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巻 頭 言

創立45周年に向けて
副理事長

伊藤　陽祐

　春陽の候、組合員の皆様、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、真新しいスーツに身を包ん
だ新社会人を見て初心を思い出させてくれます。
プロ野球も開幕し、阪神タイガースが球団創設80
周年を迎えました。順位も気になりますが、是非
とも優勝争いをして関西を盛り上げてもらいたいと
思います。
　さて、ＯＡＣも来年は創立45周年を迎えます。
40周年では様々な記念事業が開催され大成功を収
めました。今回の45周年でもゴルフ大会、記念旅
行会、式典、記念機関誌の発行が企画されており、
その他にも今年度のＯＡＣのテーマである「仕事
力を深める」に関連した事業が予定されています。
このようにＯＡＣは事業が目白押しで、企画できる
環境にある、充実し、恵まれている組合だと思い
ます。歴史の中で、この環境があるのは先人たち
が苦労しながら堅実な組合運営をしてきた結果な

のでしょう。その先人たちに感謝しつつ、一人でも
多くの組合員の皆様に事業に参加して頂いて45周
年を迎えたいです。
　各支部の支部長で定期的に支部長会を開催し情
報交換などをしています。その中で、例年と違っ
て昨年の支部合同忘年会を企画し開催して大変盛
り上がりました。
　その他にもホームページをリニューアルしたり、
機関誌を全面フルカラーに変更するなど、色々と
新しい事にチャレンジしています。やはり、新しい
事を企画し、実行したり、チャレンジする事も必要
で大変重要であると感じます。
　各支部、技能士会、青年部などでも新しい事を
考え企画してもらいながら、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、45周年に向けて盛り上げて
いってもらいたいと思います。
　ホームページや機関誌などでこれからも情報発
信をしていきますので、今後とも宜しくお願い申し
上げます。
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　平成27年１月21日㈬　17時30分より、ホテル
ニューオータニ大阪にてOAC新年交歓会が、ご
来賓、組合員、その家族ら約100名の御出席のも
と盛大に開催されました。
　第一部式典の司会は私、森川が担当させていた
だきました。普段司会進行をすることがあまりな
く、さらに久しぶりの司会ということで緊張して
しまい、たどたどしい進行になってしまいました。
申し訳ございませんでした。

　私の開会の言葉の後は、
OAC恒例の組合歌を浦副
理事長をソングリーダーに
全員で歌い、これまた恒例
の松本理事長による「元気
ですか〜？仕事してますか
〜？」から始まるご挨拶。昨年同様に積極的な組
合活動を今年も行いたいですと力強く語られてお
りました。

平成27年

「OAC新年交歓会」盛大に開催される!!
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　そのあとは永年勤続優良従業員表彰ということ
で、勤続15年の方と10年の方が表彰されました。
10年、15年と書くと簡単に思えますが、長い間同
じ会社で勤め上げるということは本当に簡単なこ
とではありません。受賞された皆様本当におめで
とうございました。
　優良従業員表彰の後はご来賓の方及び賛助会員
の皆様のご紹介をさせていただき、ご来賓３名様
からご祝辞を頂戴いたしました。大阪が良くなる事
を最優先にお考えいただき、ものづくりの文化を衰
退させない様日々ご尽力いただいている先生方の
お気持ちを賜わり、第一部式典は幕を閉じました。
　第二部懇親会は同会場にて山元厚生委員長の司
会でスタートしました。乾杯の前に松本理事長及
び友好団体代表様、そして今年は各支部の支部長
が壇上に上がり鏡開きを行い、そのまま大阪ディ
スプレイ協同組合の浜田理事長による乾杯のご発
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dddddddd第42回永年勤続優良従業員表彰 dddddddd
理事長表彰

●₁₅年勤続

邉 見　大 輔（㈱桃太郎）

甲 斐　　 透（三晃プラスチック工業㈱）

日 出　　 暢（デコラティブシステム㈱）

宮 田　英 昭（デコラティブシステム㈱）

●₁₀年勤続

岩 奥　育 紀（デコラティブシステム㈱）

別 宮　亮 祐（㈱フジネオン）

大 窪　暢 英（㈲塗夢創屋）

坂 東　志 保（㈲塗夢創屋）

松 原　　 徹（㈲塗夢創屋）

声がありました。浜田理事長からは
OACの組合は個性があるとお褒め
の言葉をいただき、組合員一同大変
嬉しかったです。ありがとうござい
ました。
　年男年女のお祝いでは、４名の方
が壇上に上がられ、松本理事長から
記念の品を手渡されました。おめで
とうございました。
　しばし歓談の後、アトラクショ
ンタイム。今年は天王寺動物園100
周年特別応援企画で１月１日にデ
ビューした「あにまどーる」が登場し、歌とダン
スで会場を盛り上げてくれました。
　そして、彼女たちが盛り上げてくれた勢いのま
ま抽選大会へ突入したのですが、会場後ろで「あ
にまどーる」との撮影に盛り上がり、連続４回誰
も景品を取りに来ず、最初に当たって取りに来た
のが理事長というハプニング!?がありながらも無

事に抽選会は終了しました。いつも抽選会の景品
とは別に理事長賞を御用意頂いている松本理事長
本当にありがとうございます。
　宴の終盤には２月に東京で開催される「技能グ
ランプリ」に技能士会代表として出場される夏目
健一さんが壇上に上がり、プチ壮行会が行われ、
最後はみんなで万歳三唱という選挙で当選したか
のような盛り上がりを見せました。夏目健一さん
頑張ってくださいね！
　そんなこんなで楽しい時間はあっという間に過
ぎ、気がつけば、お開きの時間に。今回は閉会の
言葉は私ではなく、堀ノ江副理事長にバトンタッ
チし、恒例の「大阪締め」にて第二部懇親会も無
事に終了致しました。
　ご参加いただきました皆様本当にありがとうご
ざいました。これで今年もOACは元気に進み続
けていけると思います。

副理事長　森川　英雄
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　平成27年３月７日㈯あいおいニッセイ同和損
保フェニックスタワー16Ｆにて、株式会社アビリ
ティートレーニング代表取締役の木下晴弘氏を講
師に招いて事業・労務行政委員会の担当にてビジ
ネスセミナーを開催いたしました。
　講師の木下晴弘氏は、かつて塾の講師として生
徒からの支持率95％以上という驚異的な成績を誇
り、多数の生徒を灘高校をはじめとする超難関校
合格へ導いて来られました。「授業は心」をモットー
に、学力だけでなく人間力も伸ばす指導で生徒、
保護者から絶大な支持を得ておられました。現在、
株式会社アビリティトレーニングの代表として、
全国の教育機関で教員・保護者・生徒向
けのセミナーを実施しておられます。
　私は、昨年の夏に学生時代の先輩に誘
われ、この木下晴弘氏の講演に参加させ
ていただきました。その時の感動を委員
会で話させてもらい、今回、講師として
来ていただく運びとなりました。
　講演はストーリー仕立てになっており、
とてもわかりやすく、引き込まれていき
ました。いろいろな法則から検証し導く

がんばる会社になる!!

ビジネスセミナーを開催

ことで、たくさんの気付きと感動を与えていただ
きました。講演のなかには人材育成や、会社・社
員のモチベーションアップのさせ方など、たくさ
んのヒントがあったと思います。
　このヒントや気付きを会社へいかしていただき、
組合の今期のテーマでもあります「仕事力を深め
る」につなげていただければと思います。
　当日は雨で足元の悪い中48人の参加をいただき
ました。本当にありがとうございました。また、
会場の手配をして下さいました㈱ホケンプロジェ
クト多志満様にも感謝申し上げます。
 事業・労務行政委員　金井　和人
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　今回は外環沿いに５階建ての立派な自社ビルを
構えておられる㈱カシヤマさんにおじゃましまし

た。現在80歳になられ
る社長が不在のため、
常務の宗嗣さんにお話
をうかがいました。
　昭和37年、常務の生
れた年にお父様であら
れる社長が創業、46年
に会社組織化されたそ

うです。テント製作からはじまり、現在の場所に
変わるときには看板７割、テント３割となり、今
は半々位の仕事内容になっているそうです。
　１階でサイン加工、２階は事務所、３階でテン
ト、４階はカッティングシートと分かれて仕事さ
れてます。
　従業員は現在７名で、その内、粘着シート仕上
げ検定合格者である技能士が３名、常務もテント
の技能士ということで、これからもっと技能士を
増やしていきたいとおっしゃっていました。
　現在、大阪府テントシート工業組合青年部長を
されており、日本テントシート工業組合連合会青
年部会が創立30周年を迎えるということで、記念
事業の一環としてテントフェスタジャパン2016

（平成28年２月19日・20日マイドームおおさか）
を開催し、同時に競技大会も開催されるそうです。

　社長も組合の役員をされていたことがあり、当
時はほとんど会社にいなかったそうです。
　今後はとの問いに、事故を起こさないことを１
番に考え、これからも地域密着でサインとテント
との両方で皆様に喜ばれる仕事をやっていきたい
と語っておられました。
 木南　憲二

㈱カシヤマ

代表取締役　樫山　喜世司

堺市堺区広陵西町3－1－30

事業所訪問編

入社して20年の猪口さん。
技能士として競技大会にも参加されてます。
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　吉川看板製作所
（堺市堺区）さん
を訪問しました。
迎えてくださった
のは、山本社長と
夫人です。

「吉川看板製作所」は昭和24年、現社長夫人のお
父上、吉川氏による創業です。山本社長は、当時、
近くの㈱白竜社さん（偶々今回の「会社訪問！」先）
にお勤めでしたが、故吉川社長のお勧めで結婚さ
れ、会社を引き継いで来られました。吉川氏は、

吉川看板製作所
堺市堺区協和町４－472－３

代表者　山本　晃

堺市内でも有名な文字職人で、味わいある力強い
筆さばきが特徴でした。今も残る古い看板に、氏
の迫力ある楷書文字を見つけることがあります。
　また、当時は、㈱クボタやダイキン工業㈱など
の大きな会社からも、工場内の文字書きのご指名
を多く受けたそうです。
　吉川氏と同様、根っからの職人気質の山本さん。
堺の地でかれこれ数十年、背景には夫人の強いサ
ポート（叱咤激励？）もあり、地道に手固く商売を
続けて来られました。昨年、病気で入院された時、
いっそ廃業も考えたそうですが、これまで仕事一
筋の山本社長。夫人とふたり、手を携えて続けて

いこうと…。夫婦愛で
すね（ボケ防止やん！
と夫人の声）。体調を
考慮して、月曜と火曜
は休肝日と決めたので、
週に二日は憂鬱、とこ
ぼしておられました。
　ＮＨＫの連続テレビ
小説「マッサン」を彷
彿させるお二人との会
話、大変楽しかったで
す。ありがとうござい
ました！
 松林　泰弘
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　堺市の老舗の看板屋の㈱白竜社さんにお伺い
し、社長と長男の国明氏にお話をお聞きしました。
　昭和24年に先代が創業し現在の社長は２代目に
なります。元々、先代が映画館の営業をしていて、
人手が足らない時などに映画館の看板の絵を自分
で描くようになり、それをきっかけに数年後に看
板屋を創業されました。
　現在は従業員３名で、
コインパーキングの仕事
や代理店からの仕事が多
く、阪堺線の掲示板など
も作製しており、長男の
国明氏は学生時代に音楽
に目覚め、中学卒業後にピアノを習い始め、その
後コンピューターにも興味を持ったのを現在の仕
事に生かして、デザイン作成などのパソコンを
使った仕事が主で、次男の篤司さんが取り付けな
どの現場作業をしています。
　会社のモットーは昔から「早く！安く！」です
が、現在はトコトン値段が安くなってしまったの
と、コンピューターの時代で、他との差別化が必
要となり、看板屋としての将来像はどうなってい
くか、これからどうしていくか現在模索中との事
です。
　やり甲斐を聞くと、昔は自分の作品が業界誌に

載ったりして仕事が面白かったし、今は屋外広告
物の申請などが大変だったりしますが、作った看
板を見たときに人々の役に立っているのだと考え
ると大変嬉しく思いますとおっしゃっていました。
　社長から国明氏へ伝えることはとの問いに、昔
と違って今の時代、自分のやり方でしていかなけ
れば生き残れない
ので特別伝えるこ
と は な い と の 事
で、国明氏は、仕
事で自分が関わっ
た人すべてが楽し
く 幸 せ な 気 分 に
なって欲しいと力
強く語ってくれま
した。
 伊藤　陽祐

㈱白竜社

代表取締役　高橋　成光

堺市堺区神保通３－９
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技能士会だより

　幕張メッセにて行われた第28回技能グランプリ
に出場しました。
　２年に１度開催される大会で、前回、上田技能
士会会長が出場した時に私も見学ツアーで会場に
行き、会場の雰囲気や、ある程度の作業の流れは
見ていました。
　今回の技能グランプリには28職種で出場選手数
は合計444名。
　私が参加した種目名は「粘着シート仕上げ広告
美術」で、内容は900㎜×1800㎜のアクリル板に
カッティングシートを使い10時間以内に作品を完
成させます。タイトル文字とサブコピーのみ原寸
原稿の持込が出来ますが、それ以外の図柄原稿は
現地で制作します。
　どの種目もそうですが、やはり本番へ向けての練

第28回技能グランプリ
夏目 健一氏 出場！

習は必須となります。私の場合は練習をする度に時
間が足りなく、デザインを簡素化していきました。
　30分前に完成する予定が、本番では制限時間数
分前に完成。結果は参加者９人中９人目とダメダメ
でしたが、技能検定以上の良い経験が出来ました。
　上田技能士会会長には３日間共付き添って頂き
本当に感謝です。
　そして見学に来て頂いた青年部員＆技能士会員
の皆さん、今村局長有難うございました。
 夏目　健一（㈲一心堂）
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技能士会だより

　こんにちは。阪神彫刻の中元です。
　青年部＆技能士会の視察旅行会で２月21日・22
日、１泊２日で東京へ行って参りました。
　厚生労働省主催の＜第28回技能グランプリ＞と
いう由緒ある大会に、粘着シート仕上げ部門で一
心堂の夏目健一さんがＯＡＣを代表し出場されま
したので、その応援となります。２年前には岡野
工芸社の上田亨二さんが出場され、そのときにも
応援に行った大会です。
　今回の参加者は、伊藤さん、橋本さん、木南さ
ん、柏原さん、今村さん、私中元と、前乗り参加
の上田さんの計７名です。
　21日朝に出発し、昼には東京に到着した一行は、
行列の出来る「美登利寿司」へ。安くて美味い寿
司屋で、ＯＡＣ青年部の東京旅行ではお馴染みの
お店です。
　いつもながらに美味い寿司を平らげご機嫌のは
ずの私でしたが…。
　ここでトラブル発生！！急激にお腹と背中が痛
くなり、お台場観光の予定がタクシーで病院へ運
ばれる事に…。
　実は、尿管結石という尿道に石が出来る病気に

見舞われまして、そこから私の東京旅行は闘病旅
行となってしまいました。正直、どれほどの痛み
かという事だけでレポート３枚ほど書く自信があ
りますが、それはまたの機会にさせて頂きます。
という訳で、ここから２日目の技能グランプリの
レポートに移らせて貰います。
　会場となる幕張メッセに到着した一行は、前乗
り参加の上田さん（前日から夏目さんを付きっき
りで応援していました。）と合流し、いざ会場へ。
　会場では様々な職業の技術が競われており、会
場内には競技中の大工さんの金槌の音が心地よく

青年部＆技能士会応援視察会
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響いていました。
　粘着シート仕上げ部門のコーナーでは、黙々と
シートをカットする夏目さんを見る事が出来まし
た。大きな大会と言う事で、いつもと違うテンパっ
た表情が見られる事を個人的には期待していまし
たが、残念ながらいつもの冷静でマイペースに作
業に打ち込む夏目さんの姿でした。
　今回の粘着シート部門のテーマは「祭」です。
それぞれの作品で祭りの活気や彩などが表現され
ていて、見て楽しめる作品が多かった様に思いま
す。粘着シートの部門では、技術の確かさを競う以
外に、いかにテーマに沿ったデザインか、どれだけ
の工夫がされているか、という事が競技の採点に
大きく影響するのかと思いました。言わば「看板屋
さんの仕事」そのものが競技として成立していると
いう印象です。
　世の中には様々な職業があり、それらの所謂

「匠」が、更に技術を競い、高め合う事で今の技
術があるのだと実感する事が出来、その境地を垣
間見る事が出来る貴重な体験となりました。
　個人的には痛々しい旅行会でしたが、一緒にご
参加頂いた方々有難う御座いました。
　最後になりましたが、競技に出場された夏目さ
ん、本当にお疲れ様でした。
 中元　秀行（㈲阪神彫刻工業所）
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市岡中学校
平成27年２月19日㈭
◦生徒数／12名
◦参　加／夏目名誉会長、上田会長、山本副会長、平城幹事、今村事務局長

中学校で「ものづくり」指導!

ハッピーアースデー  「匠の技！  ものづくり体験教室」

　平成27年３月14日㈯大阪府職業能力開発協会主
催のものづくり体験教室に「コンパクトミラーに
カッティングシート貼り」で協力参加しました。
　あいにく前日からの雨の影響で会場の足元も悪
く長靴での作業。午前中は雨で参加者もまばらで
したが、お昼前には雨も上がり、それからはたく
さんの参加者で盛り上がりました。
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此花中学校
平成27年３月５日㈭
◦生徒数／16名
◦参　加／夏目名誉会長、上田会長、山本副会長、夏目幹事、廣田幹事、今村事務局長

ハッピーアースデー  「匠の技！  ものづくり体験教室」
　カッティングされたシートの細かいカス取りは
難しそうでしたが、重ね貼りで段々仕上がってい
くにつれ笑顔に変わっていきます。
　そんな参加者を見ているととても楽しいです。

〝ありがとう！〟って言われるととても幸せな気
分になります。
　如何でしょうか、一緒に参加されませんか。

会長　上田　亨二
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　春まであと少し、肌寒さが残る平成27年３月８
日㈰ＯＡＣ青年部の26年度を締めくくる行事とし
て奈良・ナパラゴルフクラブにて12名の参加を頂
きゴルフレッスン会を開催いたしました。回を増
すごとに参加者が増えるＯＡＣ青年部ゴルフコン
ペや他団体との交流ゴルフコンペ、はたまた個人
的なゴルフ会を発足されている方もいらっしゃる
など、昨今の青年部員のゴルフ熱は非常に熱く、
今回も参加者皆それぞれ真剣そのもの。
　まずは腹ごしらえし、その後90分レンジ・バン
カー・グリーン練習場でみっちりレッスン。クラ
ブの握り方から教えてもらう方、飛距離アップを
狙う方などなど、それぞれのレベルに合わせ指導
して頂きました。
　そして練習場での指導の効果を試すべく、いざ
９ホールのコースにてラウンドレッスン。
　早速効果が表れご機嫌な方もいれば、アイア
ン１本握りしめてコースを駆けずり回りながらデ
ビューを果たした方、様々でしたが、練習場とは
違いコースでの実践アドバイスは納得・実感する

ことが多く、参加された方はプロ級の腕前になら
れていること間違いなし!?（笑）。よりゴルフの奥深
さを知り大変勉強になるレッスン会となりました。
　今回お世話になりました宮崎プロはじめナパラ
ゴルフクラブの方々有難うございました。
　また末筆になりましたが、本年度も１年間ＯＡ
Ｃ青年部活動への多大なるご協力を賜りました
事、この場をお借り致しまして御礼申し上げます。
今後もＯＡＣ青年部では様々な企画をしてまいり
たいと思いますので、引き続き皆様のご指導・ご
鞭撻を賜りますようお願いいたします。
� 部長　笠谷　周正

OAC青年部だより

ゴルフレッスン会
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　寒さも遠のき春の訪れを告げるウグイスの鳴き
声も聞かれ、すがすがしいゴルフ日和に恵まれて
のコンペ。年齢も重ねた私、本年80歳。健康の為
にスポーツと位置づけてプレー、優勝の栄を賜わ
りました。
　「森さんドラコン取りました」と前田さんより
聞き、胸がおどるうれしい気分になりコンペパー
ティへ。スコア発表、賞金授与、ドラコン賞、ペ
ア賞、馬券当たり、もちろん優勝賞金と最高の喜
びでした。
　勝因はフェアウェイウッドの的確な当たり方向
性共80％の出来で、納得した18ホールでした。
　賞金をもらって気分良く写真を撮る時に、少し
おどけた表情をしました。それを堀ノ江さんが見
て、「森さんの祭典の時に使う写真にしましょう」

248回ＯＡＣＧ会コンペ
平成27年３月17日㈫
飛鳥カンツリー倶楽部／12人参加

となごやかなパーティで終わりました。一緒にプ
レーしたパーティの大湾さん、今村さん、信貴さ
んありがとう。OACG会同僚の皆様万歳!!
　この先皆様に迷惑をかける事のないよう二歩前
進一歩下って頑張って行きます。ありがとうござ
いました。 森　嘉幸

優勝　森　　嘉幸
２位　前田　親孝
３位　大湾　政次
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魔女のひとりごと

春が待ち遠しく感じていたのですが、花粉の季節だと
いうことすっかり忘れていました。花粉症で地獄です。
春先は体調が狂いやすいので、お気をつけ下さいね。
国民総ナンバーになって何となく生活も調子が狂いそ
う。

4月～
6月

卯人生を左右する決断が必要。自己中心的
になると後が苦しい。よく考えて最良最

善の方法を選ぶべき。感情に押し流されないこ
とが一番です。
４月…新しいことに挑戦する。短期間から始め

ると次につながる。
５月…我が道を探していますが、まだ遠く試行

錯誤の毎日です。
６月…正直なのはとても良いが、欲を出しすぎ

て失敗する。控えめに。

辰何か悩みごとがあるのではありません
か？言動に影響を与えています。私事で

ないなら公にしなければ解決できません。思い
切ることです。
４月…効率よく仕事ができる。取り扱う種目が

ふえ、知識も必要。
５月…昇給や昇格等があり、今までの成果が正

当に評価されます。
６月…選挙にかかわる。多忙になるがやりがい

もあり頑張る。

巳生き方や考え方が変わる。物事を伝える
という役割を担っている人は、今以上に

その責務を果たす。そうでなかった人も伝える
使命感を持つ。
４月…裏方に徹している人。今回は表にでる機

会がふえます。
５月…約束が多く時間の調整に苦労します。食

事はぬかない。
６月…早起きで生活リズムを変えてみる。運気

が上昇する。

子色々調子が良くない。無理しないのが一
番です。考え過ぎて頭が痛くなる。不眠

にも。パートナーに現れる場合もあり。お互い
に補いあうのが肝心。
４月…完了しない仕事に時間が取られる。結果

は次月に持越します。
５月…多忙さが利益に比例。美味しいものを食

べてストレス発散です
６月…視力が低下する。目はしばしば休ませま

しょう。眼鏡が必要。

丑余り変化なし。現状維持が大事。新しい
提案や仕事に直ぐに飛びつかない。熟考

してからでも遅くない。内蔵疲労で体力低下。
食生活に注意。
４月…公私にわたり外出が増える。新たな取り

引き先の開拓に繋がる。
５月…離れている家族との交流が大事。たまに

は連絡を取りましょう。
６月…知人の絡まないビジネスにチャンス。家

族の意見が大事です。

寅成長過程にいると言えるでしょう。まだ
てこ入れする機会です。最初苦戦します

が時間とともに楽になります。
４月…物事が停滞しています。余分な仕事が多

く時間を浪費している。
５月…伝聞に振り回される。出所を確かめあわ

てず対処すれば結果良。
６月…健康と思っているとつい油断しがち。弱

音がでると体にくる。
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午自発的に行動してこそ望みが叶う。後押
してくれるものが沢山あり心強いはず。

あまり吹聴すると尻すぼみになるので、口は控
える。
４月…安定している。家族や友人の思わぬ本音

が聞ける。
５月…肌のトラブルに悩まされる。自己診断し

ないで病院へ。
６月…集中力に欠ける。落ち着かない。日時の

勘違いに注意。

未毎日が物足りない人は生活に潤いがかけ
ています。文字通りの意味で水分（知識

や技術やその他心の糧）がないようです。補充
すれば解消。
４月…執着心の薄さが仇になってチャンスを逃

しそう。粘って吉。
５月…不用品が今役にたちます。捨てずに活用

して下さい。
６月…言葉に惑わされて真偽の区別がつかなく

なる。自分を見失う。

申名刀を持っているのに使い方がわからな
い状態。ご自身のことです。100％使い切

るのは無理でしょうが、70％位余裕で活躍でき
るはず。
４月…必要支出が増大。回収の見込みはあるが、

すぐには無理。
５月…趣味のコレクションが増えます。貴金属

なら価値があがる。
６月…合併問題が発生。相手方共々全てを曝け

出せるなら考えても。

酉原因と結果とよく言いますが、原因の根
が深く取り除くのが容易でない場合は本

当に困ります。無理に取り除くほうがかえって
悪影響です。
４月…やり始めた仕事が順調に推移していま

す。安心です。
５月…先を急いでは全てなくなる。まだ時期尚

早ですよ。
６月…出る杭は打たれます。目立たぬように行

動しましょう。

戌自分の強さを認識するとき。乱の時代に
本領発揮できる資質がある。今そんな時

代に突入かも知れません。人とのつながりを強
固にする事です。
４月…周囲の騒動のとばっちりを受けるが平常

心で回避できる。
５月…恋人募集中の人。異性と知り合うチャン

スが増える。
６月…友人たちとの交友が深まる。変人奇人の

集まりです。楽しい。

亥定年後の人生設計はできていますか？人
脈に頼るのも良しですが、あまりあてに

はできません。その事も含め孤立しないよう今
から準備が必要。
４月…変化なく平穏です。外出するときは足元

に注意です。
５月…不満がたまり解消できない。その反動で

度々小旅行にでかける。
６月…ショッピングにはまってしまい大きな散

財をしてしまう。
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堺市路上違反
簡易広告物除去活動

　平成27年１月24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。

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３月12日㈭午後
５時より上本町周辺で「か
たづけ・たい」活動を行い
ました。

支部長　笠谷　周正

OAC 第44回通常総会・懇親会のご案内

日　　時：平成27年5月26日㈫
　　　　　　　総　会　　午後４時30分～（４時より受付）
　　　　　　　懇親会　　午後６時～（５時30分より受付）
会　　場：ホテル大阪ベイタワー
懇親会費：お一人様は無料（お二人目より5,000円）

　来る５月26日㈫に第44回通常総会を開催いたします。
　総会では組合の活動状況をお知り頂く機会として、ま
た、総会後の懇親会ではお招きしております業界関係者
や日頃疎遠気味な組合員・賛助会員の方々との親睦・交
流の場としてご活用頂きたく、ご多忙の折とは存じます
が、是非とも出席下さいますようご案内申し上げます。
　なお、開催案内は５月中旬頃に郵送にてお手元にお
届けさせて頂きますので、今しばらくお待ち下さい。

昨
年
の
総
会
の
様
子
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第523回理事会報告
日　　時　平成27年１月21日㈬　午後３時50分
場　　所　ホテルニューオータニ大阪
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・秋村・
松原・大亦・山田・山元・夏目・木南・
橋本理事

出　　席　夏目相談役
書面出席 栩野・可児理事
審議事項
　⑴講演会について
　　議長は、橋本理事に木下晴弘氏講演会の案内

チラシについて説明させ、具体的な講演内容、
最寄り駅、電話番号、対象者等を記載し、出来
上がり次第案内することを議場に諮ったとこ
ろ満場異議なく承認可決された。

　⑵次年度事業活動について
　　議長は、森川副理事長に次年度事業活動につ

いて説明させ、２年計画事業の内、持ち越しと
なっている事業（他団体との交流、外部への発
信、行政関係の情報提供、パソコン勉強会）及
び機関誌発行、旅行会等の恒常的な事業につ
いて順次検討していくこととした。

第524回理事会報告
日　　時　平成27年２月12日㈭　午後６時10分
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、笠

谷・金井・松林・柏原・松原・山田・
山元・可児・橋本理事

出　　席　上田技能士会長
書面出席 森川・堀ノ江副理事長、秋村・大亦・

夏目理事
審議事項
　⑴第３四半期報告について
　　議長は、悦副理事長に第３四半期報告につい

て資料に基づき詳細に説明させ、順調に推移
している旨の報告があり、これを議場に諮っ
たところ満場異議なく承認可決された。

　⑵次年度事業活動について
　　議長は、理事長として次年度事業活動につい

て説明し、２年計画事業の内、他団体との交流
を組織委員会（２月頃）、外部への発信を事業・
労務行政委員会（11月頃）、行政関係の情報提
供を広報・文化委員会（随時）が担当とするこ
ととし、旅行会（10月頃）、総会、新年交歓会、機
関誌発行、色紙差替え、組織拡充は例年通りの
委員会が担当することが承認可決された。但
し、次年度は創立45周年となるため、正副理事
長と各支部長による特別委員会にて記念事業
について検討した上で進めていくこととした。

　⑶総会会場について
　　議長は、森川副理事長に総会会場について説

明させ、これを議場に諮ったところ、ホテル大
阪ベイタワーにて５月26日㈫に開催すること
が承認可決された。

第525回理事会報告
日　　時　平成27年３月12日㈭　午後６時10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・悦・浦・堀ノ江・

伊藤副理事長、笠谷・金井・松林・栩野・
松原・山田・山岸・橋本理事

出　　席　宮崎参与
書面出席 柏原・秋村・大亦・山元・夏目・木南

理事
審議事項
　⑴次年度事業活動について
　　議長は、森川副理事長に次年度事業について

読み上げさせ、各々委員会を開催して内容に
ついて検討していくこととした。なお、旅行会
は記念事業として開催することとなり、特別
委員会担当者と厚生委員会で進めていくこと
を承認可決した。

　⑵45周年記念事業について
　　議長は、特別委員会での検討内容を森川副理

事長に説明させ、45周年記念事業は下記の４
事業を行うことが承認され、詳細については
検討していくこととした。

　　ゴルフ大会（９月頃）　担当　堀ノ江・悦・金井
　　記念旅行会（10月頃）　担当　堀ノ江・浦
　　記念式典（28年５月）　担当　森川・笠谷・柏原
　　　　　　　　　　 　夏目相談役
　　記念機関誌（28年７月）　担当　伊藤・松林

OAC理事会
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あとがき
　機関誌の準備時期が年度末と重なり、何かと慌
ただしくされている事業所が多かったこともあり
今号の発行が遅くなってしまいました。
　業界全体に動きがあるということで、今後の成
長に期待も膨らみます。
　さて、今年度は組合創立45周年となり、記念事
業を含め、様々な事業が計画されています。
　機関誌は組合の歴史を知る手段の一つになると
思いますので、正確に記録していきたいと考えて
おります。
　今後ともご協力を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
◇代表者の変更
◦北支部　㈲平成美装
　　新　　尾関　宗一郎

◇組合員等の慶弔
〔慶事〕
◦西支部　㈱キヌガワ
　　山元　栄一氏　ご子息ご結婚

〔弔事〕
◦中央支部　マツシマ看板店
　　栩野　幸保氏　ご母堂ご逝去
　　　（Ｈ26年12月27日）

◦北支部　㈲平成美装
　　尾関大治郎氏　ご本人ご逝去
　　　（Ｈ27年2月6日）

◦賛助会員　大生塗装工業㈱
　　大内　晋一氏　ご尊父ご逝去
　　　（Ｈ27年2月16日）

◦北支部　㈱日宣
　　古澤　みちよ氏　ご尊父ご逝去
　　　（Ｈ27年3月30日）

　⑶新規加入者及び脱退者の承認について
　　議長は、栩野理事に新規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138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。

　　【新規加入者】
　　・中央支部
　　　　㈱ナニワ（木下　芳久）３月より
　　　　紹介者　笠谷　周正（㈱桃太郎）
　　・西支部
　　　　㈱本州堂（長澤　恵子）３月より
　　　　紹介者　伊藤　陽祐（第一宣伝㈱）
　　・北支部
　　　　㈱岸本工芸社（岸本　富男）３月より
　　　　紹介者　悦　美子（㈱アドエース）

　　【脱退者】
　　・東支部
　　　　アポロ工芸社（鈴木　文雄）２月28日付
　　　　理由　一身上の都合
　⑷大阪都市景観建築賞協賛金依頼について
　　議長は、理事長として大阪府からの協賛金依

頼の経緯について説明し、他団体への依頼も
あることを踏まえ、協賛金５万円で４団体同
額となるよう協議してもらうことで承認可決
した。



OACの団体メリットを生かした各種保険をどうぞ

大阪市北区野崎町7－8　梅田パークビル6F
TEL06－6809－1130　FAX 06－6809－1131
Mail　hokenproject@able.ocn.ne.jp

株式会社 ホケンプロジェクト
自動車保険 火災保険 傷害保険 賠償責任保険 労災上乗保険

H O K E N
P R O J E C T

主な取扱商品

安心への計画・設計…
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　平成27年１月21日㈬　17時30分より、ホテル
ニューオータニ大阪にてOAC新年交歓会が、ご
来賓、組合員、その家族ら約100名の御出席のも
と盛大に開催されました。
　第一部式典の司会は私、森川が担当させていた
だきました。普段司会進行をすることがあまりな
く、さらに久しぶりの司会ということで緊張して
しまい、たどたどしい進行になってしまいました。
申し訳ございませんでした。

　私の開会の言葉の後は、
OAC恒例の組合歌を浦副
理事長をソングリーダーに
全員で歌い、これまた恒例
の松本理事長による「元気
ですか〜？仕事してますか
〜？」から始まるご挨拶。昨年同様に積極的な組
合活動を今年も行いたいですと力強く語られてお
りました。

平成27年

「OAC新年交歓会」盛大に開催される!!
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　そのあとは永年勤続優良従業員表彰ということ
で、勤続15年の方と10年の方が表彰されました。
10年、15年と書くと簡単に思えますが、長い間同
じ会社で勤め上げるということは本当に簡単なこ
とではありません。受賞された皆様本当におめで
とうございました。
　優良従業員表彰の後はご来賓の方及び賛助会員
の皆様のご紹介をさせていただき、ご来賓３名様
からご祝辞を頂戴いたしました。大阪が良くなる事
を最優先にお考えいただき、ものづくりの文化を衰
退させない様日々ご尽力いただいている先生方の
お気持ちを賜わり、第一部式典は幕を閉じました。
　第二部懇親会は同会場にて山元厚生委員長の司
会でスタートしました。乾杯の前に松本理事長及
び友好団体代表様、そして今年は各支部の支部長
が壇上に上がり鏡開きを行い、そのまま大阪ディ
スプレイ協同組合の浜田理事長による乾杯のご発
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dddddddd第42回永年勤続優良従業員表彰 dddddddd
理事長表彰

●₁₅年勤続

邉 見　大 輔（㈱桃太郎）

甲 斐　　 透（三晃プラスチック工業㈱）

日 出　　 暢（デコラティブシステム㈱）

宮 田　英 昭（デコラティブシステム㈱）

●₁₀年勤続

岩 奥　育 紀（デコラティブシステム㈱）

別 宮　亮 祐（㈱フジネオン）

大 窪　暢 英（㈲塗夢創屋）

坂 東　志 保（㈲塗夢創屋）

松 原　　 徹（㈲塗夢創屋）

声がありました。浜田理事長からは
OACの組合は個性があるとお褒め
の言葉をいただき、組合員一同大変
嬉しかったです。ありがとうござい
ました。
　年男年女のお祝いでは、４名の方
が壇上に上がられ、松本理事長から
記念の品を手渡されました。おめで
とうございました。
　しばし歓談の後、アトラクショ
ンタイム。今年は天王寺動物園100
周年特別応援企画で１月１日にデ
ビューした「あにまどーる」が登場し、歌とダン
スで会場を盛り上げてくれました。
　そして、彼女たちが盛り上げてくれた勢いのま
ま抽選大会へ突入したのですが、会場後ろで「あ
にまどーる」との撮影に盛り上がり、連続４回誰
も景品を取りに来ず、最初に当たって取りに来た
のが理事長というハプニング!?がありながらも無

事に抽選会は終了しました。いつも抽選会の景品
とは別に理事長賞を御用意頂いている松本理事長
本当にありがとうございます。
　宴の終盤には２月に東京で開催される「技能グ
ランプリ」に技能士会代表として出場される夏目
健一さんが壇上に上がり、プチ壮行会が行われ、
最後はみんなで万歳三唱という選挙で当選したか
のような盛り上がりを見せました。夏目健一さん
頑張ってくださいね！
　そんなこんなで楽しい時間はあっという間に過
ぎ、気がつけば、お開きの時間に。今回は閉会の
言葉は私ではなく、堀ノ江副理事長にバトンタッ
チし、恒例の「大阪締め」にて第二部懇親会も無
事に終了致しました。
　ご参加いただきました皆様本当にありがとうご
ざいました。これで今年もOACは元気に進み続
けていけると思います。

副理事長　森川　英雄
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　平成27年３月７日㈯あいおいニッセイ同和損
保フェニックスタワー16Ｆにて、株式会社アビリ
ティートレーニング代表取締役の木下晴弘氏を講
師に招いて事業・労務行政委員会の担当にてビジ
ネスセミナーを開催いたしました。
　講師の木下晴弘氏は、かつて塾の講師として生
徒からの支持率95％以上という驚異的な成績を誇
り、多数の生徒を灘高校をはじめとする超難関校
合格へ導いて来られました。「授業は心」をモットー
に、学力だけでなく人間力も伸ばす指導で生徒、
保護者から絶大な支持を得ておられました。現在、
株式会社アビリティトレーニングの代表として、
全国の教育機関で教員・保護者・生徒向
けのセミナーを実施しておられます。
　私は、昨年の夏に学生時代の先輩に誘
われ、この木下晴弘氏の講演に参加させ
ていただきました。その時の感動を委員
会で話させてもらい、今回、講師として
来ていただく運びとなりました。
　講演はストーリー仕立てになっており、
とてもわかりやすく、引き込まれていき
ました。いろいろな法則から検証し導く

がんばる会社になる!!

ビジネスセミナーを開催

ことで、たくさんの気付きと感動を与えていただ
きました。講演のなかには人材育成や、会社・社
員のモチベーションアップのさせ方など、たくさ
んのヒントがあったと思います。
　このヒントや気付きを会社へいかしていただき、
組合の今期のテーマでもあります「仕事力を深め
る」につなげていただければと思います。
　当日は雨で足元の悪い中48人の参加をいただき
ました。本当にありがとうございました。また、
会場の手配をして下さいました㈱ホケンプロジェ
クト多志満様にも感謝申し上げます。
 事業・労務行政委員　金井　和人
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　今回は外環沿いに５階建ての立派な自社ビルを
構えておられる㈱カシヤマさんにおじゃましまし

た。現在80歳になられ
る社長が不在のため、
常務の宗嗣さんにお話
をうかがいました。
　昭和37年、常務の生
れた年にお父様であら
れる社長が創業、46年
に会社組織化されたそ

うです。テント製作からはじまり、現在の場所に
変わるときには看板７割、テント３割となり、今
は半々位の仕事内容になっているそうです。
　１階でサイン加工、２階は事務所、３階でテン
ト、４階はカッティングシートと分かれて仕事さ
れてます。
　従業員は現在７名で、その内、粘着シート仕上
げ検定合格者である技能士が３名、常務もテント
の技能士ということで、これからもっと技能士を
増やしていきたいとおっしゃっていました。
　現在、大阪府テントシート工業組合青年部長を
されており、日本テントシート工業組合連合会青
年部会が創立30周年を迎えるということで、記念
事業の一環としてテントフェスタジャパン2016

（平成28年２月19日・20日マイドームおおさか）
を開催し、同時に競技大会も開催されるそうです。

　社長も組合の役員をされていたことがあり、当
時はほとんど会社にいなかったそうです。
　今後はとの問いに、事故を起こさないことを１
番に考え、これからも地域密着でサインとテント
との両方で皆様に喜ばれる仕事をやっていきたい
と語っておられました。
 木南　憲二

㈱カシヤマ

代表取締役　樫山　喜世司

堺市堺区広陵西町3－1－30

事業所訪問編

入社して20年の猪口さん。
技能士として競技大会にも参加されてます。
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　吉川看板製作所
（堺市堺区）さん
を訪問しました。
迎えてくださった
のは、山本社長と
夫人です。

「吉川看板製作所」は昭和24年、現社長夫人のお
父上、吉川氏による創業です。山本社長は、当時、
近くの㈱白竜社さん（偶々今回の「会社訪問！」先）
にお勤めでしたが、故吉川社長のお勧めで結婚さ
れ、会社を引き継いで来られました。吉川氏は、

吉川看板製作所
堺市堺区協和町４－472－３

代表者　山本　晃

堺市内でも有名な文字職人で、味わいある力強い
筆さばきが特徴でした。今も残る古い看板に、氏
の迫力ある楷書文字を見つけることがあります。
　また、当時は、㈱クボタやダイキン工業㈱など
の大きな会社からも、工場内の文字書きのご指名
を多く受けたそうです。
　吉川氏と同様、根っからの職人気質の山本さん。
堺の地でかれこれ数十年、背景には夫人の強いサ
ポート（叱咤激励？）もあり、地道に手固く商売を
続けて来られました。昨年、病気で入院された時、
いっそ廃業も考えたそうですが、これまで仕事一
筋の山本社長。夫人とふたり、手を携えて続けて

いこうと…。夫婦愛で
すね（ボケ防止やん！
と夫人の声）。体調を
考慮して、月曜と火曜
は休肝日と決めたので、
週に二日は憂鬱、とこ
ぼしておられました。
　ＮＨＫの連続テレビ
小説「マッサン」を彷
彿させるお二人との会
話、大変楽しかったで
す。ありがとうござい
ました！
 松林　泰弘
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　堺市の老舗の看板屋の㈱白竜社さんにお伺い
し、社長と長男の国明氏にお話をお聞きしました。
　昭和24年に先代が創業し現在の社長は２代目に
なります。元々、先代が映画館の営業をしていて、
人手が足らない時などに映画館の看板の絵を自分
で描くようになり、それをきっかけに数年後に看
板屋を創業されました。
　現在は従業員３名で、
コインパーキングの仕事
や代理店からの仕事が多
く、阪堺線の掲示板など
も作製しており、長男の
国明氏は学生時代に音楽
に目覚め、中学卒業後にピアノを習い始め、その
後コンピューターにも興味を持ったのを現在の仕
事に生かして、デザイン作成などのパソコンを
使った仕事が主で、次男の篤司さんが取り付けな
どの現場作業をしています。
　会社のモットーは昔から「早く！安く！」です
が、現在はトコトン値段が安くなってしまったの
と、コンピューターの時代で、他との差別化が必
要となり、看板屋としての将来像はどうなってい
くか、これからどうしていくか現在模索中との事
です。
　やり甲斐を聞くと、昔は自分の作品が業界誌に

載ったりして仕事が面白かったし、今は屋外広告
物の申請などが大変だったりしますが、作った看
板を見たときに人々の役に立っているのだと考え
ると大変嬉しく思いますとおっしゃっていました。
　社長から国明氏へ伝えることはとの問いに、昔
と違って今の時代、自分のやり方でしていかなけ
れば生き残れない
ので特別伝えるこ
と は な い と の 事
で、国明氏は、仕
事で自分が関わっ
た人すべてが楽し
く 幸 せ な 気 分 に
なって欲しいと力
強く語ってくれま
した。
 伊藤　陽祐

㈱白竜社

代表取締役　高橋　成光

堺市堺区神保通３－９
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技能士会だより

　幕張メッセにて行われた第28回技能グランプリ
に出場しました。
　２年に１度開催される大会で、前回、上田技能
士会会長が出場した時に私も見学ツアーで会場に
行き、会場の雰囲気や、ある程度の作業の流れは
見ていました。
　今回の技能グランプリには28職種で出場選手数
は合計444名。
　私が参加した種目名は「粘着シート仕上げ広告
美術」で、内容は900㎜×1800㎜のアクリル板に
カッティングシートを使い10時間以内に作品を完
成させます。タイトル文字とサブコピーのみ原寸
原稿の持込が出来ますが、それ以外の図柄原稿は
現地で制作します。
　どの種目もそうですが、やはり本番へ向けての練

第28回技能グランプリ
夏目 健一氏 出場！

習は必須となります。私の場合は練習をする度に時
間が足りなく、デザインを簡素化していきました。
　30分前に完成する予定が、本番では制限時間数
分前に完成。結果は参加者９人中９人目とダメダメ
でしたが、技能検定以上の良い経験が出来ました。
　上田技能士会会長には３日間共付き添って頂き
本当に感謝です。
　そして見学に来て頂いた青年部員＆技能士会員
の皆さん、今村局長有難うございました。
 夏目　健一（㈲一心堂）
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技能士会だより

　こんにちは。阪神彫刻の中元です。
　青年部＆技能士会の視察旅行会で２月21日・22
日、１泊２日で東京へ行って参りました。
　厚生労働省主催の＜第28回技能グランプリ＞と
いう由緒ある大会に、粘着シート仕上げ部門で一
心堂の夏目健一さんがＯＡＣを代表し出場されま
したので、その応援となります。２年前には岡野
工芸社の上田亨二さんが出場され、そのときにも
応援に行った大会です。
　今回の参加者は、伊藤さん、橋本さん、木南さ
ん、柏原さん、今村さん、私中元と、前乗り参加
の上田さんの計７名です。
　21日朝に出発し、昼には東京に到着した一行は、
行列の出来る「美登利寿司」へ。安くて美味い寿
司屋で、ＯＡＣ青年部の東京旅行ではお馴染みの
お店です。
　いつもながらに美味い寿司を平らげご機嫌のは
ずの私でしたが…。
　ここでトラブル発生！！急激にお腹と背中が痛
くなり、お台場観光の予定がタクシーで病院へ運
ばれる事に…。
　実は、尿管結石という尿道に石が出来る病気に

見舞われまして、そこから私の東京旅行は闘病旅
行となってしまいました。正直、どれほどの痛み
かという事だけでレポート３枚ほど書く自信があ
りますが、それはまたの機会にさせて頂きます。
という訳で、ここから２日目の技能グランプリの
レポートに移らせて貰います。
　会場となる幕張メッセに到着した一行は、前乗
り参加の上田さん（前日から夏目さんを付きっき
りで応援していました。）と合流し、いざ会場へ。
　会場では様々な職業の技術が競われており、会
場内には競技中の大工さんの金槌の音が心地よく

青年部＆技能士会応援視察会
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響いていました。
　粘着シート仕上げ部門のコーナーでは、黙々と
シートをカットする夏目さんを見る事が出来まし
た。大きな大会と言う事で、いつもと違うテンパっ
た表情が見られる事を個人的には期待していまし
たが、残念ながらいつもの冷静でマイペースに作
業に打ち込む夏目さんの姿でした。
　今回の粘着シート部門のテーマは「祭」です。
それぞれの作品で祭りの活気や彩などが表現され
ていて、見て楽しめる作品が多かった様に思いま
す。粘着シートの部門では、技術の確かさを競う以
外に、いかにテーマに沿ったデザインか、どれだけ
の工夫がされているか、という事が競技の採点に
大きく影響するのかと思いました。言わば「看板屋
さんの仕事」そのものが競技として成立していると
いう印象です。
　世の中には様々な職業があり、それらの所謂

「匠」が、更に技術を競い、高め合う事で今の技
術があるのだと実感する事が出来、その境地を垣
間見る事が出来る貴重な体験となりました。
　個人的には痛々しい旅行会でしたが、一緒にご
参加頂いた方々有難う御座いました。
　最後になりましたが、競技に出場された夏目さ
ん、本当にお疲れ様でした。
 中元　秀行（㈲阪神彫刻工業所）
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市岡中学校
平成27年２月19日㈭
◦生徒数／12名
◦参　加／夏目名誉会長、上田会長、山本副会長、平城幹事、今村事務局長

中学校で「ものづくり」指導!

ハッピーアースデー  「匠の技！  ものづくり体験教室」

　平成27年３月14日㈯大阪府職業能力開発協会主
催のものづくり体験教室に「コンパクトミラーに
カッティングシート貼り」で協力参加しました。
　あいにく前日からの雨の影響で会場の足元も悪
く長靴での作業。午前中は雨で参加者もまばらで
したが、お昼前には雨も上がり、それからはたく
さんの参加者で盛り上がりました。
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此花中学校
平成27年３月５日㈭
◦生徒数／16名
◦参　加／夏目名誉会長、上田会長、山本副会長、夏目幹事、廣田幹事、今村事務局長

ハッピーアースデー  「匠の技！  ものづくり体験教室」
　カッティングされたシートの細かいカス取りは
難しそうでしたが、重ね貼りで段々仕上がってい
くにつれ笑顔に変わっていきます。
　そんな参加者を見ているととても楽しいです。

〝ありがとう！〟って言われるととても幸せな気
分になります。
　如何でしょうか、一緒に参加されませんか。

会長　上田　亨二
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　春まであと少し、肌寒さが残る平成27年３月８
日㈰ＯＡＣ青年部の26年度を締めくくる行事とし
て奈良・ナパラゴルフクラブにて12名の参加を頂
きゴルフレッスン会を開催いたしました。回を増
すごとに参加者が増えるＯＡＣ青年部ゴルフコン
ペや他団体との交流ゴルフコンペ、はたまた個人
的なゴルフ会を発足されている方もいらっしゃる
など、昨今の青年部員のゴルフ熱は非常に熱く、
今回も参加者皆それぞれ真剣そのもの。
　まずは腹ごしらえし、その後90分レンジ・バン
カー・グリーン練習場でみっちりレッスン。クラ
ブの握り方から教えてもらう方、飛距離アップを
狙う方などなど、それぞれのレベルに合わせ指導
して頂きました。
　そして練習場での指導の効果を試すべく、いざ
９ホールのコースにてラウンドレッスン。
　早速効果が表れご機嫌な方もいれば、アイア
ン１本握りしめてコースを駆けずり回りながらデ
ビューを果たした方、様々でしたが、練習場とは
違いコースでの実践アドバイスは納得・実感する

ことが多く、参加された方はプロ級の腕前になら
れていること間違いなし!?（笑）。よりゴルフの奥深
さを知り大変勉強になるレッスン会となりました。
　今回お世話になりました宮崎プロはじめナパラ
ゴルフクラブの方々有難うございました。
　また末筆になりましたが、本年度も１年間ＯＡ
Ｃ青年部活動への多大なるご協力を賜りました
事、この場をお借り致しまして御礼申し上げます。
今後もＯＡＣ青年部では様々な企画をしてまいり
たいと思いますので、引き続き皆様のご指導・ご
鞭撻を賜りますようお願いいたします。
� 部長　笠谷　周正

OAC青年部だより

ゴルフレッスン会
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　寒さも遠のき春の訪れを告げるウグイスの鳴き
声も聞かれ、すがすがしいゴルフ日和に恵まれて
のコンペ。年齢も重ねた私、本年80歳。健康の為
にスポーツと位置づけてプレー、優勝の栄を賜わ
りました。
　「森さんドラコン取りました」と前田さんより
聞き、胸がおどるうれしい気分になりコンペパー
ティへ。スコア発表、賞金授与、ドラコン賞、ペ
ア賞、馬券当たり、もちろん優勝賞金と最高の喜
びでした。
　勝因はフェアウェイウッドの的確な当たり方向
性共80％の出来で、納得した18ホールでした。
　賞金をもらって気分良く写真を撮る時に、少し
おどけた表情をしました。それを堀ノ江さんが見
て、「森さんの祭典の時に使う写真にしましょう」

248回ＯＡＣＧ会コンペ
平成27年３月17日㈫
飛鳥カンツリー倶楽部／12人参加

となごやかなパーティで終わりました。一緒にプ
レーしたパーティの大湾さん、今村さん、信貴さ
んありがとう。OACG会同僚の皆様万歳!!
　この先皆様に迷惑をかける事のないよう二歩前
進一歩下って頑張って行きます。ありがとうござ
いました。 森　嘉幸

優勝　森　　嘉幸
２位　前田　親孝
３位　大湾　政次
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魔女のひとりごと

春が待ち遠しく感じていたのですが、花粉の季節だと
いうことすっかり忘れていました。花粉症で地獄です。
春先は体調が狂いやすいので、お気をつけ下さいね。
国民総ナンバーになって何となく生活も調子が狂いそ
う。

4月～
6月

卯人生を左右する決断が必要。自己中心的
になると後が苦しい。よく考えて最良最

善の方法を選ぶべき。感情に押し流されないこ
とが一番です。
４月…新しいことに挑戦する。短期間から始め

ると次につながる。
５月…我が道を探していますが、まだ遠く試行

錯誤の毎日です。
６月…正直なのはとても良いが、欲を出しすぎ

て失敗する。控えめに。

辰何か悩みごとがあるのではありません
か？言動に影響を与えています。私事で

ないなら公にしなければ解決できません。思い
切ることです。
４月…効率よく仕事ができる。取り扱う種目が

ふえ、知識も必要。
５月…昇給や昇格等があり、今までの成果が正

当に評価されます。
６月…選挙にかかわる。多忙になるがやりがい

もあり頑張る。

巳生き方や考え方が変わる。物事を伝える
という役割を担っている人は、今以上に

その責務を果たす。そうでなかった人も伝える
使命感を持つ。
４月…裏方に徹している人。今回は表にでる機

会がふえます。
５月…約束が多く時間の調整に苦労します。食

事はぬかない。
６月…早起きで生活リズムを変えてみる。運気

が上昇する。

子色々調子が良くない。無理しないのが一
番です。考え過ぎて頭が痛くなる。不眠

にも。パートナーに現れる場合もあり。お互い
に補いあうのが肝心。
４月…完了しない仕事に時間が取られる。結果

は次月に持越します。
５月…多忙さが利益に比例。美味しいものを食

べてストレス発散です
６月…視力が低下する。目はしばしば休ませま

しょう。眼鏡が必要。

丑余り変化なし。現状維持が大事。新しい
提案や仕事に直ぐに飛びつかない。熟考

してからでも遅くない。内蔵疲労で体力低下。
食生活に注意。
４月…公私にわたり外出が増える。新たな取り

引き先の開拓に繋がる。
５月…離れている家族との交流が大事。たまに

は連絡を取りましょう。
６月…知人の絡まないビジネスにチャンス。家

族の意見が大事です。

寅成長過程にいると言えるでしょう。まだ
てこ入れする機会です。最初苦戦します

が時間とともに楽になります。
４月…物事が停滞しています。余分な仕事が多

く時間を浪費している。
５月…伝聞に振り回される。出所を確かめあわ

てず対処すれば結果良。
６月…健康と思っているとつい油断しがち。弱

音がでると体にくる。
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午自発的に行動してこそ望みが叶う。後押
してくれるものが沢山あり心強いはず。

あまり吹聴すると尻すぼみになるので、口は控
える。
４月…安定している。家族や友人の思わぬ本音

が聞ける。
５月…肌のトラブルに悩まされる。自己診断し

ないで病院へ。
６月…集中力に欠ける。落ち着かない。日時の

勘違いに注意。

未毎日が物足りない人は生活に潤いがかけ
ています。文字通りの意味で水分（知識

や技術やその他心の糧）がないようです。補充
すれば解消。
４月…執着心の薄さが仇になってチャンスを逃

しそう。粘って吉。
５月…不用品が今役にたちます。捨てずに活用

して下さい。
６月…言葉に惑わされて真偽の区別がつかなく

なる。自分を見失う。

申名刀を持っているのに使い方がわからな
い状態。ご自身のことです。100％使い切

るのは無理でしょうが、70％位余裕で活躍でき
るはず。
４月…必要支出が増大。回収の見込みはあるが、

すぐには無理。
５月…趣味のコレクションが増えます。貴金属

なら価値があがる。
６月…合併問題が発生。相手方共々全てを曝け

出せるなら考えても。

酉原因と結果とよく言いますが、原因の根
が深く取り除くのが容易でない場合は本

当に困ります。無理に取り除くほうがかえって
悪影響です。
４月…やり始めた仕事が順調に推移していま

す。安心です。
５月…先を急いでは全てなくなる。まだ時期尚

早ですよ。
６月…出る杭は打たれます。目立たぬように行

動しましょう。

戌自分の強さを認識するとき。乱の時代に
本領発揮できる資質がある。今そんな時

代に突入かも知れません。人とのつながりを強
固にする事です。
４月…周囲の騒動のとばっちりを受けるが平常

心で回避できる。
５月…恋人募集中の人。異性と知り合うチャン

スが増える。
６月…友人たちとの交友が深まる。変人奇人の

集まりです。楽しい。

亥定年後の人生設計はできていますか？人
脈に頼るのも良しですが、あまりあてに

はできません。その事も含め孤立しないよう今
から準備が必要。
４月…変化なく平穏です。外出するときは足元

に注意です。
５月…不満がたまり解消できない。その反動で

度々小旅行にでかける。
６月…ショッピングにはまってしまい大きな散

財をしてしまう。
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堺市路上違反
簡易広告物除去活動

　平成27年１月24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。

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３月12日㈭午後
５時より上本町周辺で「か
たづけ・たい」活動を行い
ました。

支部長　笠谷　周正

OAC 第44回通常総会・懇親会のご案内

日　　時：平成27年5月26日㈫
　　　　　　　総　会　　午後４時30分～（４時より受付）
　　　　　　　懇親会　　午後６時～（５時30分より受付）
会　　場：ホテル大阪ベイタワー
懇親会費：お一人様は無料（お二人目より5,000円）

　来る５月26日㈫に第44回通常総会を開催いたします。
　総会では組合の活動状況をお知り頂く機会として、ま
た、総会後の懇親会ではお招きしております業界関係者
や日頃疎遠気味な組合員・賛助会員の方々との親睦・交
流の場としてご活用頂きたく、ご多忙の折とは存じます
が、是非とも出席下さいますようご案内申し上げます。
　なお、開催案内は５月中旬頃に郵送にてお手元にお
届けさせて頂きますので、今しばらくお待ち下さい。

昨
年
の
総
会
の
様
子
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第523回理事会報告
日　　時　平成27年１月21日㈬　午後３時50分
場　　所　ホテルニューオータニ大阪
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・秋村・
松原・大亦・山田・山元・夏目・木南・
橋本理事

出　　席　夏目相談役
書面出席 栩野・可児理事
審議事項
　⑴講演会について
　　議長は、橋本理事に木下晴弘氏講演会の案内

チラシについて説明させ、具体的な講演内容、
最寄り駅、電話番号、対象者等を記載し、出来
上がり次第案内することを議場に諮ったとこ
ろ満場異議なく承認可決された。

　⑵次年度事業活動について
　　議長は、森川副理事長に次年度事業活動につ

いて説明させ、２年計画事業の内、持ち越しと
なっている事業（他団体との交流、外部への発
信、行政関係の情報提供、パソコン勉強会）及
び機関誌発行、旅行会等の恒常的な事業につ
いて順次検討していくこととした。

第524回理事会報告
日　　時　平成27年２月12日㈭　午後６時10分
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、笠

谷・金井・松林・柏原・松原・山田・
山元・可児・橋本理事

出　　席　上田技能士会長
書面出席 森川・堀ノ江副理事長、秋村・大亦・

夏目理事
審議事項
　⑴第３四半期報告について
　　議長は、悦副理事長に第３四半期報告につい

て資料に基づき詳細に説明させ、順調に推移
している旨の報告があり、これを議場に諮っ
たところ満場異議なく承認可決された。

　⑵次年度事業活動について
　　議長は、理事長として次年度事業活動につい

て説明し、２年計画事業の内、他団体との交流
を組織委員会（２月頃）、外部への発信を事業・
労務行政委員会（11月頃）、行政関係の情報提
供を広報・文化委員会（随時）が担当とするこ
ととし、旅行会（10月頃）、総会、新年交歓会、機
関誌発行、色紙差替え、組織拡充は例年通りの
委員会が担当することが承認可決された。但
し、次年度は創立45周年となるため、正副理事
長と各支部長による特別委員会にて記念事業
について検討した上で進めていくこととした。

　⑶総会会場について
　　議長は、森川副理事長に総会会場について説

明させ、これを議場に諮ったところ、ホテル大
阪ベイタワーにて５月26日㈫に開催すること
が承認可決された。

第525回理事会報告
日　　時　平成27年３月12日㈭　午後６時10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・悦・浦・堀ノ江・

伊藤副理事長、笠谷・金井・松林・栩野・
松原・山田・山岸・橋本理事

出　　席　宮崎参与
書面出席 柏原・秋村・大亦・山元・夏目・木南

理事
審議事項
　⑴次年度事業活動について
　　議長は、森川副理事長に次年度事業について

読み上げさせ、各々委員会を開催して内容に
ついて検討していくこととした。なお、旅行会
は記念事業として開催することとなり、特別
委員会担当者と厚生委員会で進めていくこと
を承認可決した。

　⑵45周年記念事業について
　　議長は、特別委員会での検討内容を森川副理

事長に説明させ、45周年記念事業は下記の４
事業を行うことが承認され、詳細については
検討していくこととした。

　　ゴルフ大会（９月頃）　担当　堀ノ江・悦・金井
　　記念旅行会（10月頃）　担当　堀ノ江・浦
　　記念式典（28年５月）　担当　森川・笠谷・柏原
　　　　　　　　　　 　夏目相談役
　　記念機関誌（28年７月）　担当　伊藤・松林

OAC理事会
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あとがき
　機関誌の準備時期が年度末と重なり、何かと慌
ただしくされている事業所が多かったこともあり
今号の発行が遅くなってしまいました。
　業界全体に動きがあるということで、今後の成
長に期待も膨らみます。
　さて、今年度は組合創立45周年となり、記念事
業を含め、様々な事業が計画されています。
　機関誌は組合の歴史を知る手段の一つになると
思いますので、正確に記録していきたいと考えて
おります。
　今後ともご協力を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
◇代表者の変更
◦北支部　㈲平成美装
　　新　　尾関　宗一郎

◇組合員等の慶弔
〔慶事〕
◦西支部　㈱キヌガワ
　　山元　栄一氏　ご子息ご結婚

〔弔事〕
◦中央支部　マツシマ看板店
　　栩野　幸保氏　ご母堂ご逝去
　　　（Ｈ26年12月27日）

◦北支部　㈲平成美装
　　尾関大治郎氏　ご本人ご逝去
　　　（Ｈ27年2月6日）

◦賛助会員　大生塗装工業㈱
　　大内　晋一氏　ご尊父ご逝去
　　　（Ｈ27年2月16日）

◦北支部　㈱日宣
　　古澤　みちよ氏　ご尊父ご逝去
　　　（Ｈ27年3月30日）

　⑶新規加入者及び脱退者の承認について
　　議長は、栩野理事に新規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138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。

　　【新規加入者】
　　・中央支部
　　　　㈱ナニワ（木下　芳久）３月より
　　　　紹介者　笠谷　周正（㈱桃太郎）
　　・西支部
　　　　㈱本州堂（長澤　恵子）３月より
　　　　紹介者　伊藤　陽祐（第一宣伝㈱）
　　・北支部
　　　　㈱岸本工芸社（岸本　富男）３月より
　　　　紹介者　悦　美子（㈱アドエース）

　　【脱退者】
　　・東支部
　　　　アポロ工芸社（鈴木　文雄）２月28日付
　　　　理由　一身上の都合
　⑷大阪都市景観建築賞協賛金依頼について
　　議長は、理事長として大阪府からの協賛金依

頼の経緯について説明し、他団体への依頼も
あることを踏まえ、協賛金５万円で４団体同
額となるよう協議してもらうことで承認可決
した。



OACの団体メリットを生かした各種保険をどうぞ

大阪市北区野崎町7－8　梅田パークビル6F
TEL06－6809－1130　FAX 06－6809－1131
Mail　hokenproject@able.ocn.ne.jp

株式会社 ホケンプロジェクト
自動車保険 火災保険 傷害保険 賠償責任保険 労災上乗保険
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主な取扱商品

安心への計画・設計…
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巻 頭 言

創立45周年に向けて
副理事長

伊藤　陽祐

　春陽の候、組合員の皆様、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、真新しいスーツに身を包ん
だ新社会人を見て初心を思い出させてくれます。
プロ野球も開幕し、阪神タイガースが球団創設80
周年を迎えました。順位も気になりますが、是非
とも優勝争いをして関西を盛り上げてもらいたいと
思います。
　さて、ＯＡＣも来年は創立45周年を迎えます。
40周年では様々な記念事業が開催され大成功を収
めました。今回の45周年でもゴルフ大会、記念旅
行会、式典、記念機関誌の発行が企画されており、
その他にも今年度のＯＡＣのテーマである「仕事
力を深める」に関連した事業が予定されています。
このようにＯＡＣは事業が目白押しで、企画できる
環境にある、充実し、恵まれている組合だと思い
ます。歴史の中で、この環境があるのは先人たち
が苦労しながら堅実な組合運営をしてきた結果な

のでしょう。その先人たちに感謝しつつ、一人でも
多くの組合員の皆様に事業に参加して頂いて45周
年を迎えたいです。
　各支部の支部長で定期的に支部長会を開催し情
報交換などをしています。その中で、例年と違っ
て昨年の支部合同忘年会を企画し開催して大変盛
り上がりました。
　その他にもホームページをリニューアルしたり、
機関誌を全面フルカラーに変更するなど、色々と
新しい事にチャレンジしています。やはり、新しい
事を企画し、実行したり、チャレンジする事も必要
で大変重要であると感じます。
　各支部、技能士会、青年部などでも新しい事を
考え企画してもらいながら、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、45周年に向けて盛り上げて
いってもらいたいと思います。
　ホームページや機関誌などでこれからも情報発
信をしていきますので、今後とも宜しくお願い申し
上げます。
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　平成27年１月21日㈬　17時30分より、ホテル
ニューオータニ大阪にてOAC新年交歓会が、ご
来賓、組合員、その家族ら約100名の御出席のも
と盛大に開催されました。
　第一部式典の司会は私、森川が担当させていた
だきました。普段司会進行をすることがあまりな
く、さらに久しぶりの司会ということで緊張して
しまい、たどたどしい進行になってしまいました。
申し訳ございませんでした。

　私の開会の言葉の後は、
OAC恒例の組合歌を浦副
理事長をソングリーダーに
全員で歌い、これまた恒例
の松本理事長による「元気
ですか〜？仕事してますか
〜？」から始まるご挨拶。昨年同様に積極的な組
合活動を今年も行いたいですと力強く語られてお
りました。

平成27年

「OAC新年交歓会」盛大に開催される!!
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　そのあとは永年勤続優良従業員表彰ということ
で、勤続15年の方と10年の方が表彰されました。
10年、15年と書くと簡単に思えますが、長い間同
じ会社で勤め上げるということは本当に簡単なこ
とではありません。受賞された皆様本当におめで
とうございました。
　優良従業員表彰の後はご来賓の方及び賛助会員
の皆様のご紹介をさせていただき、ご来賓３名様
からご祝辞を頂戴いたしました。大阪が良くなる事
を最優先にお考えいただき、ものづくりの文化を衰
退させない様日々ご尽力いただいている先生方の
お気持ちを賜わり、第一部式典は幕を閉じました。
　第二部懇親会は同会場にて山元厚生委員長の司
会でスタートしました。乾杯の前に松本理事長及
び友好団体代表様、そして今年は各支部の支部長
が壇上に上がり鏡開きを行い、そのまま大阪ディ
スプレイ協同組合の浜田理事長による乾杯のご発
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dddddddd第42回永年勤続優良従業員表彰 dddddddd
理事長表彰

●₁₅年勤続

邉 見　大 輔（㈱桃太郎）

甲 斐　　 透（三晃プラスチック工業㈱）

日 出　　 暢（デコラティブシステム㈱）

宮 田　英 昭（デコラティブシステム㈱）

●₁₀年勤続

岩 奥　育 紀（デコラティブシステム㈱）

別 宮　亮 祐（㈱フジネオン）

大 窪　暢 英（㈲塗夢創屋）

坂 東　志 保（㈲塗夢創屋）

松 原　　 徹（㈲塗夢創屋）

声がありました。浜田理事長からは
OACの組合は個性があるとお褒め
の言葉をいただき、組合員一同大変
嬉しかったです。ありがとうござい
ました。
　年男年女のお祝いでは、４名の方
が壇上に上がられ、松本理事長から
記念の品を手渡されました。おめで
とうございました。
　しばし歓談の後、アトラクショ
ンタイム。今年は天王寺動物園100
周年特別応援企画で１月１日にデ
ビューした「あにまどーる」が登場し、歌とダン
スで会場を盛り上げてくれました。
　そして、彼女たちが盛り上げてくれた勢いのま
ま抽選大会へ突入したのですが、会場後ろで「あ
にまどーる」との撮影に盛り上がり、連続４回誰
も景品を取りに来ず、最初に当たって取りに来た
のが理事長というハプニング!?がありながらも無

事に抽選会は終了しました。いつも抽選会の景品
とは別に理事長賞を御用意頂いている松本理事長
本当にありがとうございます。
　宴の終盤には２月に東京で開催される「技能グ
ランプリ」に技能士会代表として出場される夏目
健一さんが壇上に上がり、プチ壮行会が行われ、
最後はみんなで万歳三唱という選挙で当選したか
のような盛り上がりを見せました。夏目健一さん
頑張ってくださいね！
　そんなこんなで楽しい時間はあっという間に過
ぎ、気がつけば、お開きの時間に。今回は閉会の
言葉は私ではなく、堀ノ江副理事長にバトンタッ
チし、恒例の「大阪締め」にて第二部懇親会も無
事に終了致しました。
　ご参加いただきました皆様本当にありがとうご
ざいました。これで今年もOACは元気に進み続
けていけると思います。

副理事長　森川　英雄
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　平成27年３月７日㈯あいおいニッセイ同和損
保フェニックスタワー16Ｆにて、株式会社アビリ
ティートレーニング代表取締役の木下晴弘氏を講
師に招いて事業・労務行政委員会の担当にてビジ
ネスセミナーを開催いたしました。
　講師の木下晴弘氏は、かつて塾の講師として生
徒からの支持率95％以上という驚異的な成績を誇
り、多数の生徒を灘高校をはじめとする超難関校
合格へ導いて来られました。「授業は心」をモットー
に、学力だけでなく人間力も伸ばす指導で生徒、
保護者から絶大な支持を得ておられました。現在、
株式会社アビリティトレーニングの代表として、
全国の教育機関で教員・保護者・生徒向
けのセミナーを実施しておられます。
　私は、昨年の夏に学生時代の先輩に誘
われ、この木下晴弘氏の講演に参加させ
ていただきました。その時の感動を委員
会で話させてもらい、今回、講師として
来ていただく運びとなりました。
　講演はストーリー仕立てになっており、
とてもわかりやすく、引き込まれていき
ました。いろいろな法則から検証し導く

がんばる会社になる!!

ビジネスセミナーを開催

ことで、たくさんの気付きと感動を与えていただ
きました。講演のなかには人材育成や、会社・社
員のモチベーションアップのさせ方など、たくさ
んのヒントがあったと思います。
　このヒントや気付きを会社へいかしていただき、
組合の今期のテーマでもあります「仕事力を深め
る」につなげていただければと思います。
　当日は雨で足元の悪い中48人の参加をいただき
ました。本当にありがとうございました。また、
会場の手配をして下さいました㈱ホケンプロジェ
クト多志満様にも感謝申し上げます。
 事業・労務行政委員　金井　和人
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　今回は外環沿いに５階建ての立派な自社ビルを
構えておられる㈱カシヤマさんにおじゃましまし

た。現在80歳になられ
る社長が不在のため、
常務の宗嗣さんにお話
をうかがいました。
　昭和37年、常務の生
れた年にお父様であら
れる社長が創業、46年
に会社組織化されたそ

うです。テント製作からはじまり、現在の場所に
変わるときには看板７割、テント３割となり、今
は半々位の仕事内容になっているそうです。
　１階でサイン加工、２階は事務所、３階でテン
ト、４階はカッティングシートと分かれて仕事さ
れてます。
　従業員は現在７名で、その内、粘着シート仕上
げ検定合格者である技能士が３名、常務もテント
の技能士ということで、これからもっと技能士を
増やしていきたいとおっしゃっていました。
　現在、大阪府テントシート工業組合青年部長を
されており、日本テントシート工業組合連合会青
年部会が創立30周年を迎えるということで、記念
事業の一環としてテントフェスタジャパン2016

（平成28年２月19日・20日マイドームおおさか）
を開催し、同時に競技大会も開催されるそうです。

　社長も組合の役員をされていたことがあり、当
時はほとんど会社にいなかったそうです。
　今後はとの問いに、事故を起こさないことを１
番に考え、これからも地域密着でサインとテント
との両方で皆様に喜ばれる仕事をやっていきたい
と語っておられました。
 木南　憲二

㈱カシヤマ

代表取締役　樫山　喜世司

堺市堺区広陵西町3－1－30

事業所訪問編

入社して20年の猪口さん。
技能士として競技大会にも参加されてます。
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　吉川看板製作所
（堺市堺区）さん
を訪問しました。
迎えてくださった
のは、山本社長と
夫人です。

「吉川看板製作所」は昭和24年、現社長夫人のお
父上、吉川氏による創業です。山本社長は、当時、
近くの㈱白竜社さん（偶々今回の「会社訪問！」先）
にお勤めでしたが、故吉川社長のお勧めで結婚さ
れ、会社を引き継いで来られました。吉川氏は、

吉川看板製作所
堺市堺区協和町４－472－３

代表者　山本　晃

堺市内でも有名な文字職人で、味わいある力強い
筆さばきが特徴でした。今も残る古い看板に、氏
の迫力ある楷書文字を見つけることがあります。
　また、当時は、㈱クボタやダイキン工業㈱など
の大きな会社からも、工場内の文字書きのご指名
を多く受けたそうです。
　吉川氏と同様、根っからの職人気質の山本さん。
堺の地でかれこれ数十年、背景には夫人の強いサ
ポート（叱咤激励？）もあり、地道に手固く商売を
続けて来られました。昨年、病気で入院された時、
いっそ廃業も考えたそうですが、これまで仕事一
筋の山本社長。夫人とふたり、手を携えて続けて

いこうと…。夫婦愛で
すね（ボケ防止やん！
と夫人の声）。体調を
考慮して、月曜と火曜
は休肝日と決めたので、
週に二日は憂鬱、とこ
ぼしておられました。
　ＮＨＫの連続テレビ
小説「マッサン」を彷
彿させるお二人との会
話、大変楽しかったで
す。ありがとうござい
ました！
 松林　泰弘
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　堺市の老舗の看板屋の㈱白竜社さんにお伺い
し、社長と長男の国明氏にお話をお聞きしました。
　昭和24年に先代が創業し現在の社長は２代目に
なります。元々、先代が映画館の営業をしていて、
人手が足らない時などに映画館の看板の絵を自分
で描くようになり、それをきっかけに数年後に看
板屋を創業されました。
　現在は従業員３名で、
コインパーキングの仕事
や代理店からの仕事が多
く、阪堺線の掲示板など
も作製しており、長男の
国明氏は学生時代に音楽
に目覚め、中学卒業後にピアノを習い始め、その
後コンピューターにも興味を持ったのを現在の仕
事に生かして、デザイン作成などのパソコンを
使った仕事が主で、次男の篤司さんが取り付けな
どの現場作業をしています。
　会社のモットーは昔から「早く！安く！」です
が、現在はトコトン値段が安くなってしまったの
と、コンピューターの時代で、他との差別化が必
要となり、看板屋としての将来像はどうなってい
くか、これからどうしていくか現在模索中との事
です。
　やり甲斐を聞くと、昔は自分の作品が業界誌に

載ったりして仕事が面白かったし、今は屋外広告
物の申請などが大変だったりしますが、作った看
板を見たときに人々の役に立っているのだと考え
ると大変嬉しく思いますとおっしゃっていました。
　社長から国明氏へ伝えることはとの問いに、昔
と違って今の時代、自分のやり方でしていかなけ
れば生き残れない
ので特別伝えるこ
と は な い と の 事
で、国明氏は、仕
事で自分が関わっ
た人すべてが楽し
く 幸 せ な 気 分 に
なって欲しいと力
強く語ってくれま
した。
 伊藤　陽祐

㈱白竜社

代表取締役　高橋　成光

堺市堺区神保通３－９
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技能士会だより

　幕張メッセにて行われた第28回技能グランプリ
に出場しました。
　２年に１度開催される大会で、前回、上田技能
士会会長が出場した時に私も見学ツアーで会場に
行き、会場の雰囲気や、ある程度の作業の流れは
見ていました。
　今回の技能グランプリには28職種で出場選手数
は合計444名。
　私が参加した種目名は「粘着シート仕上げ広告
美術」で、内容は900㎜×1800㎜のアクリル板に
カッティングシートを使い10時間以内に作品を完
成させます。タイトル文字とサブコピーのみ原寸
原稿の持込が出来ますが、それ以外の図柄原稿は
現地で制作します。
　どの種目もそうですが、やはり本番へ向けての練

第28回技能グランプリ
夏目 健一氏 出場！

習は必須となります。私の場合は練習をする度に時
間が足りなく、デザインを簡素化していきました。
　30分前に完成する予定が、本番では制限時間数
分前に完成。結果は参加者９人中９人目とダメダメ
でしたが、技能検定以上の良い経験が出来ました。
　上田技能士会会長には３日間共付き添って頂き
本当に感謝です。
　そして見学に来て頂いた青年部員＆技能士会員
の皆さん、今村局長有難うございました。
 夏目　健一（㈲一心堂）
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技能士会だより

　こんにちは。阪神彫刻の中元です。
　青年部＆技能士会の視察旅行会で２月21日・22
日、１泊２日で東京へ行って参りました。
　厚生労働省主催の＜第28回技能グランプリ＞と
いう由緒ある大会に、粘着シート仕上げ部門で一
心堂の夏目健一さんがＯＡＣを代表し出場されま
したので、その応援となります。２年前には岡野
工芸社の上田亨二さんが出場され、そのときにも
応援に行った大会です。
　今回の参加者は、伊藤さん、橋本さん、木南さ
ん、柏原さん、今村さん、私中元と、前乗り参加
の上田さんの計７名です。
　21日朝に出発し、昼には東京に到着した一行は、
行列の出来る「美登利寿司」へ。安くて美味い寿
司屋で、ＯＡＣ青年部の東京旅行ではお馴染みの
お店です。
　いつもながらに美味い寿司を平らげご機嫌のは
ずの私でしたが…。
　ここでトラブル発生！！急激にお腹と背中が痛
くなり、お台場観光の予定がタクシーで病院へ運
ばれる事に…。
　実は、尿管結石という尿道に石が出来る病気に

見舞われまして、そこから私の東京旅行は闘病旅
行となってしまいました。正直、どれほどの痛み
かという事だけでレポート３枚ほど書く自信があ
りますが、それはまたの機会にさせて頂きます。
という訳で、ここから２日目の技能グランプリの
レポートに移らせて貰います。
　会場となる幕張メッセに到着した一行は、前乗
り参加の上田さん（前日から夏目さんを付きっき
りで応援していました。）と合流し、いざ会場へ。
　会場では様々な職業の技術が競われており、会
場内には競技中の大工さんの金槌の音が心地よく

青年部＆技能士会応援視察会
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響いていました。
　粘着シート仕上げ部門のコーナーでは、黙々と
シートをカットする夏目さんを見る事が出来まし
た。大きな大会と言う事で、いつもと違うテンパっ
た表情が見られる事を個人的には期待していまし
たが、残念ながらいつもの冷静でマイペースに作
業に打ち込む夏目さんの姿でした。
　今回の粘着シート部門のテーマは「祭」です。
それぞれの作品で祭りの活気や彩などが表現され
ていて、見て楽しめる作品が多かった様に思いま
す。粘着シートの部門では、技術の確かさを競う以
外に、いかにテーマに沿ったデザインか、どれだけ
の工夫がされているか、という事が競技の採点に
大きく影響するのかと思いました。言わば「看板屋
さんの仕事」そのものが競技として成立していると
いう印象です。
　世の中には様々な職業があり、それらの所謂

「匠」が、更に技術を競い、高め合う事で今の技
術があるのだと実感する事が出来、その境地を垣
間見る事が出来る貴重な体験となりました。
　個人的には痛々しい旅行会でしたが、一緒にご
参加頂いた方々有難う御座いました。
　最後になりましたが、競技に出場された夏目さ
ん、本当にお疲れ様でした。
 中元　秀行（㈲阪神彫刻工業所）
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市岡中学校
平成27年２月19日㈭
◦生徒数／12名
◦参　加／夏目名誉会長、上田会長、山本副会長、平城幹事、今村事務局長

中学校で「ものづくり」指導!

ハッピーアースデー  「匠の技！  ものづくり体験教室」

　平成27年３月14日㈯大阪府職業能力開発協会主
催のものづくり体験教室に「コンパクトミラーに
カッティングシート貼り」で協力参加しました。
　あいにく前日からの雨の影響で会場の足元も悪
く長靴での作業。午前中は雨で参加者もまばらで
したが、お昼前には雨も上がり、それからはたく
さんの参加者で盛り上がりました。
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此花中学校
平成27年３月５日㈭
◦生徒数／16名
◦参　加／夏目名誉会長、上田会長、山本副会長、夏目幹事、廣田幹事、今村事務局長

ハッピーアースデー  「匠の技！  ものづくり体験教室」
　カッティングされたシートの細かいカス取りは
難しそうでしたが、重ね貼りで段々仕上がってい
くにつれ笑顔に変わっていきます。
　そんな参加者を見ているととても楽しいです。

〝ありがとう！〟って言われるととても幸せな気
分になります。
　如何でしょうか、一緒に参加されませんか。

会長　上田　亨二
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　春まであと少し、肌寒さが残る平成27年３月８
日㈰ＯＡＣ青年部の26年度を締めくくる行事とし
て奈良・ナパラゴルフクラブにて12名の参加を頂
きゴルフレッスン会を開催いたしました。回を増
すごとに参加者が増えるＯＡＣ青年部ゴルフコン
ペや他団体との交流ゴルフコンペ、はたまた個人
的なゴルフ会を発足されている方もいらっしゃる
など、昨今の青年部員のゴルフ熱は非常に熱く、
今回も参加者皆それぞれ真剣そのもの。
　まずは腹ごしらえし、その後90分レンジ・バン
カー・グリーン練習場でみっちりレッスン。クラ
ブの握り方から教えてもらう方、飛距離アップを
狙う方などなど、それぞれのレベルに合わせ指導
して頂きました。
　そして練習場での指導の効果を試すべく、いざ
９ホールのコースにてラウンドレッスン。
　早速効果が表れご機嫌な方もいれば、アイア
ン１本握りしめてコースを駆けずり回りながらデ
ビューを果たした方、様々でしたが、練習場とは
違いコースでの実践アドバイスは納得・実感する

ことが多く、参加された方はプロ級の腕前になら
れていること間違いなし!?（笑）。よりゴルフの奥深
さを知り大変勉強になるレッスン会となりました。
　今回お世話になりました宮崎プロはじめナパラ
ゴルフクラブの方々有難うございました。
　また末筆になりましたが、本年度も１年間ＯＡ
Ｃ青年部活動への多大なるご協力を賜りました
事、この場をお借り致しまして御礼申し上げます。
今後もＯＡＣ青年部では様々な企画をしてまいり
たいと思いますので、引き続き皆様のご指導・ご
鞭撻を賜りますようお願いいたします。
� 部長　笠谷　周正

OAC青年部だより

ゴルフレッスン会
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　寒さも遠のき春の訪れを告げるウグイスの鳴き
声も聞かれ、すがすがしいゴルフ日和に恵まれて
のコンペ。年齢も重ねた私、本年80歳。健康の為
にスポーツと位置づけてプレー、優勝の栄を賜わ
りました。
　「森さんドラコン取りました」と前田さんより
聞き、胸がおどるうれしい気分になりコンペパー
ティへ。スコア発表、賞金授与、ドラコン賞、ペ
ア賞、馬券当たり、もちろん優勝賞金と最高の喜
びでした。
　勝因はフェアウェイウッドの的確な当たり方向
性共80％の出来で、納得した18ホールでした。
　賞金をもらって気分良く写真を撮る時に、少し
おどけた表情をしました。それを堀ノ江さんが見
て、「森さんの祭典の時に使う写真にしましょう」

248回ＯＡＣＧ会コンペ
平成27年３月17日㈫
飛鳥カンツリー倶楽部／12人参加

となごやかなパーティで終わりました。一緒にプ
レーしたパーティの大湾さん、今村さん、信貴さ
んありがとう。OACG会同僚の皆様万歳!!
　この先皆様に迷惑をかける事のないよう二歩前
進一歩下って頑張って行きます。ありがとうござ
いました。 森　嘉幸

優勝　森　　嘉幸
２位　前田　親孝
３位　大湾　政次
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魔女のひとりごと

春が待ち遠しく感じていたのですが、花粉の季節だと
いうことすっかり忘れていました。花粉症で地獄です。
春先は体調が狂いやすいので、お気をつけ下さいね。
国民総ナンバーになって何となく生活も調子が狂いそ
う。

4月～
6月

卯人生を左右する決断が必要。自己中心的
になると後が苦しい。よく考えて最良最

善の方法を選ぶべき。感情に押し流されないこ
とが一番です。
４月…新しいことに挑戦する。短期間から始め

ると次につながる。
５月…我が道を探していますが、まだ遠く試行

錯誤の毎日です。
６月…正直なのはとても良いが、欲を出しすぎ

て失敗する。控えめに。

辰何か悩みごとがあるのではありません
か？言動に影響を与えています。私事で

ないなら公にしなければ解決できません。思い
切ることです。
４月…効率よく仕事ができる。取り扱う種目が

ふえ、知識も必要。
５月…昇給や昇格等があり、今までの成果が正

当に評価されます。
６月…選挙にかかわる。多忙になるがやりがい

もあり頑張る。

巳生き方や考え方が変わる。物事を伝える
という役割を担っている人は、今以上に

その責務を果たす。そうでなかった人も伝える
使命感を持つ。
４月…裏方に徹している人。今回は表にでる機

会がふえます。
５月…約束が多く時間の調整に苦労します。食

事はぬかない。
６月…早起きで生活リズムを変えてみる。運気

が上昇する。

子色々調子が良くない。無理しないのが一
番です。考え過ぎて頭が痛くなる。不眠

にも。パートナーに現れる場合もあり。お互い
に補いあうのが肝心。
４月…完了しない仕事に時間が取られる。結果

は次月に持越します。
５月…多忙さが利益に比例。美味しいものを食

べてストレス発散です
６月…視力が低下する。目はしばしば休ませま

しょう。眼鏡が必要。

丑余り変化なし。現状維持が大事。新しい
提案や仕事に直ぐに飛びつかない。熟考

してからでも遅くない。内蔵疲労で体力低下。
食生活に注意。
４月…公私にわたり外出が増える。新たな取り

引き先の開拓に繋がる。
５月…離れている家族との交流が大事。たまに

は連絡を取りましょう。
６月…知人の絡まないビジネスにチャンス。家

族の意見が大事です。

寅成長過程にいると言えるでしょう。まだ
てこ入れする機会です。最初苦戦します

が時間とともに楽になります。
４月…物事が停滞しています。余分な仕事が多

く時間を浪費している。
５月…伝聞に振り回される。出所を確かめあわ

てず対処すれば結果良。
６月…健康と思っているとつい油断しがち。弱

音がでると体にくる。
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午自発的に行動してこそ望みが叶う。後押
してくれるものが沢山あり心強いはず。

あまり吹聴すると尻すぼみになるので、口は控
える。
４月…安定している。家族や友人の思わぬ本音

が聞ける。
５月…肌のトラブルに悩まされる。自己診断し

ないで病院へ。
６月…集中力に欠ける。落ち着かない。日時の

勘違いに注意。

未毎日が物足りない人は生活に潤いがかけ
ています。文字通りの意味で水分（知識

や技術やその他心の糧）がないようです。補充
すれば解消。
４月…執着心の薄さが仇になってチャンスを逃

しそう。粘って吉。
５月…不用品が今役にたちます。捨てずに活用

して下さい。
６月…言葉に惑わされて真偽の区別がつかなく

なる。自分を見失う。

申名刀を持っているのに使い方がわからな
い状態。ご自身のことです。100％使い切

るのは無理でしょうが、70％位余裕で活躍でき
るはず。
４月…必要支出が増大。回収の見込みはあるが、

すぐには無理。
５月…趣味のコレクションが増えます。貴金属

なら価値があがる。
６月…合併問題が発生。相手方共々全てを曝け

出せるなら考えても。

酉原因と結果とよく言いますが、原因の根
が深く取り除くのが容易でない場合は本

当に困ります。無理に取り除くほうがかえって
悪影響です。
４月…やり始めた仕事が順調に推移していま

す。安心です。
５月…先を急いでは全てなくなる。まだ時期尚

早ですよ。
６月…出る杭は打たれます。目立たぬように行

動しましょう。

戌自分の強さを認識するとき。乱の時代に
本領発揮できる資質がある。今そんな時

代に突入かも知れません。人とのつながりを強
固にする事です。
４月…周囲の騒動のとばっちりを受けるが平常

心で回避できる。
５月…恋人募集中の人。異性と知り合うチャン

スが増える。
６月…友人たちとの交友が深まる。変人奇人の

集まりです。楽しい。

亥定年後の人生設計はできていますか？人
脈に頼るのも良しですが、あまりあてに

はできません。その事も含め孤立しないよう今
から準備が必要。
４月…変化なく平穏です。外出するときは足元

に注意です。
５月…不満がたまり解消できない。その反動で

度々小旅行にでかける。
６月…ショッピングにはまってしまい大きな散

財をしてしまう。
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堺市路上違反
簡易広告物除去活動

　平成27年１月24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。

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３月12日㈭午後
５時より上本町周辺で「か
たづけ・たい」活動を行い
ました。

支部長　笠谷　周正

OAC 第44回通常総会・懇親会のご案内

日　　時：平成27年5月26日㈫
　　　　　　　総　会　　午後４時30分～（４時より受付）
　　　　　　　懇親会　　午後６時～（５時30分より受付）
会　　場：ホテル大阪ベイタワー
懇親会費：お一人様は無料（お二人目より5,000円）

　来る５月26日㈫に第44回通常総会を開催いたします。
　総会では組合の活動状況をお知り頂く機会として、ま
た、総会後の懇親会ではお招きしております業界関係者
や日頃疎遠気味な組合員・賛助会員の方々との親睦・交
流の場としてご活用頂きたく、ご多忙の折とは存じます
が、是非とも出席下さいますようご案内申し上げます。
　なお、開催案内は５月中旬頃に郵送にてお手元にお
届けさせて頂きますので、今しばらくお待ち下さい。

昨
年
の
総
会
の
様
子
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第523回理事会報告
日　　時　平成27年１月21日㈬　午後３時50分
場　　所　ホテルニューオータニ大阪
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・秋村・
松原・大亦・山田・山元・夏目・木南・
橋本理事

出　　席　夏目相談役
書面出席 栩野・可児理事
審議事項
　⑴講演会について
　　議長は、橋本理事に木下晴弘氏講演会の案内

チラシについて説明させ、具体的な講演内容、
最寄り駅、電話番号、対象者等を記載し、出来
上がり次第案内することを議場に諮ったとこ
ろ満場異議なく承認可決された。

　⑵次年度事業活動について
　　議長は、森川副理事長に次年度事業活動につ

いて説明させ、２年計画事業の内、持ち越しと
なっている事業（他団体との交流、外部への発
信、行政関係の情報提供、パソコン勉強会）及
び機関誌発行、旅行会等の恒常的な事業につ
いて順次検討していくこととした。

第524回理事会報告
日　　時　平成27年２月12日㈭　午後６時10分
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、笠

谷・金井・松林・柏原・松原・山田・
山元・可児・橋本理事

出　　席　上田技能士会長
書面出席 森川・堀ノ江副理事長、秋村・大亦・

夏目理事
審議事項
　⑴第３四半期報告について
　　議長は、悦副理事長に第３四半期報告につい

て資料に基づき詳細に説明させ、順調に推移
している旨の報告があり、これを議場に諮っ
たところ満場異議なく承認可決された。

　⑵次年度事業活動について
　　議長は、理事長として次年度事業活動につい

て説明し、２年計画事業の内、他団体との交流
を組織委員会（２月頃）、外部への発信を事業・
労務行政委員会（11月頃）、行政関係の情報提
供を広報・文化委員会（随時）が担当とするこ
ととし、旅行会（10月頃）、総会、新年交歓会、機
関誌発行、色紙差替え、組織拡充は例年通りの
委員会が担当することが承認可決された。但
し、次年度は創立45周年となるため、正副理事
長と各支部長による特別委員会にて記念事業
について検討した上で進めていくこととした。

　⑶総会会場について
　　議長は、森川副理事長に総会会場について説

明させ、これを議場に諮ったところ、ホテル大
阪ベイタワーにて５月26日㈫に開催すること
が承認可決された。

第525回理事会報告
日　　時　平成27年３月12日㈭　午後６時10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・悦・浦・堀ノ江・

伊藤副理事長、笠谷・金井・松林・栩野・
松原・山田・山岸・橋本理事

出　　席　宮崎参与
書面出席 柏原・秋村・大亦・山元・夏目・木南

理事
審議事項
　⑴次年度事業活動について
　　議長は、森川副理事長に次年度事業について

読み上げさせ、各々委員会を開催して内容に
ついて検討していくこととした。なお、旅行会
は記念事業として開催することとなり、特別
委員会担当者と厚生委員会で進めていくこと
を承認可決した。

　⑵45周年記念事業について
　　議長は、特別委員会での検討内容を森川副理

事長に説明させ、45周年記念事業は下記の４
事業を行うことが承認され、詳細については
検討していくこととした。

　　ゴルフ大会（９月頃）　担当　堀ノ江・悦・金井
　　記念旅行会（10月頃）　担当　堀ノ江・浦
　　記念式典（28年５月）　担当　森川・笠谷・柏原
　　　　　　　　　　 　夏目相談役
　　記念機関誌（28年７月）　担当　伊藤・松林

OAC理事会
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あとがき
　機関誌の準備時期が年度末と重なり、何かと慌
ただしくされている事業所が多かったこともあり
今号の発行が遅くなってしまいました。
　業界全体に動きがあるということで、今後の成
長に期待も膨らみます。
　さて、今年度は組合創立45周年となり、記念事
業を含め、様々な事業が計画されています。
　機関誌は組合の歴史を知る手段の一つになると
思いますので、正確に記録していきたいと考えて
おります。
　今後ともご協力を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
◇代表者の変更
◦北支部　㈲平成美装
　　新　　尾関　宗一郎

◇組合員等の慶弔
〔慶事〕
◦西支部　㈱キヌガワ
　　山元　栄一氏　ご子息ご結婚

〔弔事〕
◦中央支部　マツシマ看板店
　　栩野　幸保氏　ご母堂ご逝去
　　　（Ｈ26年12月27日）

◦北支部　㈲平成美装
　　尾関大治郎氏　ご本人ご逝去
　　　（Ｈ27年2月6日）

◦賛助会員　大生塗装工業㈱
　　大内　晋一氏　ご尊父ご逝去
　　　（Ｈ27年2月16日）

◦北支部　㈱日宣
　　古澤　みちよ氏　ご尊父ご逝去
　　　（Ｈ27年3月30日）

　⑶新規加入者及び脱退者の承認について
　　議長は、栩野理事に新規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138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。

　　【新規加入者】
　　・中央支部
　　　　㈱ナニワ（木下　芳久）３月より
　　　　紹介者　笠谷　周正（㈱桃太郎）
　　・西支部
　　　　㈱本州堂（長澤　恵子）３月より
　　　　紹介者　伊藤　陽祐（第一宣伝㈱）
　　・北支部
　　　　㈱岸本工芸社（岸本　富男）３月より
　　　　紹介者　悦　美子（㈱アドエース）

　　【脱退者】
　　・東支部
　　　　アポロ工芸社（鈴木　文雄）２月28日付
　　　　理由　一身上の都合
　⑷大阪都市景観建築賞協賛金依頼について
　　議長は、理事長として大阪府からの協賛金依

頼の経緯について説明し、他団体への依頼も
あることを踏まえ、協賛金５万円で４団体同
額となるよう協議してもらうことで承認可決
した。



OACの団体メリットを生かした各種保険をどうぞ

大阪市北区野崎町7－8　梅田パークビル6F
TEL06－6809－1130　FAX 06－6809－1131
Mail　hokenproject@able.ocn.ne.jp

株式会社 ホケンプロジェクト
自動車保険 火災保険 傷害保険 賠償責任保険 労災上乗保険

H O K E N
P R O J E C T

主な取扱商品

安心への計画・設計…
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　平成27年１月21日㈬　17時30分より、ホテル
ニューオータニ大阪にてOAC新年交歓会が、ご
来賓、組合員、その家族ら約100名の御出席のも
と盛大に開催されました。
　第一部式典の司会は私、森川が担当させていた
だきました。普段司会進行をすることがあまりな
く、さらに久しぶりの司会ということで緊張して
しまい、たどたどしい進行になってしまいました。
申し訳ございませんでした。

　私の開会の言葉の後は、
OAC恒例の組合歌を浦副
理事長をソングリーダーに
全員で歌い、これまた恒例
の松本理事長による「元気
ですか〜？仕事してますか
〜？」から始まるご挨拶。昨年同様に積極的な組
合活動を今年も行いたいですと力強く語られてお
りました。

平成27年

「OAC新年交歓会」盛大に開催される!!
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　そのあとは永年勤続優良従業員表彰ということ
で、勤続15年の方と10年の方が表彰されました。
10年、15年と書くと簡単に思えますが、長い間同
じ会社で勤め上げるということは本当に簡単なこ
とではありません。受賞された皆様本当におめで
とうございました。
　優良従業員表彰の後はご来賓の方及び賛助会員
の皆様のご紹介をさせていただき、ご来賓３名様
からご祝辞を頂戴いたしました。大阪が良くなる事
を最優先にお考えいただき、ものづくりの文化を衰
退させない様日々ご尽力いただいている先生方の
お気持ちを賜わり、第一部式典は幕を閉じました。
　第二部懇親会は同会場にて山元厚生委員長の司
会でスタートしました。乾杯の前に松本理事長及
び友好団体代表様、そして今年は各支部の支部長
が壇上に上がり鏡開きを行い、そのまま大阪ディ
スプレイ協同組合の浜田理事長による乾杯のご発
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dddddddd第42回永年勤続優良従業員表彰 dddddddd
理事長表彰

●₁₅年勤続

邉 見　大 輔（㈱桃太郎）

甲 斐　　 透（三晃プラスチック工業㈱）

日 出　　 暢（デコラティブシステム㈱）

宮 田　英 昭（デコラティブシステム㈱）

●₁₀年勤続

岩 奥　育 紀（デコラティブシステム㈱）

別 宮　亮 祐（㈱フジネオン）

大 窪　暢 英（㈲塗夢創屋）

坂 東　志 保（㈲塗夢創屋）

松 原　　 徹（㈲塗夢創屋）

声がありました。浜田理事長からは
OACの組合は個性があるとお褒め
の言葉をいただき、組合員一同大変
嬉しかったです。ありがとうござい
ました。
　年男年女のお祝いでは、４名の方
が壇上に上がられ、松本理事長から
記念の品を手渡されました。おめで
とうございました。
　しばし歓談の後、アトラクショ
ンタイム。今年は天王寺動物園100
周年特別応援企画で１月１日にデ
ビューした「あにまどーる」が登場し、歌とダン
スで会場を盛り上げてくれました。
　そして、彼女たちが盛り上げてくれた勢いのま
ま抽選大会へ突入したのですが、会場後ろで「あ
にまどーる」との撮影に盛り上がり、連続４回誰
も景品を取りに来ず、最初に当たって取りに来た
のが理事長というハプニング!?がありながらも無

事に抽選会は終了しました。いつも抽選会の景品
とは別に理事長賞を御用意頂いている松本理事長
本当にありがとうございます。
　宴の終盤には２月に東京で開催される「技能グ
ランプリ」に技能士会代表として出場される夏目
健一さんが壇上に上がり、プチ壮行会が行われ、
最後はみんなで万歳三唱という選挙で当選したか
のような盛り上がりを見せました。夏目健一さん
頑張ってくださいね！
　そんなこんなで楽しい時間はあっという間に過
ぎ、気がつけば、お開きの時間に。今回は閉会の
言葉は私ではなく、堀ノ江副理事長にバトンタッ
チし、恒例の「大阪締め」にて第二部懇親会も無
事に終了致しました。
　ご参加いただきました皆様本当にありがとうご
ざいました。これで今年もOACは元気に進み続
けていけると思います。

副理事長　森川　英雄
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　平成27年３月７日㈯あいおいニッセイ同和損
保フェニックスタワー16Ｆにて、株式会社アビリ
ティートレーニング代表取締役の木下晴弘氏を講
師に招いて事業・労務行政委員会の担当にてビジ
ネスセミナーを開催いたしました。
　講師の木下晴弘氏は、かつて塾の講師として生
徒からの支持率95％以上という驚異的な成績を誇
り、多数の生徒を灘高校をはじめとする超難関校
合格へ導いて来られました。「授業は心」をモットー
に、学力だけでなく人間力も伸ばす指導で生徒、
保護者から絶大な支持を得ておられました。現在、
株式会社アビリティトレーニングの代表として、
全国の教育機関で教員・保護者・生徒向
けのセミナーを実施しておられます。
　私は、昨年の夏に学生時代の先輩に誘
われ、この木下晴弘氏の講演に参加させ
ていただきました。その時の感動を委員
会で話させてもらい、今回、講師として
来ていただく運びとなりました。
　講演はストーリー仕立てになっており、
とてもわかりやすく、引き込まれていき
ました。いろいろな法則から検証し導く

がんばる会社になる!!

ビジネスセミナーを開催

ことで、たくさんの気付きと感動を与えていただ
きました。講演のなかには人材育成や、会社・社
員のモチベーションアップのさせ方など、たくさ
んのヒントがあったと思います。
　このヒントや気付きを会社へいかしていただき、
組合の今期のテーマでもあります「仕事力を深め
る」につなげていただければと思います。
　当日は雨で足元の悪い中48人の参加をいただき
ました。本当にありがとうございました。また、
会場の手配をして下さいました㈱ホケンプロジェ
クト多志満様にも感謝申し上げます。
 事業・労務行政委員　金井　和人



｜ 6｜

　今回は外環沿いに５階建ての立派な自社ビルを
構えておられる㈱カシヤマさんにおじゃましまし

た。現在80歳になられ
る社長が不在のため、
常務の宗嗣さんにお話
をうかがいました。
　昭和37年、常務の生
れた年にお父様であら
れる社長が創業、46年
に会社組織化されたそ

うです。テント製作からはじまり、現在の場所に
変わるときには看板７割、テント３割となり、今
は半々位の仕事内容になっているそうです。
　１階でサイン加工、２階は事務所、３階でテン
ト、４階はカッティングシートと分かれて仕事さ
れてます。
　従業員は現在７名で、その内、粘着シート仕上
げ検定合格者である技能士が３名、常務もテント
の技能士ということで、これからもっと技能士を
増やしていきたいとおっしゃっていました。
　現在、大阪府テントシート工業組合青年部長を
されており、日本テントシート工業組合連合会青
年部会が創立30周年を迎えるということで、記念
事業の一環としてテントフェスタジャパン2016

（平成28年２月19日・20日マイドームおおさか）
を開催し、同時に競技大会も開催されるそうです。

　社長も組合の役員をされていたことがあり、当
時はほとんど会社にいなかったそうです。
　今後はとの問いに、事故を起こさないことを１
番に考え、これからも地域密着でサインとテント
との両方で皆様に喜ばれる仕事をやっていきたい
と語っておられました。
 木南　憲二

㈱カシヤマ

代表取締役　樫山　喜世司

堺市堺区広陵西町3－1－30

事業所訪問編

入社して20年の猪口さん。
技能士として競技大会にも参加されてます。
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　吉川看板製作所
（堺市堺区）さん
を訪問しました。
迎えてくださった
のは、山本社長と
夫人です。

「吉川看板製作所」は昭和24年、現社長夫人のお
父上、吉川氏による創業です。山本社長は、当時、
近くの㈱白竜社さん（偶々今回の「会社訪問！」先）
にお勤めでしたが、故吉川社長のお勧めで結婚さ
れ、会社を引き継いで来られました。吉川氏は、

吉川看板製作所
堺市堺区協和町４－472－３

代表者　山本　晃

堺市内でも有名な文字職人で、味わいある力強い
筆さばきが特徴でした。今も残る古い看板に、氏
の迫力ある楷書文字を見つけることがあります。
　また、当時は、㈱クボタやダイキン工業㈱など
の大きな会社からも、工場内の文字書きのご指名
を多く受けたそうです。
　吉川氏と同様、根っからの職人気質の山本さん。
堺の地でかれこれ数十年、背景には夫人の強いサ
ポート（叱咤激励？）もあり、地道に手固く商売を
続けて来られました。昨年、病気で入院された時、
いっそ廃業も考えたそうですが、これまで仕事一
筋の山本社長。夫人とふたり、手を携えて続けて

いこうと…。夫婦愛で
すね（ボケ防止やん！
と夫人の声）。体調を
考慮して、月曜と火曜
は休肝日と決めたので、
週に二日は憂鬱、とこ
ぼしておられました。
　ＮＨＫの連続テレビ
小説「マッサン」を彷
彿させるお二人との会
話、大変楽しかったで
す。ありがとうござい
ました！
 松林　泰弘
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　堺市の老舗の看板屋の㈱白竜社さんにお伺い
し、社長と長男の国明氏にお話をお聞きしました。
　昭和24年に先代が創業し現在の社長は２代目に
なります。元々、先代が映画館の営業をしていて、
人手が足らない時などに映画館の看板の絵を自分
で描くようになり、それをきっかけに数年後に看
板屋を創業されました。
　現在は従業員３名で、
コインパーキングの仕事
や代理店からの仕事が多
く、阪堺線の掲示板など
も作製しており、長男の
国明氏は学生時代に音楽
に目覚め、中学卒業後にピアノを習い始め、その
後コンピューターにも興味を持ったのを現在の仕
事に生かして、デザイン作成などのパソコンを
使った仕事が主で、次男の篤司さんが取り付けな
どの現場作業をしています。
　会社のモットーは昔から「早く！安く！」です
が、現在はトコトン値段が安くなってしまったの
と、コンピューターの時代で、他との差別化が必
要となり、看板屋としての将来像はどうなってい
くか、これからどうしていくか現在模索中との事
です。
　やり甲斐を聞くと、昔は自分の作品が業界誌に

載ったりして仕事が面白かったし、今は屋外広告
物の申請などが大変だったりしますが、作った看
板を見たときに人々の役に立っているのだと考え
ると大変嬉しく思いますとおっしゃっていました。
　社長から国明氏へ伝えることはとの問いに、昔
と違って今の時代、自分のやり方でしていかなけ
れば生き残れない
ので特別伝えるこ
と は な い と の 事
で、国明氏は、仕
事で自分が関わっ
た人すべてが楽し
く 幸 せ な 気 分 に
なって欲しいと力
強く語ってくれま
した。
 伊藤　陽祐

㈱白竜社

代表取締役　高橋　成光

堺市堺区神保通３－９
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技能士会だより

　幕張メッセにて行われた第28回技能グランプリ
に出場しました。
　２年に１度開催される大会で、前回、上田技能
士会会長が出場した時に私も見学ツアーで会場に
行き、会場の雰囲気や、ある程度の作業の流れは
見ていました。
　今回の技能グランプリには28職種で出場選手数
は合計444名。
　私が参加した種目名は「粘着シート仕上げ広告
美術」で、内容は900㎜×1800㎜のアクリル板に
カッティングシートを使い10時間以内に作品を完
成させます。タイトル文字とサブコピーのみ原寸
原稿の持込が出来ますが、それ以外の図柄原稿は
現地で制作します。
　どの種目もそうですが、やはり本番へ向けての練

第28回技能グランプリ
夏目 健一氏 出場！

習は必須となります。私の場合は練習をする度に時
間が足りなく、デザインを簡素化していきました。
　30分前に完成する予定が、本番では制限時間数
分前に完成。結果は参加者９人中９人目とダメダメ
でしたが、技能検定以上の良い経験が出来ました。
　上田技能士会会長には３日間共付き添って頂き
本当に感謝です。
　そして見学に来て頂いた青年部員＆技能士会員
の皆さん、今村局長有難うございました。
 夏目　健一（㈲一心堂）
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技能士会だより

　こんにちは。阪神彫刻の中元です。
　青年部＆技能士会の視察旅行会で２月21日・22
日、１泊２日で東京へ行って参りました。
　厚生労働省主催の＜第28回技能グランプリ＞と
いう由緒ある大会に、粘着シート仕上げ部門で一
心堂の夏目健一さんがＯＡＣを代表し出場されま
したので、その応援となります。２年前には岡野
工芸社の上田亨二さんが出場され、そのときにも
応援に行った大会です。
　今回の参加者は、伊藤さん、橋本さん、木南さ
ん、柏原さん、今村さん、私中元と、前乗り参加
の上田さんの計７名です。
　21日朝に出発し、昼には東京に到着した一行は、
行列の出来る「美登利寿司」へ。安くて美味い寿
司屋で、ＯＡＣ青年部の東京旅行ではお馴染みの
お店です。
　いつもながらに美味い寿司を平らげご機嫌のは
ずの私でしたが…。
　ここでトラブル発生！！急激にお腹と背中が痛
くなり、お台場観光の予定がタクシーで病院へ運
ばれる事に…。
　実は、尿管結石という尿道に石が出来る病気に

見舞われまして、そこから私の東京旅行は闘病旅
行となってしまいました。正直、どれほどの痛み
かという事だけでレポート３枚ほど書く自信があ
りますが、それはまたの機会にさせて頂きます。
という訳で、ここから２日目の技能グランプリの
レポートに移らせて貰います。
　会場となる幕張メッセに到着した一行は、前乗
り参加の上田さん（前日から夏目さんを付きっき
りで応援していました。）と合流し、いざ会場へ。
　会場では様々な職業の技術が競われており、会
場内には競技中の大工さんの金槌の音が心地よく

青年部＆技能士会応援視察会
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響いていました。
　粘着シート仕上げ部門のコーナーでは、黙々と
シートをカットする夏目さんを見る事が出来まし
た。大きな大会と言う事で、いつもと違うテンパっ
た表情が見られる事を個人的には期待していまし
たが、残念ながらいつもの冷静でマイペースに作
業に打ち込む夏目さんの姿でした。
　今回の粘着シート部門のテーマは「祭」です。
それぞれの作品で祭りの活気や彩などが表現され
ていて、見て楽しめる作品が多かった様に思いま
す。粘着シートの部門では、技術の確かさを競う以
外に、いかにテーマに沿ったデザインか、どれだけ
の工夫がされているか、という事が競技の採点に
大きく影響するのかと思いました。言わば「看板屋
さんの仕事」そのものが競技として成立していると
いう印象です。
　世の中には様々な職業があり、それらの所謂

「匠」が、更に技術を競い、高め合う事で今の技
術があるのだと実感する事が出来、その境地を垣
間見る事が出来る貴重な体験となりました。
　個人的には痛々しい旅行会でしたが、一緒にご
参加頂いた方々有難う御座いました。
　最後になりましたが、競技に出場された夏目さ
ん、本当にお疲れ様でした。
 中元　秀行（㈲阪神彫刻工業所）
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市岡中学校
平成27年２月19日㈭
◦生徒数／12名
◦参　加／夏目名誉会長、上田会長、山本副会長、平城幹事、今村事務局長

中学校で「ものづくり」指導!

ハッピーアースデー  「匠の技！  ものづくり体験教室」

　平成27年３月14日㈯大阪府職業能力開発協会主
催のものづくり体験教室に「コンパクトミラーに
カッティングシート貼り」で協力参加しました。
　あいにく前日からの雨の影響で会場の足元も悪
く長靴での作業。午前中は雨で参加者もまばらで
したが、お昼前には雨も上がり、それからはたく
さんの参加者で盛り上がりました。
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此花中学校
平成27年３月５日㈭
◦生徒数／16名
◦参　加／夏目名誉会長、上田会長、山本副会長、夏目幹事、廣田幹事、今村事務局長

ハッピーアースデー  「匠の技！  ものづくり体験教室」
　カッティングされたシートの細かいカス取りは
難しそうでしたが、重ね貼りで段々仕上がってい
くにつれ笑顔に変わっていきます。
　そんな参加者を見ているととても楽しいです。

〝ありがとう！〟って言われるととても幸せな気
分になります。
　如何でしょうか、一緒に参加されませんか。

会長　上田　亨二
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　春まであと少し、肌寒さが残る平成27年３月８
日㈰ＯＡＣ青年部の26年度を締めくくる行事とし
て奈良・ナパラゴルフクラブにて12名の参加を頂
きゴルフレッスン会を開催いたしました。回を増
すごとに参加者が増えるＯＡＣ青年部ゴルフコン
ペや他団体との交流ゴルフコンペ、はたまた個人
的なゴルフ会を発足されている方もいらっしゃる
など、昨今の青年部員のゴルフ熱は非常に熱く、
今回も参加者皆それぞれ真剣そのもの。
　まずは腹ごしらえし、その後90分レンジ・バン
カー・グリーン練習場でみっちりレッスン。クラ
ブの握り方から教えてもらう方、飛距離アップを
狙う方などなど、それぞれのレベルに合わせ指導
して頂きました。
　そして練習場での指導の効果を試すべく、いざ
９ホールのコースにてラウンドレッスン。
　早速効果が表れご機嫌な方もいれば、アイア
ン１本握りしめてコースを駆けずり回りながらデ
ビューを果たした方、様々でしたが、練習場とは
違いコースでの実践アドバイスは納得・実感する

ことが多く、参加された方はプロ級の腕前になら
れていること間違いなし!?（笑）。よりゴルフの奥深
さを知り大変勉強になるレッスン会となりました。
　今回お世話になりました宮崎プロはじめナパラ
ゴルフクラブの方々有難うございました。
　また末筆になりましたが、本年度も１年間ＯＡ
Ｃ青年部活動への多大なるご協力を賜りました
事、この場をお借り致しまして御礼申し上げます。
今後もＯＡＣ青年部では様々な企画をしてまいり
たいと思いますので、引き続き皆様のご指導・ご
鞭撻を賜りますようお願いいたします。
� 部長　笠谷　周正

OAC青年部だより

ゴルフレッスン会
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　寒さも遠のき春の訪れを告げるウグイスの鳴き
声も聞かれ、すがすがしいゴルフ日和に恵まれて
のコンペ。年齢も重ねた私、本年80歳。健康の為
にスポーツと位置づけてプレー、優勝の栄を賜わ
りました。
　「森さんドラコン取りました」と前田さんより
聞き、胸がおどるうれしい気分になりコンペパー
ティへ。スコア発表、賞金授与、ドラコン賞、ペ
ア賞、馬券当たり、もちろん優勝賞金と最高の喜
びでした。
　勝因はフェアウェイウッドの的確な当たり方向
性共80％の出来で、納得した18ホールでした。
　賞金をもらって気分良く写真を撮る時に、少し
おどけた表情をしました。それを堀ノ江さんが見
て、「森さんの祭典の時に使う写真にしましょう」

248回ＯＡＣＧ会コンペ
平成27年３月17日㈫
飛鳥カンツリー倶楽部／12人参加

となごやかなパーティで終わりました。一緒にプ
レーしたパーティの大湾さん、今村さん、信貴さ
んありがとう。OACG会同僚の皆様万歳!!
　この先皆様に迷惑をかける事のないよう二歩前
進一歩下って頑張って行きます。ありがとうござ
いました。 森　嘉幸

優勝　森　　嘉幸
２位　前田　親孝
３位　大湾　政次
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魔女のひとりごと

春が待ち遠しく感じていたのですが、花粉の季節だと
いうことすっかり忘れていました。花粉症で地獄です。
春先は体調が狂いやすいので、お気をつけ下さいね。
国民総ナンバーになって何となく生活も調子が狂いそ
う。

4月～
6月

卯人生を左右する決断が必要。自己中心的
になると後が苦しい。よく考えて最良最

善の方法を選ぶべき。感情に押し流されないこ
とが一番です。
４月…新しいことに挑戦する。短期間から始め

ると次につながる。
５月…我が道を探していますが、まだ遠く試行

錯誤の毎日です。
６月…正直なのはとても良いが、欲を出しすぎ

て失敗する。控えめに。

辰何か悩みごとがあるのではありません
か？言動に影響を与えています。私事で

ないなら公にしなければ解決できません。思い
切ることです。
４月…効率よく仕事ができる。取り扱う種目が

ふえ、知識も必要。
５月…昇給や昇格等があり、今までの成果が正

当に評価されます。
６月…選挙にかかわる。多忙になるがやりがい

もあり頑張る。

巳生き方や考え方が変わる。物事を伝える
という役割を担っている人は、今以上に

その責務を果たす。そうでなかった人も伝える
使命感を持つ。
４月…裏方に徹している人。今回は表にでる機

会がふえます。
５月…約束が多く時間の調整に苦労します。食

事はぬかない。
６月…早起きで生活リズムを変えてみる。運気

が上昇する。

子色々調子が良くない。無理しないのが一
番です。考え過ぎて頭が痛くなる。不眠

にも。パートナーに現れる場合もあり。お互い
に補いあうのが肝心。
４月…完了しない仕事に時間が取られる。結果

は次月に持越します。
５月…多忙さが利益に比例。美味しいものを食

べてストレス発散です
６月…視力が低下する。目はしばしば休ませま

しょう。眼鏡が必要。

丑余り変化なし。現状維持が大事。新しい
提案や仕事に直ぐに飛びつかない。熟考

してからでも遅くない。内蔵疲労で体力低下。
食生活に注意。
４月…公私にわたり外出が増える。新たな取り

引き先の開拓に繋がる。
５月…離れている家族との交流が大事。たまに

は連絡を取りましょう。
６月…知人の絡まないビジネスにチャンス。家

族の意見が大事です。

寅成長過程にいると言えるでしょう。まだ
てこ入れする機会です。最初苦戦します

が時間とともに楽になります。
４月…物事が停滞しています。余分な仕事が多

く時間を浪費している。
５月…伝聞に振り回される。出所を確かめあわ

てず対処すれば結果良。
６月…健康と思っているとつい油断しがち。弱

音がでると体にくる。
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午自発的に行動してこそ望みが叶う。後押
してくれるものが沢山あり心強いはず。

あまり吹聴すると尻すぼみになるので、口は控
える。
４月…安定している。家族や友人の思わぬ本音

が聞ける。
５月…肌のトラブルに悩まされる。自己診断し

ないで病院へ。
６月…集中力に欠ける。落ち着かない。日時の

勘違いに注意。

未毎日が物足りない人は生活に潤いがかけ
ています。文字通りの意味で水分（知識

や技術やその他心の糧）がないようです。補充
すれば解消。
４月…執着心の薄さが仇になってチャンスを逃

しそう。粘って吉。
５月…不用品が今役にたちます。捨てずに活用

して下さい。
６月…言葉に惑わされて真偽の区別がつかなく

なる。自分を見失う。

申名刀を持っているのに使い方がわからな
い状態。ご自身のことです。100％使い切

るのは無理でしょうが、70％位余裕で活躍でき
るはず。
４月…必要支出が増大。回収の見込みはあるが、

すぐには無理。
５月…趣味のコレクションが増えます。貴金属

なら価値があがる。
６月…合併問題が発生。相手方共々全てを曝け

出せるなら考えても。

酉原因と結果とよく言いますが、原因の根
が深く取り除くのが容易でない場合は本

当に困ります。無理に取り除くほうがかえって
悪影響です。
４月…やり始めた仕事が順調に推移していま

す。安心です。
５月…先を急いでは全てなくなる。まだ時期尚

早ですよ。
６月…出る杭は打たれます。目立たぬように行

動しましょう。

戌自分の強さを認識するとき。乱の時代に
本領発揮できる資質がある。今そんな時

代に突入かも知れません。人とのつながりを強
固にする事です。
４月…周囲の騒動のとばっちりを受けるが平常

心で回避できる。
５月…恋人募集中の人。異性と知り合うチャン

スが増える。
６月…友人たちとの交友が深まる。変人奇人の

集まりです。楽しい。

亥定年後の人生設計はできていますか？人
脈に頼るのも良しですが、あまりあてに

はできません。その事も含め孤立しないよう今
から準備が必要。
４月…変化なく平穏です。外出するときは足元

に注意です。
５月…不満がたまり解消できない。その反動で

度々小旅行にでかける。
６月…ショッピングにはまってしまい大きな散

財をしてしまう。
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堺市路上違反
簡易広告物除去活動

　平成27年１月24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。

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３月12日㈭午後
５時より上本町周辺で「か
たづけ・たい」活動を行い
ました。

支部長　笠谷　周正

OAC 第44回通常総会・懇親会のご案内

日　　時：平成27年5月26日㈫
　　　　　　　総　会　　午後４時30分～（４時より受付）
　　　　　　　懇親会　　午後６時～（５時30分より受付）
会　　場：ホテル大阪ベイタワー
懇親会費：お一人様は無料（お二人目より5,000円）

　来る５月26日㈫に第44回通常総会を開催いたします。
　総会では組合の活動状況をお知り頂く機会として、ま
た、総会後の懇親会ではお招きしております業界関係者
や日頃疎遠気味な組合員・賛助会員の方々との親睦・交
流の場としてご活用頂きたく、ご多忙の折とは存じます
が、是非とも出席下さいますようご案内申し上げます。
　なお、開催案内は５月中旬頃に郵送にてお手元にお
届けさせて頂きますので、今しばらくお待ち下さい。

昨
年
の
総
会
の
様
子
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第523回理事会報告
日　　時　平成27年１月21日㈬　午後３時50分
場　　所　ホテルニューオータニ大阪
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・秋村・
松原・大亦・山田・山元・夏目・木南・
橋本理事

出　　席　夏目相談役
書面出席 栩野・可児理事
審議事項
　⑴講演会について
　　議長は、橋本理事に木下晴弘氏講演会の案内

チラシについて説明させ、具体的な講演内容、
最寄り駅、電話番号、対象者等を記載し、出来
上がり次第案内することを議場に諮ったとこ
ろ満場異議なく承認可決された。

　⑵次年度事業活動について
　　議長は、森川副理事長に次年度事業活動につ

いて説明させ、２年計画事業の内、持ち越しと
なっている事業（他団体との交流、外部への発
信、行政関係の情報提供、パソコン勉強会）及
び機関誌発行、旅行会等の恒常的な事業につ
いて順次検討していくこととした。

第524回理事会報告
日　　時　平成27年２月12日㈭　午後６時10分
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、笠

谷・金井・松林・柏原・松原・山田・
山元・可児・橋本理事

出　　席　上田技能士会長
書面出席 森川・堀ノ江副理事長、秋村・大亦・

夏目理事
審議事項
　⑴第３四半期報告について
　　議長は、悦副理事長に第３四半期報告につい

て資料に基づき詳細に説明させ、順調に推移
している旨の報告があり、これを議場に諮っ
たところ満場異議なく承認可決された。

　⑵次年度事業活動について
　　議長は、理事長として次年度事業活動につい

て説明し、２年計画事業の内、他団体との交流
を組織委員会（２月頃）、外部への発信を事業・
労務行政委員会（11月頃）、行政関係の情報提
供を広報・文化委員会（随時）が担当とするこ
ととし、旅行会（10月頃）、総会、新年交歓会、機
関誌発行、色紙差替え、組織拡充は例年通りの
委員会が担当することが承認可決された。但
し、次年度は創立45周年となるため、正副理事
長と各支部長による特別委員会にて記念事業
について検討した上で進めていくこととした。

　⑶総会会場について
　　議長は、森川副理事長に総会会場について説

明させ、これを議場に諮ったところ、ホテル大
阪ベイタワーにて５月26日㈫に開催すること
が承認可決された。

第525回理事会報告
日　　時　平成27年３月12日㈭　午後６時10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・悦・浦・堀ノ江・

伊藤副理事長、笠谷・金井・松林・栩野・
松原・山田・山岸・橋本理事

出　　席　宮崎参与
書面出席 柏原・秋村・大亦・山元・夏目・木南

理事
審議事項
　⑴次年度事業活動について
　　議長は、森川副理事長に次年度事業について

読み上げさせ、各々委員会を開催して内容に
ついて検討していくこととした。なお、旅行会
は記念事業として開催することとなり、特別
委員会担当者と厚生委員会で進めていくこと
を承認可決した。

　⑵45周年記念事業について
　　議長は、特別委員会での検討内容を森川副理

事長に説明させ、45周年記念事業は下記の４
事業を行うことが承認され、詳細については
検討していくこととした。

　　ゴルフ大会（９月頃）　担当　堀ノ江・悦・金井
　　記念旅行会（10月頃）　担当　堀ノ江・浦
　　記念式典（28年５月）　担当　森川・笠谷・柏原
　　　　　　　　　　 　夏目相談役
　　記念機関誌（28年７月）　担当　伊藤・松林

OAC理事会
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あとがき
　機関誌の準備時期が年度末と重なり、何かと慌
ただしくされている事業所が多かったこともあり
今号の発行が遅くなってしまいました。
　業界全体に動きがあるということで、今後の成
長に期待も膨らみます。
　さて、今年度は組合創立45周年となり、記念事
業を含め、様々な事業が計画されています。
　機関誌は組合の歴史を知る手段の一つになると
思いますので、正確に記録していきたいと考えて
おります。
　今後ともご協力を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
◇代表者の変更
◦北支部　㈲平成美装
　　新　　尾関　宗一郎

◇組合員等の慶弔
〔慶事〕
◦西支部　㈱キヌガワ
　　山元　栄一氏　ご子息ご結婚

〔弔事〕
◦中央支部　マツシマ看板店
　　栩野　幸保氏　ご母堂ご逝去
　　　（Ｈ26年12月27日）

◦北支部　㈲平成美装
　　尾関大治郎氏　ご本人ご逝去
　　　（Ｈ27年2月6日）

◦賛助会員　大生塗装工業㈱
　　大内　晋一氏　ご尊父ご逝去
　　　（Ｈ27年2月16日）

◦北支部　㈱日宣
　　古澤　みちよ氏　ご尊父ご逝去
　　　（Ｈ27年3月30日）

　⑶新規加入者及び脱退者の承認について
　　議長は、栩野理事に新規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138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。

　　【新規加入者】
　　・中央支部
　　　　㈱ナニワ（木下　芳久）３月より
　　　　紹介者　笠谷　周正（㈱桃太郎）
　　・西支部
　　　　㈱本州堂（長澤　恵子）３月より
　　　　紹介者　伊藤　陽祐（第一宣伝㈱）
　　・北支部
　　　　㈱岸本工芸社（岸本　富男）３月より
　　　　紹介者　悦　美子（㈱アドエース）

　　【脱退者】
　　・東支部
　　　　アポロ工芸社（鈴木　文雄）２月28日付
　　　　理由　一身上の都合
　⑷大阪都市景観建築賞協賛金依頼について
　　議長は、理事長として大阪府からの協賛金依

頼の経緯について説明し、他団体への依頼も
あることを踏まえ、協賛金５万円で４団体同
額となるよう協議してもらうことで承認可決
した。


