巻 頭 言

若い世代
副理事長

浦

正文

梅雨も明け、またまた暑く長い夏がやってきま

一級建築士による話となっており、看板屋さんの

した。組合員の皆様、ご家族、従業員の皆様には

ためになる内容です。この勉強会は奥が深いので

ご健勝のことと存じます。

２回、３回と開きたいと考えておりますので、是

平素は組合活動にご協力頂き誠にありがとうご

非ともご参加して頂きたいと願っております。

ざいます。

今年度は他にも仕事力につながる企画を考えて

現在、イラク情勢の悪化により、石油・ガソリ

おります。

ン等も高騰しつづけています。看板屋さんが使う

さて、我々の業界でも二世代・三世代の後継者

アクリル板・塩化ビニール製品等も徐々に値上が

が増えており、OACも若い役員がかなり増えて

りが始まっている気配です。消費税も８％になり、

きています。

仕事の依頼の見積り価格の設定も大変悩む事が増
えて来たように思います。

青年部をはじめ技能士会の皆さんが勉強会や講
習会、見学会等多くの情報収集の機会を次々と提

第43回通常総会が終了し、新役員で２年間のス
タートとなりました。今年度の方針は「仕事力を

案・企画し、積極的に行動されている事に感謝い
たします。

深める」ということで、まずは屋外広告物の条例

皆さん元気に、ほどほどに仕事をして下さい。

等の勉強会を開催いたします。この勉強会は、屋

又、暑い折なので、熱中症にはくれぐれも気をつ

外広告物に関する条例がかなり厳しくなって来た

けて頑張って行きましょう！

昨今のことをふまえ、看板設置に詳しい専門家の
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第43回 通常組合員総会開く！
松本優理事長を再任

大阪広告美術協同組合の第43回通常組合員総会

続いて岡野相談役

は５月27日㈫午後４時からホテルモントレグラス

を議長に選出し議事

ミア大阪（23階）に於いて組合員112名（委任状

に入った。平成25年

を含む）が出席し盛大に開催されました。

度の事業報告の承認

夏目（私）が司会を担当、出席状況を説明し、

を悦副理事長が、平

本総会は有効に成立している旨宣言、議事に先立

成25年度決算報告並

ち組合関係物故者のご冥福を祈り黙祷を捧げたの

びに剰余金処分案の

ち、松本理事長が挨拶にたち、日頃のご支援に感

承認を森川副理事長

謝、特に〝変革を楽しむ〟に於いて各支部が素晴

が説明、監査報告の

らしい企画力を発揮して頂き有意義な１年であっ

のち原案どおり可決

たと感謝の言葉が述べられた。

承認された。
次いで平成26年度
事業計画の設定を悦副理事長が、平成26年度予算
の決定、平成26年度借入金残高の最高限度額の決
定を森川副理事長がそれぞれ説明、いずれも原案
どおり可決承認された。
続いて任期満了に伴う役員改選は指名推選制に
より、選考委員が議長に報告議場に諮かり新役員
を選出承認された。
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引き続いて別室に於いて臨時理事会を開き松本

新役員を紹介したあと、思いもよらないハプニ

理事長の再任を決めたのち、松本理事長より再任

ング！役員を退任した私を壇上に呼び、花束を手

の挨拶と今後の決意が述べられ、夏目の閉会の辞

渡され今後も相談役として組合のために力になっ

により滞りなく総会を終了した。

てほしいと言われた。私としては身に余る光栄で

その後出席者全員、記念撮影のあと、会場をウ
インダミアホールに移し第２部懇親会に入った。

あり、松本理事長はじめ執行部の皆さんの暖かい
配慮に感激した次第であります。

懇親会入口のホールには組合員、賛助会員５社

多くの御来賓、賛助会員を代表し、大阪府より

による展示コーナーが設けられ商談が進められて

商工労働部雇用推進室人材育成課、中岡課長、顧

いました。出展された各社にはご協力感謝申し上

問の釜中大阪府議会議員、木下吉信大阪市会議員

げます。

からそれぞれ心ある祝辞が述べられました。

栩野厚生担当委員長の司会で幕を開け、浦副理

そして友好団体、関西ネオン工業協同組合の梅

事長をソングリーダーにOACの歌を斉唱、再任

原理事長による乾杯で一気に宴席モードと化し、

された松本理事長が壇上に立ち、今期２年間『仕

総勢80余名の方々が和やかなムードのなか交流を

事力を深める』を活動方針とし様々な事業を展開

深め、森川副理事長の閉宴のことばがあり、名残

し、組合員皆様のため全力を注ぐとの力強い挨拶

り惜しむなか盛会裡に幕を閉じました。

がありました。
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泰弘
北

柏原

将吾

新 副 理事長挨拶
をして大変勉強をさせていただきました。参加
して分かった事は、OACは凄く楽しい組合で

広報文化担当副理事長

伊藤

陽祐

す。そして何より皆さんの人間性が素晴らしい

（第一宣伝㈱）

です。
広報文化委員会の担当副理事長になりまし
たので、機関誌やホームページでの情報提供

５月の総会で副理事長になりましたが、ま
さか若輩者の私が副理事長になるとは夢にも

はもちろん、対外的にもOACの良さをもっとア
ピールしていきたいです。

思っていませんでした。

松本理事長の思いや考えを実現するために

しかし、祖父も副理事長をしていたという事
で、同じ道を歩んでいるのを幸せに感じ、これ

副理事長の中でも私が一番若いので、一番動
いて働いて松本理事長を支えたいです。

も運命かなと思っております。

そして私も所属していて、素晴らしい部長が

正式に決まってからは、歴史ある組合で責

いる青年部とも思いを共有し、私がその懸け橋

任の重大さで体重は減っていませんが、ひし

を担い一緒にOACを盛り上げていきたいです。

ひしとプレッシャーを感じています。

これからも未来に向かって皆さんと一緒に充

こういう経験も中々出来ないので、これを

実した楽しい組合にしていきましょう。

チャンスと捉え、ただ単に淡々と副理事長の仕
事をこなすだけでなく、頭を使っていろいろ考

元ラガーマンとしましては、
〝oneforall、all
forone〟の精神で頑張ります。

え、そしてその経験が自分の人生の財産にな
るよう努めたいと思います。

西支部の支部長もしており、また青年部にも
所属していますので、いろいろな場所で皆さん

OACに参加してから、西支部の支部長や理
事、その中での厚生委員や広報文化委員など

にお世話になると思いますが、これからもご指
導ご鞭撻の程をよろしくお願い致します。

新理事挨拶
「自分もやらなアカン！」という気にさせられます。

金井

和人

やる事もまだよくわかりませんが、ひとつひ
とつ色々な事を学ばせていただき、自分もスキ

（三晃プラスチック工業㈱）

ルアップ出来るように努めて参りたいと思って
います。
なかなか元気のでない日本経済ではあります
この度、理事役員をさせていただく事になりま

が、
少しでも組合員の皆様に『やる気』と『元気』

した金井です。何ぶん初めてのことばかりで不

を届けられるようにがんばらせていただきますの

安もたくさんありますが、松本理事長をはじめ役

で、どうか今後とも皆様より一層のご指導、ご

員の皆さんの『やる気』と『元気』を見ていると、

鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
この度、理事となりました夏目です。

夏目

健一

（㈲一心堂）

各組織についてもあまり把握出来ておりませ
んので、まずは一歩ずつ進んでいきたいと思い
ます。
若輩者ですが今後とも宜しくお願いいたします。
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OAC青年部だより

第8回 青年部総会開催
４月18日㈮午後６時より第８回青年部通常
総会を心斎橋にあります「水魚之喜」にて17
名参加の中開催致しました。
進行も滞り無く進み、総会の全ての議案が
可決承認されました。いつも総会をして感じ
るのですが、普通に仕事をしていると総会自

そして、総会の後は懇親会です。来賓で来

体に参加する機会が無い中で、若い時からこ

て頂いた松本理事長の挨拶の後、大阪屋外広

のような総会を経験出来る事はすばらしいと

告美術協同組合青年部の石川部長の乾杯の発

思います。（ここで少し青年部のアピールを

声で楽しい宴が始まりました。
今年は笠谷部長の意向で何かみんなで楽し

してみました（笑）青年部は部員募集中で

めるゲームをして欲しいと頼まれたので、自

す！）

称青年部宴会部長の私が、笠
谷部長に様々な物の違いを目
隠ししながら当ててもらう
「一流部長笠谷の挑戦」と言
うゲームを考案し、みんなで
盛り上がる事が出来ました。
最後は青年部恒例の大阪締め
で宴は閉会しました。
ご参加いただきました、松
本理事長及び森川副理事長、
夏目相談役に感謝いたしま
す。本当に有難うございまし
た。 副部長

北川

福太郎

平成26年５月14日㈬
レイクフォレスト

合同コンペ開催
５月14日第１回OAC・大広協青年部合同
ゴルフコンペを京都府のレイクフォレストに

第１回の優勝者は、OAC青年部を代表す
ピン

る看板屋、一工芸の木南氏になりました。
個人的には、OACの中元氏の成長ぶりに

て開催し、総勢23人（OAC12人大広協11人）

は驚きを隠せませんでした。

が参加いたしました。

このまま、第２回、第３回と続けて恒例と

天気も快晴で、まさしくゴルフ日和でした。
スタート時間も10：00とゆっくり出発できま

していきたいものです。

した。和気藹々と楽しみながら時間が過ぎて



いきました。
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幹事

秋村

敬三

サインエキスポ視察会開催
平成26年6月13日㈮、サインエキスポ視察
会を開催いたしました。
また同日19：00より近広青連主催の納涼懇
親会に松本理事長のご臨席を賜りOAC青年
部も参加いたしました。
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支部だより

中央支部

汗ばむほど陽気に恵まれた平成26年４月10日、京
都・高台寺のたもと京料理・萬治郎にて支部員12名、
松本理事長、悦副理事長、今村事務局長のご臨席
を賜り中央支部総会を開催いたしました。
桜が見ごろという事もあり、豊臣秀吉の正室、北
政所（ねね）の寺「高台寺」にて日常の喧騒とか
け離れた空間で歴史に思いを馳せ、普段よりもゆっ

いうお座敷遊びに興じたり。舞妓さんは見た目の可

たりと流れるような総会前の小一時間ほどを過ごし

愛らしさだけにとどまらずに、伝統芸能を引き継ぐ

た後、会場へと場所を移し、三好氏を議長に全て

精神が素晴らしく、また地方さんの細やかな気配り

の議案が慎重審議、可決され総会は滞りなく進行

に非常に感銘を受け、皆さんそれぞれに貴重な体

致しました。また役員改選につきましては、引き続

験を時間目一杯満喫されておられました。

き私、笠谷が支部長の再任を拝命し、副支部長を

幻のような時間は束の間、京都東山の夜に響き渡

栩野氏、秋村氏、幹事も引き続き留任という布陣で

るような勢いの中央支部恒例、大阪〆めにて名残惜

承認頂きました事をご報告致します。

しくも賑やかにお開きとなりました。

さて、今回少し足を伸ばし京都にて総会を開催

おかげさまで大変ご好評を頂き、今までに無い

いたしましたのも、
「一見さんお断り」と謎のベー

ほどの盛り上がりとデレデレ具合を見せたこの模様

ルに包まれた「お座敷遊び」という経験を皆さんと

を下記URL・QRコードで一部公開いたしますので、

共有したいと企画したのですが、想像以上の反響

宜しければぜひご覧ください。

と盛り上がりを見せ大成功。ご出席頂きました皆さ

末筆ながら、今後ともOAC中央支部へのご協力

んのワクワク感、期待感が総会中もひしひしと伝わ

ご指導ご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願い致

る程だったのですが、舞妓さん、地方（ぢかた）さ

します。

んの登場に会場のテンションは一気にボルテージへ
と高まり、ご挨拶等々も気がそぞろという雰囲気の
http://bit.ly/1qDwJu0

中、懇親会が幕を開けました。
京舞を鑑賞したり、記念撮影したり、財布に入れ
ておくと『お金が舞い込む』という舞妓さんの千社
札を頂いたり、金毘羅船船（こんぴらふねふね）と
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支部長

笠谷

周正

東支部

支部だより

OAC東支部事件発生!?
４月23日支部総会を久々に天王殿にて行いました。
総会は午後７時、懇親会は７時30分からの予定
でしたが、予定時刻になっても出席者は３社で書
面出席５社の計８社。総会を成立させるにはあと
２社の参加が必要です。ヤキモキしつつ、７時30
分になっても誰も姿を現さず、来賓の松本理事長、

もせず、中締めが10時をまわる長時間の支部総会

夏目副理事長、悦副理事長、今村事務局長の４名

となりました。

にはずっと待たせてしまうし、来賓の方が人数が

恒例のおもてなしは、今回初めての『箱の中身

多いという総会なんて見た事もやった事も無く、

はなんだろな？』というゲームで、中身を当てた人

また、早くから準備をして下さっている天王殿の

は、箱の中身をお持ち帰り出来るというおまけ付き

仲居さんも行ったり来たり。まもなく８時になろ

で全員商品をゲットしました。

うかという時にやっとあと４社の人が集まり、な

役員改選で新支部長は三晃プラスチック工業㈱の

んとか総会スタート。訳がわからないうちに無事、

金井和人さんに決定し、東支部にも若い風がそよぎ

総会をダッシュで終わらせ、１時間遅れの懇親会

はじめています。

が始まりました。天王殿の人たちは、一切嫌な顔



支部長挨拶

会計 松原 久美子

部創りを目指していきたいと思っております。
支部長

金井

現在の景気を見てみても、よくなったとは中々

和人

言えない状況であります。今期の組合のテーマ

この度、東支部支部長を仰せ

が『仕事力を深める』ということで、支部員が

つかりました三晃プラスチック工

交流を深め、各事業所が少しでも発展に繋がる

業株式会社の金井です。

ような支部活動になるように努めてまいりたいと

私は、組合での活動や経験が浅いのですが、

考えております。何卒、支部員の皆様のご協力、

先般の支部総会においていきなり支部長という大

そしてご参加を切にお願いいたしましてご挨拶と

役を仰せつかる事になって少し戸惑っております。

させていただきます。

しかし、
受けさせていただいたからには精一杯、
支部員の皆様が参加したくなるような魅力ある支

どうか今後とも皆様より一層のご指導、ご鞭撻
を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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支部だより

西支部

平成26年４月22日㈫ザ・リッツカールトン大阪
にて西支部総会を開催いたしました。
第１部の総会では伊藤支部長の挨拶から始ま
り、信貴相談役の議長の下、第１号議案から第５

支 部 長
副支部長

号議案まで全て可決承認されました。
今年は役員改選で、支部長には伊藤支部長が再

幹

事

任、私も今年度より副支部長となりました。戸惑
いも多少ありますが、伊藤支部長、山岸副支部長、
役員の方々と共により良い支部活動ができればと
思っておりますので、今後とも宜しくお願い致し
ます。
第２部懇親会はご来賓の方々を迎
え、ザ・リッツカールトンらしい料
理にそれぞれ和やかに歓談、山岸副
支部長によるOACウルトラクイズ
で盛り上がるなど楽しいひと時を過
ごすことができました。
ご参加頂きました皆様、本当にあ
りがとうございました。


副支部長

夏目

健一
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会計幹事
会計監査
相 談 役

伊藤
山岸
夏目
山元
細井
山田
松岡
中元
安岡
小西
信貴
夏目

役員構成

陽祐（第一宣伝㈱）
友彦（㈱ミリオン）
健一（㈲一心堂）
栄一（㈱キヌガワ）
洋久（㈱ブンショードー）
健二（山田ランマ木彫看板店）
裕二（松岡広告㈱）
秀行（㈲阪神彫刻工業所）
昌雄（ヤスオカ㈱）
恭正（コニシ工芸）
優（㈱シギスタディオ）
敏昭（㈲一心堂）

支部だより

南支部

平成26年４月12日㈯ホテルアゴーラリージェン

支 部 長
副支部長

シー堺26階サファイアの間において南支部総会を開
催いたしました。消費税アップに伴う駆け込み需要
や、ＸＰのサポート終了に伴うパソコンの入替等、

幹

皆様も何かとお忙しい新年度突入だったことだと思
います。

事

会計幹事

そんな中、支部員36社中出席12社、委任状出席

会計監査

16社で成立の上、総会は行われました。浦幹事の

相 談 役

司会、下垣内相談役の議長の下、粛々と議事は進
行し、事業報告、会計報告、事業計画、予算案と

役員構成

松林 泰弘（㈱堺博光社）
木南 憲二（一工芸）
松本
優（㈱フジネオン）
浦
正文（サインアート）
樫山 宗嗣（㈱カシヤマ）
石井 大介（イシイ工芸）
田崎 保洋（田崎看板工芸社）
松本 正敏（山中田テント製作所）
下垣内信夫（日立広告）
高橋 成光（㈱白竜社）
ピ ン

全て満場一致で承認頂きました。
特に今年は役員改選の年に当たり、厳正な談議
の結果、以下の方々を役員とし、これから２年間南
支部を運営していくことになりました。
ホテルの26階からの綺麗な夜景をバックに始まっ
た２部懇親会は、松本理事長、夏目副理事長、今
村事務局長をお迎えし、石井幹事の司会の下、私
の拙い挨拶、松本理事長の元気な挨拶、ＯＡＣの宝、

て頂ける行事を企画していきたいと思っています。

夏目副理事長の乾杯の御発声で楽しい宴会が始ま

南支部の活動に対するご意見、ご希望、ご不満な

りました。

ど有りましたら、役員誰でも構いませんのでお気軽

今年は参加者が総勢20名と少し寂しい人数でし

にお話しいただけたら大変ありがたいと思います。

た。本部の総会もそうですが、皆様の大切な会費

これからも力を合わせて頑張っていきますので、２

をお預かりして運営しているＯＡＣの活動です。少

年間よろしくお願いします。

しでも沢山の方に楽しんで頂いたり、有意義と思っ
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支部長 松林 泰弘

支部だより

北支部

平成26年４月19日がんこ十三本店にて北支部総
会を開催いたしました。
北支部会員24社中７社（９名）出席、委任状出
席８社で総会は成立し、全ての議案が原案とおり
可決承認されました。
本年は役員改選の年度にあたり、私、柏原が北
支部長再任となり、副支部長に山崎氏、大湾氏、
会計に橋本氏、監査に可児氏、幹事に平城氏、相

しく御願い致します。

談役に岡野氏が就任いたしました。

総会懇親会に出席いただきました松本理事長、

ＯＡＣ今年度のテーマである「仕事力を深める」

今村局長、そして支部の皆様ありがとうございま

を活動方針とし北支部から元気を発信出来る様有

した。

意義な事業を計画していきます。皆様の参加よろ



支部長

柏原

堺市路上違反簡易広告物除去活動
平成26年４月12日㈯午前10時よりJR鳳駅周辺にて貼
り紙等の除去を行いました。
南支部長

松林

泰弘

大阪市「かたづけ・たい」活動に参加!!
平成26年６月12日㈭午後４時30分よりJR鶴橋駅周辺
で「かたづけ・たい」活動を行いました。
東支部長
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金井

和人

将吾

技能士会だより

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

第37回 技能士会総会開催

５月22日㈬日本が誇る最先端技術で建築された

務めさせていただくこととなり、新体制は山本副

今話題の「あべのハルカス」
、その14階にある老

会長、木南会計、夏目幹事、廣田幹事、平城幹事、

舗料亭『花外楼』ハルカス店に於いて第37回通常

尾関監事、夏目名誉会長となりました。

総会を開催いたしました。

花外楼本店は天保元年創業。明治８年、日本の

第１部総会は夏目会長の挨拶に始まり、来賓挨

立憲体制の礎となる大阪会議の舞台となった料亭

拶では森川副理事長が松本理事長からのお手紙を

で名付け親は木戸孝允。大阪会議の成功を祝って

代読され、昨年の技能検定合格者へ合格証書の伝

「花外楼」と命名。そんな古き良き伝統と絆、匠

達式が行われました。

の技、四季を彩る料理に皆酔いしれ第２部懇親会

その後、夏目名誉会長を議長に選出、全ての議
案が可決され、総会は滞り無く円滑に進行し無事

は楽しい時間となりました。懇親会後は60階の展
望台に昇り、地上300mからの夜景を楽しみました。

終了いたしました。

OAC技能士会には国家検定「技能検定試験」に

今年度は役員改選にあたり、私、上田が会長を

合格し、技能士となり初めて入会ができます。今
年度組合活動方針である
『仕事力を深める』に皆
様「技能検定試験」
にチャ
レンジされてみてはいか
がでしょう。ご検討お願
いいたします。
最後になりましたが、
役員と共に技能士会を盛
り上げていこうと思って
おりますのでご協力、ご
指 導ご 鞭 撻 を 賜ります
よう宜しくお願い致しま
す。
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会長 上田 亨二

㈲浅井看板店
大阪市此花区西九条２－７－19
代表取締役浅井

事業所訪問編

昭三

大阪市此花区にある㈲浅井看板店に訪問さ
せていただき、浅井社長にお話をお伺いしま
した。
㈱ミリオンで14年間修業し、平成４年７月
21日に個人で創業、そして平成11年11月３日
に法人化しました。現在、従業員は５名です。
仕事の内容は何でも扱っているが、特にア
クリルが得意で、最近は作る看板が昔に比べ
て大きいのが多いとの事です。看板が大型化
しているのでしょうか。
過去の仕事の失敗談をお聞きすると、この
仕事は決して失敗はしてはいけない。失敗に
見えても上手くすり抜けてきました。その中
での思い出の仕事は、百貨店の展示会の現場
に行ったら、あるはずのブースが全く無く、
その日の昼までに完成させないといけないの
に、大変困ったが何とか段取りをつけて間に
合わせた事です。
お店などの新規オープンに間に合う１日前か２

ら言われ続けていた、どんな仕事も断らないという

日前にちゃんと看板を設置できた時は凄く達成感

事です。断ったらそれで終わりで、もう後が無い

があります。

ぐらいに思っています。ですので、看板の仕事な

工務店等からの仕事が多く、直接お客さんと接

ら何でもしますと最後に力強く語ってくれました。

する機会が無いですが、お客さんが喜んでくれて
いたら大変嬉しいです。

この会社訪問をきっかけに西支部の総会にも出
席していただけました。ありがとうございました。

会社の理念は、㈱ミリオンで修業していた時か
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伊藤

陽祐

㈲秋村泰平堂

大阪市中央区上汐１－１－11
代表取締役

秋村

敬三

一目で分かる時代劇的な外観に負けない店内で
のインタビューとなりました。
筆者的には、江戸時代にさかのぼった気分で、
妙に雰囲気のあるカウンター越しにお話をさせて
いただきましたが、ざくっと見渡すだけでも何十
種類あるのかしらといろいろな形、大きさ、まん
丸や、長細、四角の提灯もあったりで、あまりじ
ろじろ提灯ばかり観ているのも失礼かしらと思い

エピソードを聞かずじ

つつ、会社の歴史や、この仕事を継ぐきっかけや、

ま い で、 そ れ で も 非 常
に満足させていただき
ました。
そ れ は、 あ ま り に も
見 事 な 提 灯 た ち が、 私
の心の中にいっぱい語
りかけてくれたからだ
と気づきました。皆さん、ぜひ秋村さんちの提灯
たちに会ってみて下さい。折りたたみの出来る昔
ながらの看板にぜひ出会って下さい。たまにシー
ト文字を貼る提灯もあるみたいですが、ほとんど

社長と従業員の山崎さん

手書きで、塗りなおしのない達筆で書かれた文字
が語りかけてくれる世界に
酔わせていただきました。


松原

久美子

〈追記〉
大正10年創業で現在
の社長は４代目です。
春日大社、𠮷野神宮、
東大寺等のお仕事もさ
れていますので、参ら
れた時には提灯をご覧
になって下さい。
又、現在開催中のアー
トアクアリウムでも
使ってもらっているそ
うです。
｜ 15 ｜

㈲塗夢創屋

大阪市中央区谷町６－２－２
代表取締役

松原 久美子

今回の会社訪問は、大阪の中央区にある塗夢創
屋さんにお邪魔いたしました。創業は平成４年７月。
今年で22年目。社員は13名の会社です。
事業内容を聞くと、
〝それを聞かれたら困る〟っ
て笑いながら話す松原社長。何屋さんかわからな
い看板屋が塗夢創屋だそうです。
生野区に工場があり、
そこでは看板を作っており、

は実にいい! ! 〟と感じているそうです。

中央区は出力専門だそうです。たまにＵＳＪの陳列
の棚なども作られているそうです。

先日も青年部主催のブランディング研修会に参
加され、ブランドについて考え、看板屋と言ったら

今まで仕事をしていて自慢の１つは、お客さんか

「塗夢創屋」と言われるように頑張ろうと明確なビ

らよくお土産をいただける事。それは、お客さんか

ジョンが見えましたと組合（特に青年部）に感謝さ

ら可愛がられている証。その期待に応えようと思い、

れておりました。

仕事を続けられているそうです。

更に松原社長は熱い夢を持っておられ、それは、

組合に入られて長い松原社長は、
〝最近のＯＡＣ

〝私は桜が好きやねん！だから九州から桜を２か月
間かけて追いかけていきたいねん〟その夢を叶える
ためには、２か月間社長がいなくても大丈夫な会社
の体制作りをしないといけない！と認識しており、
社長がいなくても回っていく体制を目指しているそ
うです。
最後に組合に一言を尋ねたところ、若い人たち
の青年部ができてＯＡＣが活気づいた。自分も入り
たいと思う。しかし、年齢の制限があるので入れま
せんが、裏返すと、もっとシニアが頑張って盛り上
がってＯＡＣを活気ある組合にしていかなあかんな
あとお話しされておりました。
常に笑顔の絶えない松原社長がこの会社の原動
力になっていると感じた会社訪問でした。


｜ 16 ｜

秋村 敬三

243回OACG会コンペ
平成26年４月２日㈬
太平洋クラブ六甲コース／18人参加
４ 月 ２ 日 ㈬ 太 平 洋 ク ラ ブ 六 甲 コ ー ス のINス
タート。この日は天気も良く、最高のゴルフ日和。
今回は第15回ＡＳＧ会（大広協、関ネ、ＯＤＡ、
ＯＡＣの４団体）併催です。

優勝
２位
３位

大湾さん、中筋さん、Ｇのメンバー３人と大広
協の石川さんと ｢楽しくやりましょ～」とスター
トしました。
グリーンは少し砂があったものの、速さもあり

前田 親孝
堀ノ江 良
金井 和人

納得のゴルフでした。
昼食後はOUTに入り、ドライバー、セカンド、

仕上がりのいいグリーンでした。
久しぶりのコースなので当たるか不安でした

サードと快調にグリーンにナイスオン。グリーン

が、パターが良く入ったので、午前中は自分でも

に乗ってビックリ!! エアレーションに目土…、や
る気が半減。仕方がない、今はエアレーションを
する季節やと気持ちを切り替えてショットを真剣
に、パターはパンチを入れて～思い切り打ったの
が結果オーライ。
INからOUTに廻った事が良かったのか、運も
味方に！パートナーにも恵まれ、久しぶりの優勝
で馬もついてきました。
今季の残りのゴルフも、パターに磨きをかけて、
又優勝出来る様がんばりたいと思います！
前田



244回OACG会コンペ
平成26年5月13日㈫
ムロウ３６ゴルフクラブ／14人参加
第244回ＯＡＣＧ会で念願の初優勝をさせてい
ただきました金井です。
ＯＡＣＧ会に入会させていただいて４、５年に
なると思いますが、なかなか優勝には届かず悔し
涙を流してきました。
今回、メンバーにも恵まれ、１日楽しくプレー
出来たのがこのような結果に繋がったのではない
かと思います。
この優勝でマンスリーＡクラスの出場権を手に
したので、このチャンスを逃さず、今の勢いに乗
ってマンスリーも優勝目指して頑張りたいと思い
ます。


金井

和人
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優勝
２位
３位

金井 和人
中筋 敦生
堀ノ江 良

親孝

魔女のひとりごと
７月〜
９月

庶民の懐はますます乏しくなりそうです。独身税に死
亡税、携帯電話税まで、課税できるものは何でもなり
ふり構わず法整備して成立させようとしているようで
すが、どちらを向いた政治なんでしょうか？無茶な法
改正は御免です。

慎重さが増します。リスク管理はバッチ

金銭管理が上手くできません。計画倒れ

子

卯

る事無く静観して自分のポジションに戻る迄待

仕切り直しです。落ち込むよりも前向きに検討

つことです。

すれば元に戻る

７月…乾燥注意。体だけでなく機械・動植物等

７月…次 か ら 次 と 声 が か か り 公 私 共 に 多 忙。

リ。株式市場の円安・円高に振り回され

です。実害が及ぶ前に手を引くか一から

充分な潤いが必要です

ブッキングに注意する。

８月…口車に乗って、お金を貸すが戻ってくる。

８月…普段と違う行動で周囲を驚かせる。皆の

二度目はありません

本音が聞ける機会かも

９月…家族の以外な面を知って感動や感謝の気

９月…女性は皮膚トラブルあり。男性は刃物の

持ちが湧いてきます。

ケガに注意しましょう

足踏み状態です。周囲の人に助けられま

重大な決定をせまられる。自分自身の事

丑

辰

ている事です。臨時支出が増えて辛いが必要経

か将来の展望か？予測チャートでも作って考え

費と考えよう。

てみると良い。

７月…信号で言うなら青が点滅中。進むか止ま

７月…家族の絆が深まる。今までになく平穏。

す。足元を固めていると思ってじっとし

なので、充分な時間が必要。目前の利益

るか思案のしどころ。

子や孫の面倒で多忙。

８月…強気の行動が吉とでる。心に従い動くと

８月…仕事ができない分析ばかりで成果があが

自然と結果がだせる。

らない。問題は別の所

９月…友人の助言は正しい。考えが安易すぎる。

９月…ライバルと競争。お互い傷つかずに成長

情報収集に問題あり。

し戦果も獲得できる。

リーダーとしての、資質を活かしきれて

輝く星まわり。本領発揮できるも、同好

寅

巳

ます。周囲の人を信頼して仕事をまかせるのが

いですが、敢えて小さくても集団での計画・実

第一の解決です

行を推奨します。

７月…外食が多く栄養過多に。出来る限りカロ

７月…仕事も家庭も中途半端な人は、反省して

いません。および腰では皆が不安になり

リーダウンを考えて。

の志の支えがあってこそです。孤独に強

落ち着くチャンス。

８月…盆休みをとるのが難しい。無理するより
ずらす方が好都合。

８月…両方の長短を経験しデジタルよりアナロ
グの良さを確認する。

９月…大工仕事が待っている。時間がかかって
も意外と上手くできる。

９月…金銭トラブルあり。処理に手を抜くと根
にもたれてしまう。

｜ 18 ｜

午

アップダウンの激しい期間。元気な人そ

心配症ですが比較的のんびりした気持ち

酉

うでない人と両極端に分かれる。全力で

で過ごせます。有言実行タイプですが他

生きているので、消耗が激しい。スタミナがあ

人にも同じ事を求めてしまう。現実には殆どの

るので頑張れる。

人はできません。

７月… パートナーには、言葉で表現しないと伝

７月… 内外から手が差し延べられている。困っ

わらない事が多い。

た時は助けてもらおう。

８月… 早トチリで大きな利益を逃してしまう。

８月… 正確な仕事ぶりが評価される。上から目

鵜呑みはいけません。

線は敵を作りますよ

９月… 隠し財産がまた増えます。気が大きくな

９月… 二兎追うものは一兎も得ず。思い当たる

り使い果たす心配有り

未

と思いますがその通り

細かい仕事に従事している人は神経疲労

来年にむけての戦略が要ります。今年よ

戌

が激しい。適度な休息は絶対必要。完璧

りも来年の方が難しい。今から準備して

主義も関係している。得意な料理はストレス解

も早すぎません。自身の事情も考慮しての対策

消になります。

をたてるべき。

７月… 実家の親の介護で家との往復が増える。

７月… 兄弟姉妹それぞれに変化あり。要として

自分の時間がない。

まとめ役になります。

８月… 仕事人間ですが、趣味が高じてのめり込

８月… 渉外の仕事はまかせましょう。内を守る

む。冷房病に注意。

事に徹して下さい。

９月… 我慢していた旅行に行ける。予定は立た

９月… 体の不調は改善される。持病のある人は

ない。成り行き次第。

申

今の状態を保持できる。

幸運が向こうからやってくる。望んでい

目立った出来事はありません。穏やかな

亥

るものと違うので、解りにくい。勘が働

時期です。ゆっくりと時間が流れていく。

いてこれだと思えばそれです。いる要らない両

同じ事の繰り返しを打破するために予定を入れ

方の選択肢有り。

過ぎ、疲れる。

７月… 良い意味での板挟み状態。注目の的です

７月… 神社・仏閣にお参りする機会が増える。

が冷静さは大事。

ご利益に期待できる。

８月… 企画より行動力のほうを評価されます。

８月… 高価な物には保険を忘れずに。期限切れ

清潔感が好感度ＵＰ。
９月… 些細な口論でいやな気分になる。貴方が

がないか確認しよう。
９月… 無駄使いするもお金は循環しているので

許すしかありません。

心配無用。稼げる。

西アフリカのギニアを中心にエボラ出血熱の感染拡大で、打つ手なしの状態だそうです
が、まだ特効薬さえ開発中との事。早期収束を心から望んでいます。
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OAC理事会
第514回理事会報告
日
時
場
所
議
長
本人出席
書面出席
出

席

平成26年4月10日㈭ 午後６時
ＯＡＣ会議室
松本理事長
松本理事長、
夏目・森川・悦・浦・堀
ノ江副理事長、
笠谷・山田・伊藤・松林・
栩野・松原・木南・橋本理事
秋村・大亦・岸田・山元・松岡・山岸
理事
夏目技能士会長

審議事項
⑴監事提出書類及について
議長は、
森川副理事長に監事への提出書類並
びに配当３％を含めた剰余金処分案について
説明させた後、
これを議場に諮ったところ、
満
場異議無く承認可決した。
⑵事業計画と予算について
議長は森川副理事長に収支予算表に基づいて
説明させた後、
これを議場に諮ったところ、
満
場異議なく承認可決した。
⑶通常総会提出議案について
議長は、
夏目副理事長に内容を説明させた後、
これを議場に諮ったところ、
満場異議なく以
下のとおり承認可決した。
・第１号議案 平成25年度事業報告について
・第２号議案 平成25年度収支決算・

剰余金処分について
・第３号議案 平成26年度事業計画設定について
・第４号議案 平成26年度予算設定について
・第５号議案 平成26年度借入金残高の

最高限度額設定について
・第６号議案 役員改選について
⑷通常総会について
議長は、
夏目副理事長に通常総会について５
月27日㈫午後４時からホテルモントレグラス
ミア大阪にて開催することを説明させ、
次第、
役割分担を含む全てを承認可決した。
⑸組合脱退者の承認について
議 長 は、
森川副理事長に脱退の申し入れの
あった以下の事業所を読み上げさせ、
了承さ
れれば137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。
・東支部 ㈱富士宣伝社
（代表取締役 岡野 雅啓）
理由 一身上の都合
・北支部 ㈱ハンズハナイ
（代表取締役 花井 敏一）
理由 一身上の都合
⑹条例等の勉強会について
議長は、
栩野理事に条例等の勉強会について
説明させ、
７月に月にＯＡＣ会議室で日塔設
計事務所担当者講師にて募集人数30名で準備
中、
詳細については次月理事会で審議するこ
ととした。

第515回理事会報告
日
時
場
所
議
長
本人出席

平成26年５月８日㈭ 午後６時
ＯＡＣ会議室
松本理事長
松本理事長、
夏目・浦副理事長、
山田・
伊藤・松林・松原・大亦・山元・可児・
橋本理事

書面出席
出

席

悦副理事長、
笠谷・栩野・岸田・松岡・
山岸・木南理事
夏目技能士会長

審議事項
⑴監査を受けた決算関係書類の承認について
議長は事務局に監事の監査を受けた平成25年
度決算関係書類について資料に基づき詳細に
説明させた後、
これを議場に諮ったところ満
場異議なく承認可決した。
⑵通常総会について
議長は、
夏目副理事長に通常総会進行等の最
終確認と展示コーナーに５社の申込みがある
との説明をさせ、
総会の円滑な進行への協力
依頼がなされた。
⑶条例等の勉強会について
議長は、
浦副理事長に条例等の勉強会につい
て説明させ、
７月19日㈯午後４時からＯＡＣ
会議室にて開催、
講師は土屋 久安氏
（㈱日塔
設計事務所社長）
、
動員目標は30名、
２時間の
勉強会内訳は講演１時間半、
質疑応答30分、
終
了後は懇親会を行うことを議場に諮ったとこ
ろ満場異議なく承認可決した。
なお、
募集案内
文については厚生委員会一任とし、
出来次第
ＦＡＸにて案内することとした。
⑷組合脱退者の承認について
議長は、
大亦委員長に脱退の申し入れのあっ
た以下の事業所を読み上げさせ、
了承されれ
ば136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。
・東支部 大港工芸社
（代表者 川上 和夫）
理由 一身上の都合

第516回理事会報告
日
時
場
所
議
長
本人出席
書面出席
出
席

平成26年６月12日㈭ 午後６時
ＯＡＣ会議室
松本理事長
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・大亦・山岸・橋本理事
秋村・山元・夏目・木南・可児理事
信貴・岡野・夏目相談役、宮崎参与、
上田技能士会長

審議事項
⑴出資配当金の還付方法について
議長は、
悦副理事長に平成25年度出資配当金
の還付方法について詳細に説明させた後、
こ
れを議場に諮ったところ以下のとおり満場異
議なく承認可決した。
20％源泉後の金額が１万円未満の場合は会費
に充当相殺し、
１万円を超える場合は会費充
当もしくは現金支払いとする。
⑵委員会編成について
議長は、
森川副理事長に委員会編成について
発表させ後、
これを議場に諮ったところ原案
通り可決承認した。
⑶平成26年新年交歓会について
議長は、
森川副理事長に平成27年新年交歓会
について説明させ、
平成27年１月21日㈬ホテル
ニューオオタニ大阪にて開催することを議場
に諮ったところ満場異議なく承認可決した。

｜ 20 ｜

イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 誕 生 !!

愛称募集中!!
愛称を募集しております。８月20日㈬迄にＦＡＸ、
メール等にて事務局までご応募下さい。
広報文化委員会で審査の上、次号にて発表いたします。
ＯＡＣ非公認

お知らせ

あとがき

◇社名・代表者変更
◦南支部

総会も無事終わり、松本理事長が再任、広報文

旧

㈲キョーエイ

化委員会も新たに副理事長になられた伊藤副理事

新

アドマックキョーエイ㈱

長が担当に、私、木南が引続き委員長となり、松

金井

林委員、松原委員、秋村委員と共に広報文化活動

和人

◇住所変更
◦南支部

を行っていくこととなりました。この機関誌も皆
㈱ミケランジェロ

様に喜んでもらえるものとなるよう力を合わせて

新

取り組んでいきたいと思っております。

〒559-0031

大阪市住之江区南港東3-1-26
ＴＥＬ・ＦＡＸ変更なし

さて、委員会にてイメージキャラクター（愛称
募集中）を決定したこともあり、今号は全ページ

◇代表者変更

をカラー印刷にしてみました。見やすい誌面にす

◦東支部

ることで、より臨場感を味わってもらうことがで

㈱岩井
新

岩井

正行

きれば幸いです。
また、ホームページのリニューアルも進めてお

◇組合員等ご家族の慶弔

り、機関誌、フェイスブックなどいろいろな方法

〔慶事〕

で情報発信をしていきたいと考えておりますの

◦南支部

で、今度とも宜しくお願いいたします。

実氏



松本

山中田テント製作所
長男

正敏氏ご結婚

広報文化委員長

（１月１日）
◦中央支部
中筋

不二工芸㈱
尚一氏

二男

OAC

敦生氏ご結婚

発行所

（５月31日）

2014年盛夏号 №212
（平成26年７月20日発行）

大阪広告美術協同組合
大阪市天王寺区筆ヶ崎町３番１号

TEL 06（6771）
9010 ㈹
FAX 06（6774）
0426

〔弔事〕
◦東支部

㈱岩井

岩井

一好氏

発行人

ご本人

編集人

ご逝去（４月18日）
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木南

松

本

優

（大阪広告美術協同組合理事長）

広報文化委員会

〒543-0027

憲二

