
　近畿印刷産業機材協同組合（坂本進理
事長）は1月26日、シェラトン都ホテルにおい
て新年互例会を開催し、組合員企業等
およそ60名が参加のもと新年の門出を
共に祝った。また、当日は互礼会に先
立ち恒例の新春講演会も開催。今回
は公益財団法人大阪観光局理事長
の溝畑宏氏を講師に招き、「関西・大阪
を元気に!」を演題に約1時間45分の講
演が行われた。
　新年互礼会では、開宴に先立ち坂本理事
長が挨拶に立ち、「本日の講演でも話があっ
たとおり、大阪には無限の可能性がある。それ
を実現するために頑張っていきたい」と決意の
一端を示した上で、昨年12月に公益財団法
人 日本生産性本部が発表した「2017年度
版労働生産性国際比較」の内容に言及。労
働生産性が低い日本の現状に懸念を示しな
がらも、「政府も中小企業の労働生産性向上
に向けて予算規模を拡大している。平成29年
度のモノづくり補助金は補正予算として1,000
億円を計上している。当協同組合では、経済
産業省関連の補助金支援事業の説明会を
大阪印刷関連団体協議会との共催で来月2
月27日にモリサワの会議室で開催する」と述
べ、多数の参加を呼び掛けた。
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　このあと、柳澤隆司副理
事長による乾杯発声で
祝宴へと移り、最後は
木田庄一郎副理事
長による閉会の辞
でお開きとなった。

ものづくり補助金等支援事業説明会のご案内

日時：平成30年2月27日（火） 14:00~
場所：株式会社モリサワ 本社4階
　　　大阪市浪速区敷津東2-6-25

１月26日、シェラトン都ホテル　組合員らおよそ60名が出席

近畿印刷産業機材協同組合　2018年 新年互礼会

大阪の可能性実現に努力

▲ 坂本理事長◀ 講師の溝畑氏

　政府は昨年12月22日、平成30年度当初予算及び平成29年度
補正予算を閣議決定し、経済産業省関連では「ものづくり補助
金」といわれる「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業」だ
けでも、平成29年度補正予算1,000億円を計上し、中小企業の生
産性向上を後押しいたします。
　つきましては、ものづくり補助金等経済産業省の支援事業を十
分にご理解いただきご活用いただくため、近畿経済産業局の職員

の方にお越しいただき説明会を開催いたします。
　是非この機会にご聴講いただき、政府によるものづくり補助金等
優遇政策を有効活用して事業に反映していただければ幸いです。
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理事会報告理事会報告 正副理事長会議正副理事長会議
日　時：平成29年8月25日 16:30～
場　所：大阪キャッスルホテル
　　　　（大阪市中央区天満橋京町1-1）
出席者：9名

第1号議案
　平成29年度事業一部内容決定の件
第2号議案
　第68期通常総会開催日程の件
第3号議案
　報告事項の件

第1号議案
　平成29年度事業進捗状況の件
第2号議案
　次回理事会開催日決定の件
第3号議案
　第68期通常総会会場決定の件
第4号議案
　賦課金基準設定検討の件
第5号議案
　報告事項の件

日　時：平成29年10月23日 15:00～
場　所：近畿印刷産業機材協同組合事務所
　　　　（大阪市東成区東中本3-2-5）
出席者：7名

日　時：平成29年11月21日 15：00～
場　所：近畿印刷産業機材協同組合事務所
　　　　（大阪市東成区東中本3-2-5）
出席者：4名

第1号議案
　新規加入組合員賦課金検討の件

第1号議案
　平成29年度事業進捗状況の件
第2号議案
　新規加入企業承認の件
第3号議案
　関連団体事業出席者決定の件
第4号議案
　本年度事業検討の件
第5号議案
　賦課金検討の件
第6号議案
　次回理事会開催の件
第7号議案
　報告事項の件

日　時：平成29年12月18日 17：30～
場　所：きんなべ
　　　　（京都市東山区大和大路四条下る3丁目）
出席者：9名

第1号議案
　平成29年度事業進捗状況の件
第2号議案
　監査日程仮決定の件
第3号議案
　次回理事会日程仮決定の件
第4号議案
　次年度事業開催日程調整の件
第5号議案
　報告事項の件

日　時：平成30年1月26日 16：00～
場　所：シェラトン都ホテル大阪 3階 伊勢の間
　　　　（大阪市天王寺区上本町6-1-55）
出席者：10名

カーリース紹介制度のご紹介
当組合では、組合員企業を対象に、トヨ
タレンタリースと連携してカーリースおよ
び付帯サービスを提供しています。ぜひ
ご活用ください。

・トヨタのすべての車両
・トヨタ車以外の車両（軽四輪含む）
・お得なレンタカーカードや便利な給
　油カード
・総務部門の合理化や管理強化に
　繋がるシステム・サービス
・専任スタッフによる各種情報提供や
　コンサルティングサービス

商品・サービス

トヨタ車以外もOK
お得なレンタカーカードも

行 事 予 定
■平成29年度補正予算補助金説明会
　平成30年2月27日（火）14:00~
　モリサワ　本社4階会議室
■KPMAゴルフコンペ
　（KPMA若生会共催）
　平成30年4月28日（土）9:55スタート
　法隆寺カントリー倶楽部
　募集組数：6組

コスト削減に!! レンタカー法人会員カードのご案内
・お得な特別料金！
　車種により23～40％お安い料金体系でご利用頂けます（右記参照）。
・自動振替で、経理事務も簡略化
　レンタカー費用の仮払いなどの事務負担が軽減されます。
・業界NO.1の店舗数！
　全国に約1,200店舗を展開しており、各地の主要な駅や空港をカバー。
・豊富な車種バリエーション
　コンパクトカーからトラック、バスまで様 な々車種を取り扱っております。
・年会費・入会費は無料！
　年会費・入会費はいだだきません。無料でお作り頂けます。

車種 VIZZ Probox   HIACE　

一般料金 8,100円 10,800円 15,660円

会員料金 5,400円 6,588円 9,504円

差額 2,700円 4,212円 6,156円

料金体系）24時間レンタル、消費税・免責補償料込みの料金です。

トヨタレンタリース新大阪
TEL 06-6221-0077　FAX 06-6221-0070
リース部　川端　健
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■ビアパーティ
　平成29年8月25日（金）18：00～
　大阪キャッスルホテル　6階　
　参加者数：78名
■ゴルフコンペ
　平成29年10月18日（水）8：32 INスタート
　飛鳥カンツリー倶楽部
　参加者数：13名
　優勝者：佐土剛氏（㈱コスモテック)
■工場見学会
　平成29年11月1日（水）14：00～17：00
　作道印刷株式会社
　参加者数：33名
■工場見学会後交流会
　平成29年11月1日（水）17：30～
　れん家
　参加者数：26名
■新春講演会
　平成30年1月26日（金）17：15～
　シェラトン都ホテル 3階 葛城の間
　講師：公益財団法人大阪観光局
　　　　理事長　溝畑 宏 氏
　演題：「関西・大阪を元気に!」
　参加者数：45名
■新年互礼会
　平成30年1月26日（金）19：00～
　シェラトン都ホテル 3階 伊勢の間
　参加者数：60名
■大阪商工会議所 機械部会
　平成29年6月20日（火）10：30～12：00
　大阪商工会議所 4階 401会議室
■大阪商工会議所 東支部 運営委員会議
　平成29年6月20日（火）14：30～15：20
　ホテル京阪京橋グランテ　7階
　かがやきの間
■「JP2017ICTと印刷展」団体長会議
　平成29年6月20日（火）15：00～16：00
　太閤園淀川邸1階　蔵の間
■大阪印刷関連団体協議会 臨時団体長
　会議
　平成29年6月20日（火）16：00～
　太閤園　蔵の間
■大阪印刷関連団体協議会 通常総会並
　びに祝賀会
　平成29年6月20日（火）16：30～
　太閤園エメラルドホール・オーキッドテラス

■大阪府中小企業団体中央会 通常総会
　平成29年6月28日（水）15：30～
　マイドームおおさか　3階
■大阪府印刷工業組合 組合員例会&セ
　ミナー／交流会
　平成29年7月19日（水）17：00～21：00
　太閤園 迎賓館3階 ダイヤモンドホール
■平成29年新物故者慰霊祭並びに納骨
　者・業界物故者追悼法要
　平成29年8月19日（土）11：30～
　高野山大霊園
　大阪印刷産業人物故者納骨塔前
　主催：高野山印刷産業人納骨塔奉賛会
　協賛：大阪印刷関連団体協議会
　参加者数：140名
■大阪府中小企業団体中央会 中小企業
　団体大阪大会
　平成29年9月11日（月）14：00～
　マイドームおおさか　3階
■JP2018・ICTと印刷展 前期セミナー
　平成29年9月19日（火）14：00～
　太閤園 迎賓館2階ゴールデンホール
■大阪府ものづくり振興協会 工場見学会
　平成29年10月12日（木）12：40～
　見学先：新明和工業株式会社
　　　　　宝塚分工場 他兵庫県企業
■船場緑友会 講演会・懇親会
　平成29年10月16日（月）15：00～
　スイスホテル南海大阪　8階
■大阪印刷関連団体協議会 団体長会議
　平成29年10月30日（月）17：00～
　太閤園　エメラルドルーム
■大阪印刷関連団体協議会 長寿会
　平成29年11月2日（木）11：30～
　太閤園 オーキッドテラス
■大阪府ものづくり振興協会 機械金属
　部会団体事務局会議
　平成29年11月16日（木）15:30～
　大阪府鍍金工業組合 3階小会議室
■労働保険事務組合表彰式
　平成29年11月22日（水）14:00～16:00
　KKRホテル大阪 3階 銀河の間
■日本印刷技術協会JAGAT近畿大会2017
　平成29年11月29日（水）15:00～
　太閤園
■大阪印刷関連団体協議会事務局連絡

　会議
　平成29年12月1日（金）18:00～
　太閤園 蔵の間
■近畿グラフィックコミュニケーションズ工
　業組合 新年互礼会
　平成30年1月9日（火）18:00～
　シティプラザ大阪 3階 コッツウォルズ
■三井住友海上火災保険株式会社 新年
　賀詞交換会
　平成30年1月10日（水）16:00～17:00
　三井住友海上火災保険株式会社
　大阪淀屋橋ビル 13階
■大阪府グラフィックサービス協同組合 
　新年互礼会
　平成30年1月11日（木）18:00～
　ウエスティンホテル大阪 4階 花梨の間
■大阪府印刷工業組合 新春会員交流大会
　主催：大阪府印刷工業組合
　共催：大阪印刷関連団体協議会
　平成30年1月12日（金）18:00～20:00
　太閤園 迎賓館 3階 ダイヤモンドホール
■関西フォーム印刷工業会 新年互礼会
　平成30年1月18日（木）18:00～20:00
　セントレジスホテル大阪 11階
　アスターボールルーム
■船場緑友会、船場商工中金ユース会合
同新年懇親会
　平成30年1月18日（木）17:30～19:30
　ホテル日航大阪 5階 鶴の間
■大阪府ものづくり振興協会 新年交流会
　平成30年1月24日（水）18:00～
　ヴィアーレ大阪
■大阪府ものづくり振興協会機械金属部
　会団体事務局会議
　平成30年2月6日（火）13：30～
　大阪府鍍金工業組合 3階小会議室
■大阪府ものづくり振興協会機械金属部
　会講習会
　平成30年2月6日（火）15：00～
　大阪府鍍金工業組合 3階研修室
■大阪印刷関連団体協議会団体長会議
　平成30年2月6日（火）17：00～
　太閤園
■大阪府ものづくり振興協会事務局長会議
　平成30年2月8日（木）15：30～
　谷町センタービル 1階会議室

報 告 事 項
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近畿印刷産業機材協同組合 〒537-0021 大阪市東成区東中本3-2-5 電話06-6981-2931 FAX06-6972-8463発行

　高野山印刷産業人納骨塔奉讃会（作
道孝行会長）主催（協賛：大阪印刷関連団
体協議会）による恒例の「新物故者慰霊
祭並びに納骨者・業界物故者追悼法要」
が8月19日、高野山大霊園 大阪印刷産業
人物故者納骨塔前において厳修された。
関連団体代表者をはじめ、遺族、一般参拝
者など、およそ140名が参拝に訪れ、納骨塔
内で安らかに鎮まる故人の冥福を祈るとと
もに、遺族の安泰と印刷・関連業界の加護
を祈願した。
　午前11時30分より蓮華院の東山泰清大
僧正を導師として高僧4名を迎えて前讃、
散華と法要は進められ、続いて作道会長
が新物故者慰霊並びに納骨者追悼の辞
を読み上げた。
　また作道会長は、「納骨塔は建立されて
44年。昨年は皆様の浄財で排水処理を含
めた補修工事を行ったが、今後も細かな修
理はもとより、全体の大修理もいずれ必要に
なる」とし、浄財としてより一層のお供え、寄
付への協力を呼びかけた。
　本年度慰霊祭の新物故者は、関連業界
から9名で、90歳代の方が4名、80歳代の
方が3名、70歳代の方が2名おられ、ご長寿
での活躍が偲ばれる。

　近畿印刷産業機材協同組合（坂本進
理事長）は8月25日、大阪・中央区の大阪
キャッスルホテルにおいて恒例の交流ビア
パーティを開催。組合員及び組合員企業
の従業員らおよそ80名が出席し、親睦を深
めた。
　午後6時、坂本理事長が声高らかに乾
杯を発声。会場では、夏の夕暮れに映える
大川の川面を眺めながら、ビール片手に組

合員企業の従業員同士が歓談する場面も
見られ、和やかなムードのもと、参加者は暑
い夏の夜のひとときを楽しんだ。

　組合員交流の場として恒例となった「ゴ
ルフコンペ」が10月18日、奈良の飛鳥カンツ
リー倶楽部において開催され、13名が参加
した。
　競技方法はダブルペリア。優勝は、㈱コ
スモテックの佐土剛氏（OUT57、IN48、
GROSS105、HDCP33.2、NET71.8）で、ベ
ストGROSSには、エステック㈱の菅幸男氏
が輝いた。

　大阪印刷関連団体協議会（作道孝行
会長）の秋季恒例行事「長寿会」が11月2
日、都島区の太閤園で開催された。
　第50回を迎えた今回は、近年の会場と
なっている大阪天満宮に隣接する懇親会
会場の相生楼が改築工事を施しているた
め太閤園に変更され、2階「オーキッドテラ
ス」において長寿を祈願する神事が執り行
われた後、記念撮影、懇親会と続いた。

　開宴に先立ち作道会長は、半世紀を迎
えた会の重みと、近年の厳しい業界、経営
環境を説明した上で「激変する環境変化
への対応を強いられているが、一方では企
業の理念や創業時から培ったことなど、
守っていくべきこともある。本日は経験豊か
な諸先輩方とお話しできることを大変嬉しく
思う。今後の方向性を考える上の糧とした
い。これからもご健康でご活躍されますよう
に」と、改めて感謝の意を述べた。
　このあと、参加者を代表して秋丸豊氏
（新星印刷）から御礼の言葉が述べられ開
宴。宴半ばでは、関西を中心に海外の舞台
でも活躍する津軽三味線内田流師範の大
黒恵子氏による秋田大黒舞、代表的な民
謡メドレーに続いて「津軽じょんがら節」など
が披露され、和やかな雰囲気に包まれた会
場で参加者は歓談のひと時を過ごした。

　大阪府印刷工業組合（作道孝行理事
長）は1月12日、太閤園において平成30年
新春会員交流大会（協賛：大阪印刷関連
団体協議会）を開催し、520名が参加した。
　年頭挨拶に立った作道理事長は、「世
の中の変化に合わせて、自らも変化していく
必要がある。また単に変化するのではなく、
求められる変化をしていかなければならな
い。そのために必要となってくるのがアライ
アンスだ」と述べ、そのための積極的な組
合の活用を求めた。
　会場では、まぐろ解体ショーや和楽器演
奏などのアトラクションも行われ、随所で歓
談風景が繰り広げられた。

高野山印刷産業人納骨塔奉讃会
慰霊祭・追悼法要を厳修

恒例のゴルフコンペ

優勝は佐土剛氏（コスモテック）

▲優勝の佐土氏（左）

川面を眺めながらのビアパーティ

80名が親睦深める
古希以上の長寿を祝う

大阪天満宮で「長寿会」

大印工組（協賛：大阪印関連）

新春会員交流大会に520名


