゲル係数が高いようです。外食を控え
て少し節約を。

11月…いつの間にか又物に囲まれています。整理
は他の人に任せる。

12月…新規の仕事の誘いはお断りしましょう。貴
方には合いません。

巳
 環境が変わった人も自分のペースで仕事
やプライベートを進めることができる様
になりました。新居や転居も問題ありませ
ん。清潔感は大事。

10月…仕事と趣味には、意外と共通点がある様で
す。見つけては？

11月…直感に頼って正解です。どんな形にしろリ
スクは避けたい。

12月…報酬も大事な条件ですが、信頼関係こそ貴
方に必要なものです。

子
 多忙でないと落ち着かない貴方ですが、た
まには静かな時も必要です。乗り気でない
事には手を出さない。結果にがっかりしま
す。予定をスリムに。

10月…周りまわって自分の方に幸運がやってく
る。分かちあおう。

11月…未処理だったものが解決する。ウィンウィ
ンで終ります。

12月…慣例化しているものを削ぎ落としてこそ次
への布石になる。

丑
 八面六臂の活躍でしたが、後半息切れして
います。心身ともに休息が必要です。平穏
ですが安定ではない。安定を求めるなら今
からが大事。

10月…いくつかダブって仕事をしているなら、管
理をしっかりと。

11月…出費増大。生活家電や大物の買い替えなど
など。延期はダメ。

12月…目標に向かって順調です。力を抜かずに邁
進することです。

寅
 やられたらやり返すの繰り返しで疲れま
す。引けば怪我は少なくて済みますが行け
ば大怪我の元です。思い当たることがある
のなら我慢です。

10月…誉めて周囲との関係は良好です。気持ちよ
く仕事しましょう。

11月…少額の出費が多い。結構な大金になるので
選択が必要です。

12月…入会している会の退会を考えているなら、
現況は継続がベスト。
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午
 守りに徹するのが1番です。仕事は向こう
からやって来ます。きっちりこなすと主導
権がこちらに移ります。自分勝手な理屈は
通りません。

10月…いさかいが多い。一歩退いての対処は大事
にならない為です。

11月…教育に時間と費用をかけても無駄でない。
会社の質が上がる。

12月…苦労が報われる。イヤにならずにこの調子
で続けて下さい。

未
 つまらない事で悩まない。考えすぎです。
意見されるの嫌いですが、信頼している人
は良い事言っていますよ。理想に振り回さ
れないで下さい。

10月…外出増える。家の中の片付けを優先した方
が運気が上がります。

11月…食べすぎに注意。夜は早めに。血糖値、血
圧等色々問題になる。

12月…子供の事でケンカになる。子供の自主性に
任せて大丈夫です。

申
 順調で平穏な時です。可もなく不可もなし
と言った状態なので余り実感はない。微妙
な変化に気づきにくい。アンテナの感度は
良好でしょうか。

10月…お宝発見。貴方しか見つけられない宝があ
ります。考えて！

11月…ジッとしていない。人の為自分の為に動き
ます。利益も生む。

12月…オシャレも必要。でも薄着はダメ。厚着で
もオシャレできる。

酉
 ついつい注意や嫌味を言ってしまう。時に
は口にチャックです。そんな時自分は今幸
せか？振り返ってみましょう。幸せな人程
意地悪しないそう。

10月…収入源が二つになる。その分忙しいのは当
たり前。覚悟して。

11月…見逃した事柄を見つけるのが得意。特技い
かせる仕事がある。

12月…大丈夫と思って使用している持ち物が壊れ
かけている。注意。

戌
 将来の展望が読めてきている。それに沿っ
ての行動が出来ていません。来年にはイヤ
でも動かざるを得ない。今は充電期間とで
も思いましょう。

10月…外出したいのに出来ない事情が起こりま
す。解決しないと無理。

11月…本格的に弱点を克服して力を取り戻して。
周囲も辛い筈です。

12月…友人との交遊が今の貴方を豊かにします。
億劫でも付き合いを。

亥
 順風満帆に見えた世界が、ある日突然ひっ
くり返ります。恩恵を受けていた事をすっ
かり当たり前に考えていたからです。でも
貴方な強い。

10月…不安が少しずつ解消されます。覚悟も出来
てきているからかも。

11月…生活の見直しが楽しみになる。本来の強さ
を発揮できます。

12月…兼ねてからの懸案事項がようやく丸く収ま
り一息つけます。

配偶者控除が150万円になるそうですが、消費税が10%の話しも聞こえ
て来ると、労働者に優しくないと感じてしまう。
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おえっしーの賛助会員紹介
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OAC理事会

第552回理事会報告
日　　時 平成29年７月13日㈭　午後６時15分
場　　所 ＯＡＣ会議室
議　　長 松本理事長
本人出席 松本理事長、森川・浦・堀ノ江・伊藤・金井副

理事長、笠谷・木南・橋本・松原・大亦・松林・
柏原・上田・大島理事

書面出席 秋村・岸田・夏目・長澤・松本理事
出　　席 北川青年部長
審議事項
　⑴新年交歓会について

議長は森川副理事長に新年交歓会について説明させ、
多数決によりホテルモントレグラスミア大阪で平成
30年１月24日㈬に開催することが承認された。

　⑵親睦旅行会について
議長は笠谷理事に親睦旅行会について説明させ、九州
方面（湯布院泊）へ行くことが承認された。開催日は平
成29年10月27日㈮・28日㈯で、１社１名の参加費が
４万円弱となるよう組合から補助する。なお、案内文
については次回理事会にて検討することとした。

　⑶組合脱退者の承認について
議長は堀ノ江副理事長に脱退の申し入れのあったエ
ヌエスシート（南支部）と㈱光栄（北支部）について読
み上げさせ、承認されれば134社になると説明させ、承
認された。

第553回理事会報告
日　　時 平成29年８月４日㈮　午後４時30分
場　　所　ホテル阪神エメラルドルーム
議　　長　松本理事長
本人出席　松本理事長、森川・浦・堀ノ江・伊藤・金井副

理事長、笠谷・山岸・木南・橋本・栩野・秋村・
松原・大亦・夏目・長澤・松林・柏原・大島
理事

書面出席　岸田・松本・上田理事
出　　席　信貴・岡野・夏目相談役、小西・悦監事、北川

青年部長
審議事項
　⑴第一四半期報告について

議長は堀ノ江副理事長に第１四半期報告について資
料に基づき詳細に説明させ、予算通り順調に推移して
いる旨の報告があり、全て承認された。

　⑵親睦旅行会について
議長は笠谷理事に親睦旅行会の案内文について説明
させ、８月中旬発送の請求書に同封すること、及びＦ
ＡＸ、メール、グループラインにて案内することが承
認された。なお、参加費は１社１名39,800円とし、二人

目以降は72,000円とすることとした。
　⑶相続対策セミナーについて

議長は栩野理事並びに大島理事に相続対策セミナー
について事業計画書を基に説明させ、以下の通り実施
することが承認された。なお、開催案内文については
委員会一任とし、出来次第ＦＡＸにて案内することと
した。

　　　日　時　９月29日㈮　午後６時30分〜午後８時
　　　場　所　ＯＡＣ会議室
　　　講　師　中島　繁（なかじまシニア・コンサル代表）
　　　内　容　遺産相続対策の必要性について　他
　　　定　員　35名
　⑷組合脱退者の承認について

議長は栩野理事に脱退の申し入れのあった宮崎工芸
（中央支部）について読み上げさせ、承認されれば133
社になると説明させ、承認された。

第554回理事会報告
日　　時　平成29年９月14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・浦・堀ノ江・伊藤・金井副

理事長、笠谷・山岸・橋本・松原・夏目・松林・
松本・柏原・大島理事

書面出席　栩野・秋村・大亦・岸田・長澤・上田理事
出　　席　北川青年部長
審議事項
　⑴組織委員会担当事業について

議長は松原理事に組織委員会担当事業である他団体
との交流会について説明させ、交流相手先との都合が
合わせ難いこともあり別事業に変更したいとのこと
であったが、引き続き前向きに検討していくこととし
た。

　⑵組合脱退者の承認について
議長は堀ノ江副理事長に脱退の申し入れのあった㈱
グリーンアートについて読み上げさせ、承認されれば
132社になると説明させ、承認された。

　⑶組織委員会担当事業について
議長は金井副理事長に合同忘年会について説明させ、
支部毎で開催している忘年会を今年度は５支部合同
で平成29年12月５日㈫天王殿にて開催することが承
認された。なお、合同ということで本部事業として開
催することとした。

　⑷新年交歓会について
議長は森川副理事長に平成30年１月24日㈬ホテルモ
ントレグラスミア大阪にて開催の新年交歓会につい
て説明させ、次第は例年通りとし、書初めの内容につ
いては次回理事会で討議する。
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あとがきお知らせ
　いつまでも夏の様な暑い日が続いていると思ってい
ると、最近やっと気温が下がり秋らしい気候になって
きました。
　今年も最終コーナーを過ぎ、仕事の上でも年末に向
けてラストスパートを掛けていきたいものです。
　ミサイルやら選挙やらで、あわただしい世の中です
が、ＯＡＣは、ぶれずにこれからも組合員様ファース
トで様々な行事を企画し、お届けしていきますので、
是非積極的なご参加をお願いします。
　そして広報文化委員も生き生きとその様子を写真や
記事で、ご紹介していきたいと思いますので、ご協力
よろしくお願いします。
 広報文化委員長　松林　泰弘

◇組織変更
・北 支 部　㈲平成美装
　　 新 　　㈱平成美装

◇社名・代表者変更
・東 支 部　髙山製作所
　　 新 　　㈱髙山製作所
　　　　　　髙山　晃秀

◇ＨＰアドレス変更
・西 支 部　モリ工芸社事業部
　　 新 　　http://www.morikougei.jp

大阪市
「かたづけ・たい」活動

平成29年９月14日㈭午後５時より
鶴橋駅周辺で実施致しました。
 支部長　山岸　友彦

堺市路上違反
簡易広告物除却活動

　平成29年８月26日㈯午前10時より鳳駅周辺
にて貼り紙等の除去を行いました。
 支部長　木南　憲二
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