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巻 頭 言

あなたの携帯はスマホ？
副理事長

悦　美子

　梅雨に入りムシムシと暑い日が続いていますが、
組合員の皆様、ご家族、従業員の皆様にはお変わり
ございませんでしょうか。
　平素は組合活動にご協力、ご理解いただき誠に
ありがとうございます。
　この時期の嬉しいのは紫陽花の花がきれいなこ
とでしょうか。
　さて、最近よく、私の周りのジジババ世代で話
題となることをお話しさせて頂きます。私達の生活
で必需品となった携帯電話の話です。
　私は最近やっとSNSが「ソーシャル・ネットワー
キング・サービス」の略だと理解したところですが、
先日、孫（４歳）が私の携帯を見つけておとなしい
ので覗くとゲームをしているのです。使い方を教え
たわけではないのに小さな子はすごい。私はしたこ
とがありませんし、できません。
　電車に乗ると皆が下を向いてスマホを触ってい
ますよね。異常な光景なのですが、自転車に乗りな
がら、歩きながら、まして運転しながらスマホを触っ
ている人をよく見るようになりました。危ないです
よ！ババは怒っているのです！子供たちに聞いてみ
るとゲームかLINEをしているそうです。
　OACも連絡用にスマホを購入。私もラインに入
りました。一挙に連絡できるのは便利です。このラ

イン、グループ化ができるからすごい。ところが友
達に参加を誘ってもらえたか、誘ってもらえなかっ
たかは重要らしいのです。何だか会員制、紹介制
のバーみたいですね～。ま～ラインは無料ですが。
　ということは、入れない人は誘われてない人だか
ら、ラインで常に繋がってる人たちの話にはついて
いけないということなのか、これも悲しいですね。
ラインも即刻返事しないと相手に既読が出るので、
見てるのに返事がないのかよ！ってことになるらし
い。ラインから外れないためにトイレにもお風呂に
も持って行くのだそうです。スマホは家の中に持ち
込むのですから24時間休みなく緊張状態が続くの
だからたまらない。自分に返信が来ないストレス。
すぐ返信しなければならないストレス。ほんとに今
の子は大変だわ。
　それまで築いてきた関係もこれから作るだろう関
係も考えられず、ただひたすら今繋がっていること
だけが重要という感じなのだろうか。情報伝達手
段の発達って人間関係の退化に関係しているので
しょうか？
　ラインが気になって仕方のない皆さん、しばしス
マホを会社に忘れて組合のイベントに参加し、生
で会話して人間らしい心と人間の関係性を取り戻
しませんか？
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　第44回通常組合員総会は平成27年５月26日㈫午
後４時30分よりホテル大阪ベイタワー４階ベイタ
ワーホールに於いて組合員100名（委任状含む）
の出席を得て盛大に開催されました。
　開会に先立ち出席者全員で組合関係物故者のご
冥福を祈り心からの黙祷を捧げました。厚生担当

副理事長の私、掘ノ江が司会として開会の辞にあ
たり、本総会の有効成立の宣言をもって進行を務
めさせていただきました。
　まず松本理事長の挨拶があり、新規加入組合員
の紹介、その後、組織拡充功労の表彰者、去る２
月に幕張メッセにて行われた第28回技能グランプ

第44回 通常組合員総会開く！
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リへの出場者、それぞれの方に理事長より感謝状
及び記念品の贈呈を行いました。
　続いて夏目相談役を議長に選出し議事に入りま
した。平成26年度の事業報告を浦副理事長より、
決算報告ならびに剰余金処分案については悦副理
事長より説明があり、監査報告の後、原案通り可
決承認されました。次いで事業計画の設定、予算
の決定、借入金残高の最高限度額の決定について
もそれぞれ担当者から説明の後、いずれも原案通
り可決承認されました。

　議長が降壇し、司会による閉会の辞により通常
総会は滞りなく終了致しました。その後出席者全
員による記念撮影を行いました。
　第２部懇親会は隣の会場に移り、ご来賓、賛助
会員の方々をお迎えして、司会の山元厚生委員長
の開会のことばで始まりました。
　浦副理事長をソングリーダーに全員でOACの
歌の斉唱、松本理事長による挨拶の後、ご来賓及
び賛助会員の紹介がありました。
　引き続きご来賓を代表して、佐藤　章衆議院議

員、釜中優次大阪府議会議
員、木下吉信大阪市会議員
の３名の方々から温かいご
祝辞をいただきました。
　そして関西ネオン工業協
同組合の道祖副理事長によ
る乾杯のご発声により和や
かな会食・歓談が弾む宴席
となり、今回も良き交流の時
間を過す事が出来ました。
　そして私、掘ノ江の閉宴
のことばを持ちまして、名
残惜しむ中無事終宴のはこ
びとなりました。
 副理事長　堀ノ江　良
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　「何でも１番がいい！」と支部役員一同の意向で、
支部総会トップバッターとして平成27年４月２日に
中央支部員11名、ならびに松本理事長、伊藤副理
事長はじめ10名のご来賓にご臨席を賜り、大阪マ
リオットホテル20Ｆ宴会場にて平成27年度中央支
部総会を開催いたしました。
　日本一高いビルとして開業から１年を迎えたあべ
のハルカス。大阪のランドマークとして馴染みある
ものになりつつも、意外にもまだ展望台へ登られた
ことがない方が多かったようで総会までのひと時を
ハルカス300でお過ごし頂きました。
　地上300Mから見下ろす大阪の町並みには桜色
の箇所がちらほら見え、まるでジオラマのような
景色にあちらこちらから感嘆の声が聞こえていま
した。
　本来は、夜景に映像を映し出すプロジェクトマッ
ピングイベントが期間限定で開催されており、そ
ちらも楽しんでいただきたかったのですが、私のリ

サーチ不足のため総会の開催時間と重なってしま
い、残念ながら支部員の方にはご覧いただけない
という凡ミスをおかしてしまいました。この場をお
借りしてお詫び申し上げます。
　そして本題の総会は、森川氏の司会進行により
宮崎氏を議長に選任し、全ての議事が慎重審議さ
れ、滞りなく原案どおり議決され閉会しました。
　引き続き松本理事長による「元気！」な乾杯の
御発声により懇親会が始まりました。
　ハルカス300とは少し違う20Fからの見事な夜景
と華やかな料理も相まって、場の雰囲気も華々しく
終始和気藹々としており、また今回新たにOACに
ご加入頂きました㈱ナニワの若松氏、そして㈱つ
むら工芸の新担当杦岡氏のご紹介と参加者全員に
も自己紹介をお願いし、改めて皆さんの親睦を深
められた懇親会となりました。
　また今年度も様々な行事に取り組み、より多くの
方々にご参加頂ければと思っておりますので皆様
のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

支部長　笠谷　周正

中央支部総会支部だより
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　平成27年４月７日㈫千日前の中納言にて、東支
部の総会を行いました。
　程よい緊張感の中、粛々と進められ、第１号議
案から第４号議案まで無事に全ての原案が全員一
致で承認されました。
　その後、豪華なお料理に舌鼓をうち、東支部恒
例のゲーム大会ではビンゴゲームを行い、大いに
盛り上がりました。
　伊藤副理事長をはじめたくさんの方にお集まり
いただき、大いに盛り上げていただきました。本
当にありがとうございました。

　支部の皆様におかれましては、今期も色々な行
事があります。役員を中心に大いに盛り上げてい
きますので、１社でも多くのご参加をお待ちして
おります。よろしくお願いします。
 支部長　金井　和人

東支部総会支部だより
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　平成27年４月７日㈫に中国料理 大成閣にて西
支部総会を開催いたしました。
　支部員39社中、出席13社（14名）、委任状14社
で総会は成立、夏目副支部長の司会進行で、議長
に信貴相談役を選出し、全ての議案を承認頂き無
事終了することが出来ました。
　懇親会は森川副理事長の乾杯のご発声で中国料
理を舌鼓しながら、新入会員の㈱本州堂 長澤氏
の自己紹介があり、そして来賓の皆様にも自社の
PRをして頂きました。
　そして恒例の山岸副支部長が司会進行の豪華景
品のアトラクションがありました。
　今回は指でする単純なゲームなのですが、お酒

が入っているせいか珍プレーの続出で大変盛り上
がりました。
　その後は、OACが創立45周年を迎えるので、
それに向けて支部の中で会員数が一番多い西支部
から盛り上げていこう、そして西支部の会員さん
の参加者を一人でも多く増やしていこうという話
などをしながら時間となり散会しました。
　最後になりましたが、お忙しい中ご参加いただ
きました、松本理事長、森川副理事長、賛助会員
の㈱ホケンプロジェクト多志満様、㈱ケイエス
ビー瀧様、㈱ニップコーポレーション吉岡様、中
央支部から㈱ナニワ若松様、事務局の今村局長、
本当にありがとうございました。
　今後とも西支部を宜しくお願い致します。
 支部長　伊藤　陽祐

西支部総会支部だより



｜ 7｜

　平成27年４月11日㈯ホテルアゴーラリージェン
シー26階サファイヤにおいて支部会員36社中、出
席16社、委任状出席18社にて、成立の上、南支部
総会を開催いたしました。
　私事､ あいにく風邪をこじらしてしまい、ひど
い鼻声での支部長の挨拶でしたが、浦幹事の司会、
樫山幹事の議長の下、議事はスムーズに進行し、
事業報告、会計報告、事業計画、予算案と全て満
場一致で承認頂きました。
　第２部の懇親会は、松本理事長、悦副理事長、
今村事務局長をお迎えし、また、南支部の特色で
ある、ご夫婦揃っての参加を含め23人の和やかな
会となりました。
　次々と運ばれてくる本格中華料理やお酒に堪能

南支部総会支部だより

しつつ、ビンゴゲームも石井幹事の司会の下、大
いに盛り上がりました。今年は、南支部の会員で
もあり、東支部の支部長でもあられる金井社長が
初参加してくださいました。南支部の和気あいあ
いとした雰囲気をたくさん感じていただけたので
はないでしょうか。初めての参加の方や、久々の
参加の組合員様がいらっしゃると、また新しい意
見や情報が得られ、より実りの多い集まりになる
と感じます。
　これからもお一人でも多くの方に参加してもら
えるよう役員一同、今年一年楽しい企画で南支部
を盛り上げていきたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。
� 支部長　松林　泰弘
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　北支部総会を岡野相談役が議長となり平成27年
４月25日がんこ寿しにて開催いたしました。議案
は全て原案通り可決承認されました。
　開催冒頭には本年２月にご逝去されました平成
美装の尾関さんのご冥福を祈り１分間の黙祷をい
たしました。尾関さんからはいつも「北支部の今
後を担うのは君たち若い者や、頑張らなあかん
よ。」と激励を頂いておりました。またある時は
北支部の青年部メンバー３人を誘って頂き、仕事
のこと、そしてプライベートのことなどもお話を
してくれ本当に勉強になりました。そんな方がい
た北支部を、今後も私達が微力ながら盛り上げて
いきたいと思います。
　本年の夏には十三花火大会見学、そして年４回

北支部総会支部だより

開催しているゴルフ会もいろんな方とプレーを通
してコミュニケーションを図る場にしていければ
と思っています。私もゴルフ会の幹事をして２年
目になりますが、毎回プレーは「安くて、近くて、
楽しくて！」をモットーに行っております。
　朗らか家族の様な北支部。これからも宜しくお
願いします。� 大島　祥一（㈱山崎標記）
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堺市路上違反
簡易広告物除去活動

　平成27年４月11日㈯午前10時よりJR鳳駅
周辺にて貼り紙等の除去を行いました。

南支部長　松林　泰弘

大阪市「かたづけ・たい」活動に参加!!

　平成27年７月９日㈭午後５時よりJR鶴橋駅
周辺で ｢かたづけ・たい｣ 活動を行いました。

東支部長　金井　和人

OACは労働保険事務組合としての仕事もしております！
●事務組合とは？
　労働保険事務を事業主に代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

●事務委託のメリットは？
　①労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入すること

ができます。
　②労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
　③労働保険料を３回に分割して納付できます。

●事務委託料は？
　月500円〜となっております。

●委託の手続きは？
　いつからでも委託可能です。他の労働保険事務組合に委託されていた事業所でも委託替えは簡単です。

１人でも労働者を雇っていれば労働保険に加入しなければなりません。
（労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したものです。）

労災保険…労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸に
も死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保健給付を行うものです。

雇用保険…労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働
者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

※詳細につきましては組合事務局までお問い合せ下さい。　電話 06－6771－9010
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　平成27年４月24日、梅田にあるイル・ピノーロ
にて部員22名の出席を頂き第９回OAC青年部総
会を開催いたしました。
　今回は役員改選があり、笠谷前部長から私が部
長の大役を引き継ぐ事となり、挨拶で何を話そう
か考えていたら、前日はあまり眠れず、当日も会
場に早く到着し、一人そわそわしておりました。
そんな中、総会が開始されました。総会は中元幹
事の司会、開会の辞で始まり、笠谷前部長のご挨
拶の後、議長に熊倉氏を選出し議事に入りまし
た。平成26年度事業報告及び会計報告、平成27年
度事業計画案及び収支予算案がスムーズに原案通
り可決承認され、最後に役員改選として別表のメ
ンバーが選出され、すべての議案が滞りなく可決
承認され総会が終了いたしました。
　通常総会が終わるとホッとするのですが、私は
新部長挨拶が控えていたため、緊張がMAXに達
し、あまりこの時の記憶がないのですが（笑）ま
だまだそわそわしていました。
　懇親会には松本理事長、森川副理事長、今村事
務局長、そして、友好団体である大阪屋外広告美
術協同組合青年部より石川部長、水沼副部長、関
西ネオン工業協同組合青年部より海中部長をご来

賓でお迎えし、岸田副部長の司会で開始しました。
　そしてついに私の就任挨拶の時間となりました
が、緊張のあまり、直前で頭が真っ白になり、考
えていたことをすべて忘れてしまいました。結局
自分ではあまり何を話したのか覚えていないので
すが、文章がまとまっていない長々とした挨拶に
なってしまい、立派な就任の挨拶をされていた歴
代の部長の凄さを改めで実感しました。
　そんな私のグダグダ挨拶をご来賓代表の松本理
事長のすばらしい挨拶と石川部長の乾杯の音頭で
全員のテンションはすごく良い状態に持ち直して
頂き（完全人任せですが 笑）懇親会は開始しま
した。
　途中、今回で青年部を卒部される木南氏（一工
芸）、柏原氏（柏原テント㈱）に青年部恒例の中
元幹事特製記念品と夏目相談役に書いて頂いた記

OAC青年部だより

青年部総会開催

役　　職 氏　名 事業所名
部　　長 北川福太郎 ㈱劇団往来
副 部 長 岸田　充正 ㈱光陽銘板
幹　　事 笠谷　周正 ㈱桃太郎

〃 中元　秀行 ㈲阪神彫刻工業所
〃 松本　香織 ㈲塗夢創屋
〃 松本　正敏 山中田テント製作所
〃 太田　博崇 ㈱フジネオン

会計幹事 大川　由保 ㈱キヌガワ
監　　査 秋村　敬三 ㈲秋村泰平堂
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OAC青年部だより
念に残る感謝状をお渡しさせていただきました。
夏目相談役、中元幹事お忙しい中作成頂き本当に
ありがとうございました。
　そしてOAC青年部設立当初からずっと役員と
して貢献されていた夏目健一氏が今回で役員を退
任されましたので、突然のフリにもかかわらずす
ばらしいご挨拶頂きました！！夏目様本当にお疲
れ様でした。
　楽しい時間はあっという間に過ぎ、気がつけば
お開きの時間となりました。（今回私はかなり緊
張していたということもあり私だけ楽しいとか感
じる余裕もないまま気が付いたら終わりの時間と
なっておりましたが（笑））
　最後はOAC恒例の森川副理事長の締めの挨拶
で楽しい宴は終了いたしました。
　総会終了後からこの原稿を書くまでに本部や青
年部の事業に参加し、少しは部長として人前で話
すのも慣れてきた今日この頃、来年青年部は発足

して10周年を迎えるので、10周年記念までには歴
代の部長に負けない様な挨拶をできる様に日々努
力していきます。
　こんな不器用な私ですが、本部組合員の皆様の
ご理解と青年部部員の皆様のご協力のおかげでな
んとか部長職を全うさせていただいております。
　本当に感謝いたしますとともに今後とも引き続
き青年部活動へのご支援、ご協力を賜りますよう
お願い申しあげます。
 部長　北川　福太郎

　こんにちは。阪神彫刻の中元です。
　青年部でもゴルフをされる人達が増えてきてお
り、今年もゴルフコンペを開催する運びとなりま
した。青年部と言う事もあり休日での開催となっ

OAC青年部ゴルフコンペ開催
た５月31日㈰、三田プレミアムアウトレットの近
くにある「北神戸ゴルフ場」で行いました。
　参加人数は総勢11人、３組での開催となり、大
広協青年部の石川部長、日根野谷氏、関ネ協青年
部の海中部長にもゲストとして参加頂きました。
　北川部長の始球式で始まったゴルフコンペは、
天気予報では雨だったにも関わらず、当日は終日

晴れており、天候に恵まれ、気持ち
よくプレーする事が出来ました。
　無制限ダブルペリアのルールで誰
が優勝してもおかしくない状況でし
たが、グロス105、ネット73.8のスコ
アで山崎標記の大島さんが優勝しま
した。おめでとうございます～。ち
なみに、私自身は中途半端な４位と
言う結果で終わりました（無念…）。
　今後、青年部の人達も沢山のゴル
フコンペに参加させて頂く事になる
と思います。諸先輩方にもご迷惑を
掛けてしまう事もあるかとも思いま
すが、優しくご指導頂き、温かく見
守って頂けます様、宜しくお願いし
ます～。
 幹事　中元　秀行
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　５月18日に「寿司はせ川」にて技能士会総会を
開催し、慎重審議により滞りなく閉会をむかえる
事ができました。
　事業活動では、ものづくりコレクション、ハッ
ピーアースデー、小中学校でのものづくり教室へ
の参加を行い、地域の皆様へ技能士会の活動をご
理解いただけたと確信いたしております。
　又、小中学校の生徒さんには、〝ものづくり〟の
楽しさや、ものづくりを通じて一つの作品を完成
させた時の喜びを体感していただけた事でしょう。
　今後も各事業や講習会へ積極的に参加し、自身
のスキルアップを目指していきたいと思います。
　総会から第二部の懇親会へとうつり、先ずは冷

えたビールで「乾杯！」
　元タレント島田紳介氏が営む「はせ川」は、私

も行ってみたかったお店の一つで、素材に
こだわったおいしい料理に舌鼓を打ち、皆
さんとグラスを交わし、技能士会の今後や
プライベートな話など色々とお聞きし、会
場は終始笑い声が絶えず笑顔の花が咲き、
楽しいひと時を過ごさせていただきまし
た。
　今後もＯＡＣから元気を発信できます
様、努めてまいりますので、宜しくお願い
申し上げます。
� 副会長　山本　康浩

技能士会だより

第38回 技能士会総会通常開催
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　堺にある日立広告さんにおじゃま致しました。
着いていきなり、「これ見て ! !」と自作の「LED
の方が電気代安いよ装置」をドーンと出してきま
した。蛍光灯とLEDの電気容量の違いが一目瞭
然で解るようになっていて、お客様に装置を使っ
て説明すると、LED交換の仕事がほぼ決まると
の事。（確かに解りやすい）

　「何かお宝はないですか？」とお聞きすると、
酒屋さんが廃業した時にもらった立派な木彫看板
があるとの事。立派な木板にしっかり彫り込んだ
文字、今では見ない一部金箔貼りを施した、歴史
を感じる古き良き時代の看板にほっこりさせて頂
きました。

　それと、もう一つおもしろかったのが、プレミ
アがついていそうな「横山ノック」元知事の選挙
看板！（なんで持ってるの？）今では考えられな
い、イラスト部分が全てカッティングシート貼り
合わせ加工でした。また、下垣内さんが看板のイ
ラストに瓜二つ。（爆笑）

日立広告
堺市堺区八千代通４－26

代表者　下垣内  信夫

　そうこうしている
と、奥さんが「お茶
飲んでいって～」と
の事で、２階に上が
るとまたビックリ！
ぬいぐるみで埋めつ
くされた部屋は本格
的なカラオケルーム
で、そこはまるでラ
ウンジ「メルヘン」。
昔の写真を見ながら
楽しいエピソード、
結婚式やOAC旅行会などの話を聞きながら、そ
ろそろ終わりかなと思っていたら、カラオケのリ
モコンを触り出した。（やばい!!）
　奥様のお歌を２、３曲ほどお聞かせいただき、
このままでは帰れない雰囲気漂う中、なんとかラ
ウンジ「メルヘン」からの脱出に成功しました。（笑）
　下垣内さんご夫婦、お忙しい中、長時間の取材
にお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
 木南　憲二

事業所訪問編
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㈱ナニワ
八尾市八尾木１－233

代表取締役　木下　芳久

ナニワは物づくりの原点に立ち、
お客様のあらゆるニーズにお応えします。
屋外広告の代表ともいえる「電飾看板」
　４月よりOAC及び青年部に加入させて頂きまし
た㈱ナニワです。弊社のモットーは【照明器具及
び看板灯器具の製造・販売・企画・サービスを通
じて顧客満足100％の製品を提供し、広く社会に貢
献できる企業を目指す】でございます。
　事業内容はモットーにも書かれている看板灯器具
の製造販売を目的に創業し、現在は看板資材全般を
取扱いLED照明器具の製造販売も行っております。
　看板灯器具は創業以来製造を行っておりますの
で、常に業界の市場ニーズに答え、お客様側に立っ
た商品開発を心がけて参りました。おかげさまで現
在製品の種類は150を超えましたので、あらゆる電
飾看板にお使い頂ける商品をご用意しております。
　また弊社ではその他の各種電材やアクリル、ア
ルミ複合板から規格看板まで多くの看板資材を取
り扱っております。その中でもお客様にご好評頂い
ておりますのがマーキングシートの切り売りです。
ご注文頂けましたら当日又は翌日に必要なメーター
数をカットして発送しております。
　LED照明器具は直管型LEDと呼ばれる蛍光灯タ
イプのLEDの照明器具を約６年程前から製造販売
しております。納入事例としては大手コンビニ、ホー
ムセンター、ドラックストアなどの店舗からオフィ

スや工場までさまざまな場所ご活用頂いておりま
す。ご要望がございましたらご一緒にお客様に商品
案内やご提案書の作製もさせて頂き、工事までをワ
ンストップで対応致します。
　組合に参加させて頂いた以上、少しでも皆様に
お声掛けして頂けるような企
業になれるように努力をして
参ります。また、現場や市場
のニーズをご教授頂き、広告
業界に貢献できるような商品
開発も行って行ければと思っ
ておりますので宜しくお願い
致します。

Ｓ型看板灯器具

Ｌ型看板灯器具

ＩI型看板灯器具

担当
若松　猛雄

新規加入組合員
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　今年の４月からOAC並びにOAC青年部に加入
させて頂きました㈱本州堂の長澤と申します。
　弊社は昭和43年に創立。先代の父が弊社を興し、
他界した後は母が代表を務めております。当初は
住之江区に本社を構えていましたが、現在は中央
区南船場に本社がございます。創業当時からあっ
た住之江区の工場を去年、浪速区に移転しまして、
より本社との連携がしやすくなりました。支店は
和歌山市と徳島市にあり、近畿以外の広告も扱っ
ております。
　主にバスの広告の代理業をしており、近畿一円
すべてのバス広告を扱っています。バス広告の扱
い高では近畿一のシェアを誇っております。私た
ちはバス広告を通じ、企業、地域の皆様のお役に
立ちたいと思っております。

㈱本州堂
大阪市中央区南船場４－12－24

代表取締役　長澤　恵子

　日々の営業活動においてお客様の事業内容・出
稿目的などをヒアリング、それらに基づいてご提
案します。そして、バス広告を熟知したデザイナー
が掲出目的やターゲット層に合わせた原稿校正な
どラッピングバスの型紙作成も致します。
　工場では看板・ステッカー・シースルーシート・
ラミネート加工・ 大型インクジェットプリンター
による出力（住友３Ｍ製シート使用）施工におい
て実績を積んだプロの職人によるバス車両への
ラッピング作業を致します。
　弊社は媒体から施工まで自社で管理しているの
で、不用な中間マージンが発生しません。お客様
のニーズに柔軟に対応してい
けると自負しております。
　組合活動においては皆様の
お役に立てるよう頑張って参
ります。仕事の上でもお声が
けして頂ければ幸いです。ど
うぞ宜しくお願い申し上げま
す。

担当
長澤　達也
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250回 OACG会コンペ
平成27年６月20日㈯
東児ヶ丘マリンヒルズゴルフクラブ／17人参加

249回 OACG会コンペ
平成27年４月９日㈭
天野山カントリークラブ／18人参加

　スポーツの中でもゴルフは不向きで、これまで
はあまり練習もせずスコアが散々でしたので、今
回はコンペ前に羽曳野に出向いて金井さんのレッ
スンを受けました。レッスン後に食べる本場の焼

優勝　金井　和人
２位　中筋　敦生
３位　信貴　理伸

　第249回 OACG会は、４団体合同コンペの第16
回ASG会との併催で天野山カントリークラブに
て行われました。ASG会には総勢61名が参加、天
気も良くゴルフ日和の中、各団体の同世代の方々
とまわらせていただき、和気あいあいと楽しく１
日プレーすることができました。
　そのおかげで、待望の２回目の優勝をさせてい
ただきました。来年７月のマンスリーＡクラスの
出場権も手にできたので、次はマンスリーの初優
勝を目指して頑張りたいと思います。
� 金井　和人
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優勝　堀ノ江　良
２位　伊藤　陽祐
３位　松本　　優

肉は格別で、最高に美味しくて毎回楽しみにして
います。
　私が生まれる前の1973年から始まったOACG会
が250回を迎えるのを記念して、今回は岡山県の東
児ヶ丘マリンヒルズゴルフクラブで開催されまし
た。このゴルフ場は、石川遼プロが2007年にツアー
史上最年少優勝したところです。使用クラブ、ウ
エア等が飾ってありました。
　早朝から岡山まで移動してきたのに、皆さんは
元気一杯でいつもながらのパワーに圧倒されます。
　同じ組は堀ノ江さんと長澤さんで気楽な組で、瀬
戸内海を一望できるコースの途中で記念撮影をし
たり、即席のレッスンをしてもらったりと、コンペ
とは思えないぐらいほのぼのとプレイできました。
　その中でも堀ノ江さんのハーフ35の驚異的なゴ
ルフは圧巻でした。
　私は長澤さんとスコアが接戦していて最後まで
緊張感があったので、体力よりも精神的に疲れま
したし、あんなに集中してゴルフをしたのは初め
てです。そのお蔭で久々にベストスコアを更新で
きました。
　ハンデにも恵まれて本当なら優勝でしたが、
OACG会のルールで３回連続欠席したら順位が１
つ下がるので２位でした。それでもゴルフをしな
がら初めて楽しいと思えたし、終わってからの充

実感と達成感は普段では味わえない程でした。
　せとうち児島ホテルでは懇親会から参加の方々
を含めた20名が和やかに歓談、ゴルフ談義に花が
咲いていました。私は二次会には行かず温泉で疲
れを癒し、次の日に備えて休みました。が、結果は…。
　参加された皆様お疲れ様でした。楽しい岡山の
旅でした。
　第１回目から参加している信貴さんが、約８年
後の300回も参加を目指すと仰っていましたので、
300回に向けてこれからもOACG会を盛り上げてい
きましょう。� 伊藤　陽祐
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　ここ数年、テレビで見ていたミズノオープンが
開催されているJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部での開
催ということで、テンションも上がり、四十肩も最
近は落ち着きつつ、調子も上向きだった為、いい
モチベーションで向かえられました。
　堀ノ江キャプテン、松本実さん、北川さんとの
ラウンドとなり、クラブハウスから出ると、全て
のホールが見渡せるフラットなコースと思いきや、
ティグラウンドからは「どこに打ったらええねん？」
と言うぐらいフェアウェイは狭く、ラフはボウボウ。
キャディーさん無しではかなり厳しいと思われる
コースでした。

　前日すばらしいスコアで優勝された堀ノ江さん
がまさかの乱れように、「シメシメ」と自分のスコ
アに満足して前半は終了。後半も大崩れすること
なく終了することができ、OACG会入会４年目に
して念願の初優勝。梅雨時期で雨は覚悟していた
のですが、雨が降ることもなく、素晴らしい天候
と役員の方々のお膳立てで優勝することができま
した。本当にありがとうございました。
　当日、大阪から参加の木下先生をはじめ、ご参
加の皆様お疲れ様でした。 中筋　敦生

優勝　中筋　敦生
２位　信貴　理伸
３位　松本　　優

251回 OACG会コンペ
平成27年６月21日㈰
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部／21人参加
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●マイナンバーセミナー
開催日時／平成27年８月28日㈮　18：30～20：00
開催場所／ＯＡＣ会議室
　※近日中に開催案内いたします。

●45周年記念ゴルフ大会
開 催 日／平成27年９月12日㈯　８：14からスタート
開催場所／東条の森カントリークラブ　東条コース
　　　　　兵庫県加東市大畑1071︲７︲２　TEL�0795︲46︲1301
　※詳細につきましてはFAXにてご案内しております内容をご覧下さい。

●45周年記念旅行会
開 催 日／平成27年10月18日㈰・19日㈪
行 き 先／石川県　粟津温泉方面
　※８月中に開催案内をいたします。

皆様のご参加をお待ちしております！

活動予定
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●行政からのお知らせ

規模の大きい小さいにかかわらず、次のようなものをご推薦ください
建
　
　
物

１．将来のまちの景観をリードしていくようなもの
　　ア．敷地内に、広場などのオープンスペースを適切に

配置したもの
　　イ．壁画、彫刻などを活用して、文化的、芸術的環境

を作り上げているもの
　　ウ．敷地を共有化してできた建物で優れた景観を作り

上げているもの
　　エ．地域のシンボルとなるようなもの
　　オ．その他
２．周辺の建築物等と調和し、美しいまちなみの形成に役

立っているもの
３．伝統的なまちなみの維持・向上に役立っているもの
４．自然の景観（河川、山並みなど）と調和しているもの
５．敷地内や壁面、屋上を緑化することにより、魅力ある

景観に寄与しているもの
６．その他、この賞の趣旨に沿ったもの

ま
ち
な
み

１．総合的な計画、良好な維持管理により優れた景観を作
り上げているもの

２．伝統的なまちなみの維持・向上を図っているもの
３．適切な緑化により、魅力あるまちなみを形成している

もの
４．その他、この賞の趣旨に沿ったもの

美しく、個性と風格のあるまちの景観づくりを進めて
いくために、周辺景観の向上に資し、かつ、景観上優
れた建物やまちなみを表彰します。皆様から推薦いた
だいた建物やまちなみについて審査し、本賞にふさわ
しいものに、以下の賞が与えられます。
●大阪府知事賞　●大阪市長賞　●審査員特別賞
●緑化賞　●奨励賞　●建築サイン・アート賞

平成27年12月頃入賞作品関係者への通知をもって入賞
発表とします。

●大阪都市景観建築賞運営委員会
　〒540-0012
　大阪市中央区谷町3-1-17　高田屋大手前ビル5F
　（公社）大阪府建築士会
　ＴＥＬ：06-6947-1961　ＦＡＸ：06-6943-7103
　e-mail：info@aba-osakafu.or.jp
　HP：http://www.aba-osakafu.or.jp/
●大阪府住宅まちづくり部
　建築指導室　建築企画課　景観推進グループ
　TEL：06-6210-9718
●大阪市都市計画局　開発調整部　開発誘導課
　TEL：06-6208-7887

推薦用ハガキに、必要事項を記入の上お送り下さい。
どなたでも、一人何点でも推薦できます。HPからの電
子推薦も受け付けています。
●大阪まちなみ賞HP　http://osaka-machinami.jp/
※自薦の方は、自薦専用書式を上記HPよりダウンロー

ドして下さい。

平成27年７月１日㈬〜７月31日㈮
（当日消印有効）

大阪府域内の建物及び建物を中心としたまちなみ
●建物：平成21年８月16日から
　　　　昨年７月31日までに完成したもの
………………………………………………………………………………………
●まちなみ：昨年７月31日までに完成したもの
※建築基準法に基づく建築確認申請が必要な物件については、

検査済証が発行されていない場合、対象外となります。

推 要薦 項
趣旨 発表

問い合わせ先

（一社）大阪建設業協会・（一社）大阪空気調和衛生工
業協会・（一財）大阪建築防災センタ-（一社）大阪電業
協会・大阪府住宅供給公社・（公財）大阪府都市整備推
進センター／・（公財）建築技術教育普及センター近畿
支部・（一社）建築設備技術者協会近畿支部独立行政法
人都市再生機構西日本支社・（一財）日本建築センター・

（一財）日本建築総合試験所（一社）日本ツーバイフォー
建築協会関西支部・（一社）プレハブ建築協会関西支部
近畿建築確認検査協会・関西ネオン工業協同組合・大
阪屋外広告美術協同組合・（公社）大阪広告協会・大阪
広告美術協同組合

大阪府市長会・大阪府町村長会・（公財）関西・大阪
21世紀協会・関西鉄道協会・大阪商工会議所（公社）
関西経済連合会・（一社）関西経済同友会・大阪美しい
景観づくり推進会議

後援

大阪府・大阪市・（公社）大阪府建築士会・
（一社）大阪府建築士事務所協会・
（公社）日本建築家協会近畿支部・
（一社）日本建築協会

主催

協賛

推薦方法

受付期間

対象

今年度から、大阪府知事賞・大阪市長賞・審査員特別賞・緑化賞・奨励賞に加え

建築サイン・アート賞を新設しました
第35回　愛称：大阪まちなみ賞

すてきな建物、まちなみをご推薦して下さい!!

OACも協賛していま
す
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●行政からのお知らせ

　堺市内の優れた景観を有する建築物、工作物、広告物の所有者等、まちなみ及び良好な景観形成に貢献する活
動を行っている人々を堺市長が表彰することにより、市民及び事業者とともに魅力ある都市空間の形成を推進
するものです。

　景観形成に寄与している建築物や景観活動、地域が誇る堺らしい景観などをふるってご推薦、ご応募ください。

推薦・応募期間

　平成27年７月１日㈬〜８月31日㈪（必着）
推薦・応募対象

　※次のものについては対象外とします。
　　①　法令等に違反しているもの
　　②　堺市が施行したもの（設計者や施工者は対象とする）
　　③　文化財保護法その他条例等による指定等を受けているもの
　　④　過去に堺市景観賞で表彰されたもの
　　⑤　暴力団等とかかわりのある物件の所有者等
　　⑥　表彰にふさわしくない行為や事情があった者　
推薦・応募方法

　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、電子メール又は持参により堺市都市計画部都市景観室「堺市景
観賞」担当までご応募ください。

　一人何件でもご推薦、ご応募いただけますが応募用紙一枚（メール一通）に一件の推薦・応募としてください。
審　　査

　一次選考
　　・選考委員会委員による書類審査
　　・市民投票（景観活動部門を除く。）
　二次選考
　　選考委員会委員による現地審査又は景観活動主体によるプレゼンテーション
発表・表彰

　表彰式は平成28年２月に行う予定です。なお受賞決定した建築物等の所有者及び景観活動団体に対しては表
彰状の授与及び記念品の贈呈を、設計者及び施工者に対しては表彰状の授与を行います。また、受賞等の詳細
については、平成28年２月号の「広報さかい」及び本市ホームページに掲載する予定です。
問合せ先・送付先

　〒590-0078　堺市堺区南瓦町3番1号
　堺市建築都市局　都市計画部　都市景観室「堺市景観賞」担当
　電話　072-228-7432　FAX　072-228-8468
　メール　tokan@city.sakai.lg.jp　URL　http://city.sakai.lg.jp/

部　　門 応　募　の　対　象

建 築 物 等 部 門

概ね10年間（平成17年４月から平成27年６月まで）に新設、補修、改修等を行い完成
した次のもので、以下の①〜③のいずれかに該当すると思われるもの
　○建築物………ビル、店舗、住宅など
　○工作物………橋梁など
　○屋外広告物…①先進的なデザイン等を取り入れ、まちのシンボルとなるような魅力

を発信しているもの
　　　　　　　　②地域特性（地形、自然、歴史、文化）を読み解き、これらとの調和

に配慮したもの
　　　　　　　　③周辺のまちなみに調和し、付近の景観を引き立たせているもの

歴史的建造物部門 昭和25年以前につくられた建造物で外観を維持・保全するための行為（修繕、改修等）
により、良好な景観を形成しているもの（町家や洋館等）　※神社、仏閣は対象外

景 観 活 動 部 門
地域の景観に関する情報発信や景観に関する意識啓発などの活動

（例：景観資源マップの作成、景観に関する学習、地域で定めたルールにより良好な景
観を形成している取組みなど）

ま ち な み 部 門 良好な景観を形成し市民の誇りとなる風景や場所など

第16回堺市景観賞
〜 あなたのお気に入りの『堺』を募集 〜
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前代未聞の住民投票が行なわれた大阪の今は前より良
くなっているのかどうか未だ未知数です。投票年齢の
引き下げ等で、政治への関心が高まるなら良い事かも。
毎日発信されるニュースの多くが、人に何らかの影響
を与えているのを思うとたった１日でも世界はかわり
そうです。

7月～
9月

卯あれこれあり得ない様な話に振り回され
る。自分がそう言う人や物事を惹きつけ

ている事を自覚するべし。同じ様に他人を振り
回しています。
７月…簡単な約束でも守りましょう。軽んじる

傾向があります。
８月…浮世離れしている。現実逃避でもない様

ですがちょっと心配。
９月…拠点となる住居の移転があってもおかし

くない。お薦めしない。

辰天秤にかけている将来を選べない。もう
直ぐ時間切れですよ。天秤にかけている

時点で、どちらを選んでも変わりません。基準
が自分自身だから。
７月…余り無理のない計画を立て、仕事をして

下さい。息切れする。
８月…会社の方針が180度転換する。人事も入

れ代わる。影響はある。
９月…評価基準の見直し等厳しいが、残って仕

事はこなせる。大丈夫。

巳運気が回復基調です。大きな流れの中の
一年ですから人生総てが、とまでは行か

ない。積み重ねですから機会は利用しましょう。
借りは返す事。
７月…人を感化する能力に長けています。その

影響をよく考える。
８月…過去の問題が穏やかに解決する。同じ問

題には注意が必要。
９月…英気がみなぎる。パワー全開です。ハメ

をはずしそう。

子虫刺されや、かぶれ等になり易い。公私
にわたり頼りにされています。自分は頼

れない分愚痴も言いたくなる。我慢せずに趣味
道楽で発散が一番。
７月…交友関係に変化。身辺整理する良い機会。

取捨選択が必要です。
８月…景気の動向には敏感に！細かい調整で経

営のバランスを保つ。
９月…部下や子供との対話を重視しよう。問題

を解決する糸口になる。

丑やる気の出ないシーズン。中だるみと言
えるのか、どうか。無理な買い物した人

は、その為に余計辛い。手放せない故に必死で
す。これ以上は無理。
７月…仕事が増えない。方向性も定まらず悪循

環に。下手な動きは禁止。
８月…受けた仕事を粛々とこなし、自然に任せ

るのがベストな選択かも。
９月…公私ともに少し上向き加減。新たな人脈

と仕事に期待しましょう。

寅してもしなくても時間は過ぎて行きます。
責任感の強い貴方は最後まで関わるので

大変です。分かち合える時は、そうして下さい。
慣れる事。
７月…つい強い口調になりますが、相手方の為

と思って言うのが良い。
８月…目立たない様に、裏方に回っていると難

をのがれる。整髪が吉。
９月…資金流出の可能性あり。額は多少融通が

効くが止められない。

魔女のひとりごと
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午不満が多いが、多い程マイナスをプラス
に変える力があります。男女では少し違

いがある。女性の方が決断力の差の分強い。男
性はスタートが遅い。
７月…お腹こわしていませんか？消費期限や賞

味期限に気をつける。
８月…安定を求めているのにすぐに反対のもの

に惹かれてしまう。ムダ。
９月…普段より頭が働いて、リスク管理がしっ

かりできる。珠数が吉。

未保険ばかり入るよりは、貯蓄する方が良
いでしょう。この時代を見越しての用意

をする事です。充実する為、堅実さに磨きをか
けて臨んでください。
７月…理由なくゴタゴタする。長引かないが落

ち着かない。静観する。
８月…成就がキーワード。小さなものから大き

なものまで範囲内です。
９月…ぬか喜びです。期待は小さく成果は多く

が理想。がっかり。

申活躍できる場所や仕事がある。やす受け
あいは控えて。お人柄につけ込んで無茶

な頼みもある。フットワークの必要な事柄なら
ピッタリ。儲かる。
７月…周囲が協力的。相談にものって貰えるが、

相手を選んで下さい。
８月…今来ている話は眉ツバもの。聞くだけで

即答しない方が無難。
９月…家族と親密に過ごせます。仕事ばかりも

味気ないものです。

酉目立たない様でも目立つ貴方。案外見ら
れています。要領よすぎるのは、陰口の

対象になる。仲間とつるむのが苦手でも、味方
は大事。必要です。
７月…普通過ぎて順調さに気付かない。感謝し

ましょう。詐欺に注意。
８月…胸部に問題あり。異変を感じたら、レン

トゲン等お薦めします。
９月…孤軍奮闘。他人は頼りにならない。乗り

切れば次回に繋がる。

戌病気知らずの人は、ひとたび弱れば心が
挫ける。体調がすぐれないのなら、過信

せずに養生して下さい。仕事中心の生活から抜
け出すのも悪くない。
７月…雑多な情報は、整理しないと役に立たな

い。目は通しておく。
８月…上から目線の貴方ですが、結構な人達に

好かれ頼られている。
９月…思惑外れですが、必要な資金の確保はで

きる。暴走しないお陰。

亥仕事はそつなくこなし、いう事なしの貴
方です。私生活はどうです？スケジュー

ルを埋めるのに苦労してるなら良きパートナー
を見つけて下さい。
７月…同業者会、同窓会そんな集りに縁あり。

知人を作りましょう。
８月…駆け引きなしに仕事がスムーズに進む。

予想外の営業益が出る
９月…仕事に度々干渉が入る。拒めないのが辛

い。受け入れるしかない

iP細胞を使って治るだろう病気の種類が増えそうです。実用化に一歩も二歩も前進？ 
難聴は２年後位に治せる様です。すごい………！！
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第526回理事会報告
日　　時　平成27年４月10日㈭　午後６時
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長
本人出席 松本理事長、森川・悦・堀ノ江・伊藤

副理事長、金井・柏原・栩野・山岸・
木南・可児・橋本理事

書面出席　浦副理事長、松林・大亦・夏目理事
審議事項
　⑴監事提出書類及について
　　議長は、悦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
　　議長は悦副理事長に次年度の事業並びに予算

について説明させた後、これを議場に諮った
ところ、満場異議なく承認可決した。なお、条
例等の勉強会について橋本理事に説明させ、
7月11日㈯午後４時から土屋久安氏（㈱日塔設
計事務所）講師にて開催することを承認可決、
その他の事業についても各担当より簡単な説
明をさせた。

　⑶通常総会提出議案について
　　議長は、森川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26年度事業報告について
　　・第２号議案　平成26年度収支決算・剰余金

処分について
　　・第３号議案　平成27年度事業計画設定につ

いて
　　・第４号議案　平成27年度予算設定について
　　・第５号議案　平成27年度借入金残高の最高

限度額設定について
　⑷通常総会について
　　議長は、森川副理事長に通常総会について５

月26日㈫午後４時30分からホテル大阪ベイタ
ワー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、栩野理事に脱退の申し入れのあった

以下の事業所を読み上げさせ、了承されれば
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。

　　・北支部　寝屋川サイン
　　　　　　　（代表者　西嶋　洋三）
　　　　　　　理由　一身上の都合
　⑹野球観戦について

　　議長は、森川副理事長から提案のあった甲子
園球場での野球観戦について伊藤副理事長に
説明させ、45周年記念事業の一環として開催
することを承認可決した。

第527回理事会報告
日　　時　平成27年５月８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・悦・浦・伊藤副理

事長、金井・松林・柏原・松原・橋本
理事

書面出席　栩野・大亦・山岸・夏目・木南・可児
理事

出　　席　北川青年部長
審議事項
　⑴監査を受けた決算関係書類の承認について
　　議長は悦副理事長に監事の監査を受けた平成

26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収支予算について
　　議長は悦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通常総会について
　　議長は、森川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７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。

　⑷条例等の勉強会について
　　議長は、浦副理事長に7月11日㈯土屋久安氏

（㈱日塔設計事務所社長）講師による条例等の
勉強会について事業計画書を基に説明させ、
満場異議なく承認可決した。なお、質問事項を
事前に受付、講師と打合せすることとした。

　⑸45周年記念事業について
　　議長は、伊藤副理事長に野球観戦について事

業計画書を基に説明させ、７月22日㈬午後６
時試合開始の阪神対巨人戦を150名（１社２名
迄）、チケット代を1,000円負担、募集締切７月
１日とすることを議場に諮ったところ、満場異
議なく承認可決した。また、記念事業を含めた
様々な事業の参加を促すべく、支部毎の参加率
による年間順位算出等を検討することとした。

第528回理事会報告
日　　時　平成27年６月11日㈭　午後６時
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長

OAC理事会
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 （平成27年７月20日発行）

あとがき
　通常総会も無事終わり、組合創立45年目を迎え
たＯＡＣでは、いくつかの記念事業を予定してお
ります。第一段は、この機関誌がお手元に届く頃
に開催するプロ野球観戦です。良い天気となり、
150名の参加者が甲子園球場で楽しまれることを
願っております。
　この後、９月に記念ゴルフ大会、10月に記念旅
行会、来年５月には記念式典、そして最後は記念
機関誌の発行です。機関誌はちょうど１年後とな
りますが、徐々に構想を練りながら進めていこう
と考えておりますので、ご協力頂きますよう宜し
くお願いいたします。

広報文化委員長　木南　憲二

お知らせ
◇住所変更
◦南支部　栄光美芸㈱
　　新　〒590-0821
　　　　堺市堺区大仙西町４丁１２６－５
　　　　TEL　072-247-3702
　　　　FAX　072-247-9311

◦北支部　㈱美原広告
　　新　〒587-0032
　　　　堺市美原区さつき野東3-2-20
　　　　TEL　072-362-7506
　　　　FAX　072-220-0700

◇組合員ご家族の慶弔
〔弔事〕
◦東支部　㈱光陽銘板
　　会長　吉本　憲太郎氏　ご逝去
　　　（H27年５月18日）

本人出席　松本理事長、浦・堀ノ江副理事長、笠谷・
金井・松林・栩野・松原・山田・大亦・
木南・橋本理事

書面出席　森川副理事長、柏原・山元・山岸・夏目・
可児理事

出　　席　北川青年部長
審議事項
　⑴出資配当金の還付方法について
　　議長は、事務局に平成26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（振込）支払いとする。

　⑵大阪府支援事業（中央会委託）について
　　議長は、理事長として中央会が委託を受けて

いる大阪府の支援事業について説明、取り組
む方向で進めることを可決承認した。なお、次
月理事会にて中央会の担当者に具体的な内容
について説明してもらうこととした。

　⑶45周年記念事業について
　　議長は、金井理事に記念ゴルフ大会について

事業計画書を基に説明させ、９月12日㈯、東条
の森カントリークラブ東条コース、動員目標
80名で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。案内文は次月理事
会で検討することとした。

　　記念旅行会の日程について浦副理事長に説明
させ、10月18日㈰・19日㈪で開催することを
承認可決した。行き先については次月検討す
ることとした。

　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

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。

　　・中央支部　白鳩広告㈱
　　　　　　　　（代表取締役　南　俊哉）
　　　　　　　　理由　諸事情

215号P6の住所に誤字がありました。
お詫びして訂正させていただきます。
　㈱カシヤマ
　堺市堺区向陵西町３－１－30

お詫びと訂正



｜ 2｜

　第44回通常組合員総会は平成27年５月26日㈫午
後４時30分よりホテル大阪ベイタワー４階ベイタ
ワーホールに於いて組合員100名（委任状含む）
の出席を得て盛大に開催されました。
　開会に先立ち出席者全員で組合関係物故者のご
冥福を祈り心からの黙祷を捧げました。厚生担当

副理事長の私、掘ノ江が司会として開会の辞にあ
たり、本総会の有効成立の宣言をもって進行を務
めさせていただきました。
　まず松本理事長の挨拶があり、新規加入組合員
の紹介、その後、組織拡充功労の表彰者、去る２
月に幕張メッセにて行われた第28回技能グランプ

第44回 通常組合員総会開く！
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リへの出場者、それぞれの方に理事長より感謝状
及び記念品の贈呈を行いました。
　続いて夏目相談役を議長に選出し議事に入りま
した。平成26年度の事業報告を浦副理事長より、
決算報告ならびに剰余金処分案については悦副理
事長より説明があり、監査報告の後、原案通り可
決承認されました。次いで事業計画の設定、予算
の決定、借入金残高の最高限度額の決定について
もそれぞれ担当者から説明の後、いずれも原案通
り可決承認されました。

　議長が降壇し、司会による閉会の辞により通常
総会は滞りなく終了致しました。その後出席者全
員による記念撮影を行いました。
　第２部懇親会は隣の会場に移り、ご来賓、賛助
会員の方々をお迎えして、司会の山元厚生委員長
の開会のことばで始まりました。
　浦副理事長をソングリーダーに全員でOACの
歌の斉唱、松本理事長による挨拶の後、ご来賓及
び賛助会員の紹介がありました。
　引き続きご来賓を代表して、佐藤　章衆議院議

員、釜中優次大阪府議会議
員、木下吉信大阪市会議員
の３名の方々から温かいご
祝辞をいただきました。
　そして関西ネオン工業協
同組合の道祖副理事長によ
る乾杯のご発声により和や
かな会食・歓談が弾む宴席
となり、今回も良き交流の時
間を過す事が出来ました。
　そして私、掘ノ江の閉宴
のことばを持ちまして、名
残惜しむ中無事終宴のはこ
びとなりました。
 副理事長　堀ノ江　良
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　「何でも１番がいい！」と支部役員一同の意向で、
支部総会トップバッターとして平成27年４月２日に
中央支部員11名、ならびに松本理事長、伊藤副理
事長はじめ10名のご来賓にご臨席を賜り、大阪マ
リオットホテル20Ｆ宴会場にて平成27年度中央支
部総会を開催いたしました。
　日本一高いビルとして開業から１年を迎えたあべ
のハルカス。大阪のランドマークとして馴染みある
ものになりつつも、意外にもまだ展望台へ登られた
ことがない方が多かったようで総会までのひと時を
ハルカス300でお過ごし頂きました。
　地上300Mから見下ろす大阪の町並みには桜色
の箇所がちらほら見え、まるでジオラマのような
景色にあちらこちらから感嘆の声が聞こえていま
した。
　本来は、夜景に映像を映し出すプロジェクトマッ
ピングイベントが期間限定で開催されており、そ
ちらも楽しんでいただきたかったのですが、私のリ

サーチ不足のため総会の開催時間と重なってしま
い、残念ながら支部員の方にはご覧いただけない
という凡ミスをおかしてしまいました。この場をお
借りしてお詫び申し上げます。
　そして本題の総会は、森川氏の司会進行により
宮崎氏を議長に選任し、全ての議事が慎重審議さ
れ、滞りなく原案どおり議決され閉会しました。
　引き続き松本理事長による「元気！」な乾杯の
御発声により懇親会が始まりました。
　ハルカス300とは少し違う20Fからの見事な夜景
と華やかな料理も相まって、場の雰囲気も華々しく
終始和気藹々としており、また今回新たにOACに
ご加入頂きました㈱ナニワの若松氏、そして㈱つ
むら工芸の新担当杦岡氏のご紹介と参加者全員に
も自己紹介をお願いし、改めて皆さんの親睦を深
められた懇親会となりました。
　また今年度も様々な行事に取り組み、より多くの
方々にご参加頂ければと思っておりますので皆様
のご協力を賜りますようお願い申し上げます。

支部長　笠谷　周正

中央支部総会支部だより
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　平成27年４月７日㈫千日前の中納言にて、東支
部の総会を行いました。
　程よい緊張感の中、粛々と進められ、第１号議
案から第４号議案まで無事に全ての原案が全員一
致で承認されました。
　その後、豪華なお料理に舌鼓をうち、東支部恒
例のゲーム大会ではビンゴゲームを行い、大いに
盛り上がりました。
　伊藤副理事長をはじめたくさんの方にお集まり
いただき、大いに盛り上げていただきました。本
当にありがとうございました。

　支部の皆様におかれましては、今期も色々な行
事があります。役員を中心に大いに盛り上げてい
きますので、１社でも多くのご参加をお待ちして
おります。よろしくお願いします。
 支部長　金井　和人

東支部総会支部だより
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　平成27年４月７日㈫に中国料理 大成閣にて西
支部総会を開催いたしました。
　支部員39社中、出席13社（14名）、委任状14社
で総会は成立、夏目副支部長の司会進行で、議長
に信貴相談役を選出し、全ての議案を承認頂き無
事終了することが出来ました。
　懇親会は森川副理事長の乾杯のご発声で中国料
理を舌鼓しながら、新入会員の㈱本州堂 長澤氏
の自己紹介があり、そして来賓の皆様にも自社の
PRをして頂きました。
　そして恒例の山岸副支部長が司会進行の豪華景
品のアトラクションがありました。
　今回は指でする単純なゲームなのですが、お酒

が入っているせいか珍プレーの続出で大変盛り上
がりました。
　その後は、OACが創立45周年を迎えるので、
それに向けて支部の中で会員数が一番多い西支部
から盛り上げていこう、そして西支部の会員さん
の参加者を一人でも多く増やしていこうという話
などをしながら時間となり散会しました。
　最後になりましたが、お忙しい中ご参加いただ
きました、松本理事長、森川副理事長、賛助会員
の㈱ホケンプロジェクト多志満様、㈱ケイエス
ビー瀧様、㈱ニップコーポレーション吉岡様、中
央支部から㈱ナニワ若松様、事務局の今村局長、
本当にありがとうございました。
　今後とも西支部を宜しくお願い致します。
 支部長　伊藤　陽祐

西支部総会支部だより
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　平成27年４月11日㈯ホテルアゴーラリージェン
シー26階サファイヤにおいて支部会員36社中、出
席16社、委任状出席18社にて、成立の上、南支部
総会を開催いたしました。
　私事､ あいにく風邪をこじらしてしまい、ひど
い鼻声での支部長の挨拶でしたが、浦幹事の司会、
樫山幹事の議長の下、議事はスムーズに進行し、
事業報告、会計報告、事業計画、予算案と全て満
場一致で承認頂きました。
　第２部の懇親会は、松本理事長、悦副理事長、
今村事務局長をお迎えし、また、南支部の特色で
ある、ご夫婦揃っての参加を含め23人の和やかな
会となりました。
　次々と運ばれてくる本格中華料理やお酒に堪能

南支部総会支部だより

しつつ、ビンゴゲームも石井幹事の司会の下、大
いに盛り上がりました。今年は、南支部の会員で
もあり、東支部の支部長でもあられる金井社長が
初参加してくださいました。南支部の和気あいあ
いとした雰囲気をたくさん感じていただけたので
はないでしょうか。初めての参加の方や、久々の
参加の組合員様がいらっしゃると、また新しい意
見や情報が得られ、より実りの多い集まりになる
と感じます。
　これからもお一人でも多くの方に参加してもら
えるよう役員一同、今年一年楽しい企画で南支部
を盛り上げていきたいと思いますので、よろしく
お願いいたします。
� 支部長　松林　泰弘
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　北支部総会を岡野相談役が議長となり平成27年
４月25日がんこ寿しにて開催いたしました。議案
は全て原案通り可決承認されました。
　開催冒頭には本年２月にご逝去されました平成
美装の尾関さんのご冥福を祈り１分間の黙祷をい
たしました。尾関さんからはいつも「北支部の今
後を担うのは君たち若い者や、頑張らなあかん
よ。」と激励を頂いておりました。またある時は
北支部の青年部メンバー３人を誘って頂き、仕事
のこと、そしてプライベートのことなどもお話を
してくれ本当に勉強になりました。そんな方がい
た北支部を、今後も私達が微力ながら盛り上げて
いきたいと思います。
　本年の夏には十三花火大会見学、そして年４回

北支部総会支部だより

開催しているゴルフ会もいろんな方とプレーを通
してコミュニケーションを図る場にしていければ
と思っています。私もゴルフ会の幹事をして２年
目になりますが、毎回プレーは「安くて、近くて、
楽しくて！」をモットーに行っております。
　朗らか家族の様な北支部。これからも宜しくお
願いします。� 大島　祥一（㈱山崎標記）
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堺市路上違反
簡易広告物除去活動

　平成27年４月11日㈯午前10時よりJR鳳駅
周辺にて貼り紙等の除去を行いました。

南支部長　松林　泰弘

大阪市「かたづけ・たい」活動に参加!!

　平成27年７月９日㈭午後５時よりJR鶴橋駅
周辺で ｢かたづけ・たい｣ 活動を行いました。

東支部長　金井　和人

OACは労働保険事務組合としての仕事もしております！
●事務組合とは？
　労働保険事務を事業主に代わって行う厚生労働大臣の認可を受けた団体です。

●事務委託のメリットは？
　①労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入すること

ができます。
　②労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
　③労働保険料を３回に分割して納付できます。

●事務委託料は？
　月500円〜となっております。

●委託の手続きは？
　いつからでも委託可能です。他の労働保険事務組合に委託されていた事業所でも委託替えは簡単です。

１人でも労働者を雇っていれば労働保険に加入しなければなりません。
（労働保険とは労災保険と雇用保険を総称したものです。）

労災保険…労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸に
も死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保健給付を行うものです。

雇用保険…労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働
者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。

※詳細につきましては組合事務局までお問い合せ下さい。　電話 06－6771－9010
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　平成27年４月24日、梅田にあるイル・ピノーロ
にて部員22名の出席を頂き第９回OAC青年部総
会を開催いたしました。
　今回は役員改選があり、笠谷前部長から私が部
長の大役を引き継ぐ事となり、挨拶で何を話そう
か考えていたら、前日はあまり眠れず、当日も会
場に早く到着し、一人そわそわしておりました。
そんな中、総会が開始されました。総会は中元幹
事の司会、開会の辞で始まり、笠谷前部長のご挨
拶の後、議長に熊倉氏を選出し議事に入りまし
た。平成26年度事業報告及び会計報告、平成27年
度事業計画案及び収支予算案がスムーズに原案通
り可決承認され、最後に役員改選として別表のメ
ンバーが選出され、すべての議案が滞りなく可決
承認され総会が終了いたしました。
　通常総会が終わるとホッとするのですが、私は
新部長挨拶が控えていたため、緊張がMAXに達
し、あまりこの時の記憶がないのですが（笑）ま
だまだそわそわしていました。
　懇親会には松本理事長、森川副理事長、今村事
務局長、そして、友好団体である大阪屋外広告美
術協同組合青年部より石川部長、水沼副部長、関
西ネオン工業協同組合青年部より海中部長をご来

賓でお迎えし、岸田副部長の司会で開始しました。
　そしてついに私の就任挨拶の時間となりました
が、緊張のあまり、直前で頭が真っ白になり、考
えていたことをすべて忘れてしまいました。結局
自分ではあまり何を話したのか覚えていないので
すが、文章がまとまっていない長々とした挨拶に
なってしまい、立派な就任の挨拶をされていた歴
代の部長の凄さを改めで実感しました。
　そんな私のグダグダ挨拶をご来賓代表の松本理
事長のすばらしい挨拶と石川部長の乾杯の音頭で
全員のテンションはすごく良い状態に持ち直して
頂き（完全人任せですが 笑）懇親会は開始しま
した。
　途中、今回で青年部を卒部される木南氏（一工
芸）、柏原氏（柏原テント㈱）に青年部恒例の中
元幹事特製記念品と夏目相談役に書いて頂いた記

OAC青年部だより

青年部総会開催

役　　職 氏　名 事業所名
部　　長 北川福太郎 ㈱劇団往来
副 部 長 岸田　充正 ㈱光陽銘板
幹　　事 笠谷　周正 ㈱桃太郎

〃 中元　秀行 ㈲阪神彫刻工業所
〃 松本　香織 ㈲塗夢創屋
〃 松本　正敏 山中田テント製作所
〃 太田　博崇 ㈱フジネオン

会計幹事 大川　由保 ㈱キヌガワ
監　　査 秋村　敬三 ㈲秋村泰平堂
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OAC青年部だより
念に残る感謝状をお渡しさせていただきました。
夏目相談役、中元幹事お忙しい中作成頂き本当に
ありがとうございました。
　そしてOAC青年部設立当初からずっと役員と
して貢献されていた夏目健一氏が今回で役員を退
任されましたので、突然のフリにもかかわらずす
ばらしいご挨拶頂きました！！夏目様本当にお疲
れ様でした。
　楽しい時間はあっという間に過ぎ、気がつけば
お開きの時間となりました。（今回私はかなり緊
張していたということもあり私だけ楽しいとか感
じる余裕もないまま気が付いたら終わりの時間と
なっておりましたが（笑））
　最後はOAC恒例の森川副理事長の締めの挨拶
で楽しい宴は終了いたしました。
　総会終了後からこの原稿を書くまでに本部や青
年部の事業に参加し、少しは部長として人前で話
すのも慣れてきた今日この頃、来年青年部は発足

して10周年を迎えるので、10周年記念までには歴
代の部長に負けない様な挨拶をできる様に日々努
力していきます。
　こんな不器用な私ですが、本部組合員の皆様の
ご理解と青年部部員の皆様のご協力のおかげでな
んとか部長職を全うさせていただいております。
　本当に感謝いたしますとともに今後とも引き続
き青年部活動へのご支援、ご協力を賜りますよう
お願い申しあげます。
 部長　北川　福太郎

　こんにちは。阪神彫刻の中元です。
　青年部でもゴルフをされる人達が増えてきてお
り、今年もゴルフコンペを開催する運びとなりま
した。青年部と言う事もあり休日での開催となっ

OAC青年部ゴルフコンペ開催
た５月31日㈰、三田プレミアムアウトレットの近
くにある「北神戸ゴルフ場」で行いました。
　参加人数は総勢11人、３組での開催となり、大
広協青年部の石川部長、日根野谷氏、関ネ協青年
部の海中部長にもゲストとして参加頂きました。
　北川部長の始球式で始まったゴルフコンペは、
天気予報では雨だったにも関わらず、当日は終日

晴れており、天候に恵まれ、気持ち
よくプレーする事が出来ました。
　無制限ダブルペリアのルールで誰
が優勝してもおかしくない状況でし
たが、グロス105、ネット73.8のスコ
アで山崎標記の大島さんが優勝しま
した。おめでとうございます～。ち
なみに、私自身は中途半端な４位と
言う結果で終わりました（無念…）。
　今後、青年部の人達も沢山のゴル
フコンペに参加させて頂く事になる
と思います。諸先輩方にもご迷惑を
掛けてしまう事もあるかとも思いま
すが、優しくご指導頂き、温かく見
守って頂けます様、宜しくお願いし
ます～。
 幹事　中元　秀行
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　５月18日に「寿司はせ川」にて技能士会総会を
開催し、慎重審議により滞りなく閉会をむかえる
事ができました。
　事業活動では、ものづくりコレクション、ハッ
ピーアースデー、小中学校でのものづくり教室へ
の参加を行い、地域の皆様へ技能士会の活動をご
理解いただけたと確信いたしております。
　又、小中学校の生徒さんには、〝ものづくり〟の
楽しさや、ものづくりを通じて一つの作品を完成
させた時の喜びを体感していただけた事でしょう。
　今後も各事業や講習会へ積極的に参加し、自身
のスキルアップを目指していきたいと思います。
　総会から第二部の懇親会へとうつり、先ずは冷

えたビールで「乾杯！」
　元タレント島田紳介氏が営む「はせ川」は、私

も行ってみたかったお店の一つで、素材に
こだわったおいしい料理に舌鼓を打ち、皆
さんとグラスを交わし、技能士会の今後や
プライベートな話など色々とお聞きし、会
場は終始笑い声が絶えず笑顔の花が咲き、
楽しいひと時を過ごさせていただきまし
た。
　今後もＯＡＣから元気を発信できます
様、努めてまいりますので、宜しくお願い
申し上げます。
� 副会長　山本　康浩

技能士会だより

第38回 技能士会総会通常開催
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　堺にある日立広告さんにおじゃま致しました。
着いていきなり、「これ見て ! !」と自作の「LED
の方が電気代安いよ装置」をドーンと出してきま
した。蛍光灯とLEDの電気容量の違いが一目瞭
然で解るようになっていて、お客様に装置を使っ
て説明すると、LED交換の仕事がほぼ決まると
の事。（確かに解りやすい）

　「何かお宝はないですか？」とお聞きすると、
酒屋さんが廃業した時にもらった立派な木彫看板
があるとの事。立派な木板にしっかり彫り込んだ
文字、今では見ない一部金箔貼りを施した、歴史
を感じる古き良き時代の看板にほっこりさせて頂
きました。

　それと、もう一つおもしろかったのが、プレミ
アがついていそうな「横山ノック」元知事の選挙
看板！（なんで持ってるの？）今では考えられな
い、イラスト部分が全てカッティングシート貼り
合わせ加工でした。また、下垣内さんが看板のイ
ラストに瓜二つ。（爆笑）

日立広告
堺市堺区八千代通４－26

代表者　下垣内  信夫

　そうこうしている
と、奥さんが「お茶
飲んでいって～」と
の事で、２階に上が
るとまたビックリ！
ぬいぐるみで埋めつ
くされた部屋は本格
的なカラオケルーム
で、そこはまるでラ
ウンジ「メルヘン」。
昔の写真を見ながら
楽しいエピソード、
結婚式やOAC旅行会などの話を聞きながら、そ
ろそろ終わりかなと思っていたら、カラオケのリ
モコンを触り出した。（やばい!!）
　奥様のお歌を２、３曲ほどお聞かせいただき、
このままでは帰れない雰囲気漂う中、なんとかラ
ウンジ「メルヘン」からの脱出に成功しました。（笑）
　下垣内さんご夫婦、お忙しい中、長時間の取材
にお付き合い頂きまして、ありがとうございました。
 木南　憲二

事業所訪問編
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㈱ナニワ
八尾市八尾木１－233

代表取締役　木下　芳久

ナニワは物づくりの原点に立ち、
お客様のあらゆるニーズにお応えします。
屋外広告の代表ともいえる「電飾看板」
　４月よりOAC及び青年部に加入させて頂きまし
た㈱ナニワです。弊社のモットーは【照明器具及
び看板灯器具の製造・販売・企画・サービスを通
じて顧客満足100％の製品を提供し、広く社会に貢
献できる企業を目指す】でございます。
　事業内容はモットーにも書かれている看板灯器具
の製造販売を目的に創業し、現在は看板資材全般を
取扱いLED照明器具の製造販売も行っております。
　看板灯器具は創業以来製造を行っておりますの
で、常に業界の市場ニーズに答え、お客様側に立っ
た商品開発を心がけて参りました。おかげさまで現
在製品の種類は150を超えましたので、あらゆる電
飾看板にお使い頂ける商品をご用意しております。
　また弊社ではその他の各種電材やアクリル、ア
ルミ複合板から規格看板まで多くの看板資材を取
り扱っております。その中でもお客様にご好評頂い
ておりますのがマーキングシートの切り売りです。
ご注文頂けましたら当日又は翌日に必要なメーター
数をカットして発送しております。
　LED照明器具は直管型LEDと呼ばれる蛍光灯タ
イプのLEDの照明器具を約６年程前から製造販売
しております。納入事例としては大手コンビニ、ホー
ムセンター、ドラックストアなどの店舗からオフィ

スや工場までさまざまな場所ご活用頂いておりま
す。ご要望がございましたらご一緒にお客様に商品
案内やご提案書の作製もさせて頂き、工事までをワ
ンストップで対応致します。
　組合に参加させて頂いた以上、少しでも皆様に
お声掛けして頂けるような企
業になれるように努力をして
参ります。また、現場や市場
のニーズをご教授頂き、広告
業界に貢献できるような商品
開発も行って行ければと思っ
ておりますので宜しくお願い
致します。

Ｓ型看板灯器具

Ｌ型看板灯器具

ＩI型看板灯器具

担当
若松　猛雄

新規加入組合員
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　今年の４月からOAC並びにOAC青年部に加入
させて頂きました㈱本州堂の長澤と申します。
　弊社は昭和43年に創立。先代の父が弊社を興し、
他界した後は母が代表を務めております。当初は
住之江区に本社を構えていましたが、現在は中央
区南船場に本社がございます。創業当時からあっ
た住之江区の工場を去年、浪速区に移転しまして、
より本社との連携がしやすくなりました。支店は
和歌山市と徳島市にあり、近畿以外の広告も扱っ
ております。
　主にバスの広告の代理業をしており、近畿一円
すべてのバス広告を扱っています。バス広告の扱
い高では近畿一のシェアを誇っております。私た
ちはバス広告を通じ、企業、地域の皆様のお役に
立ちたいと思っております。

㈱本州堂
大阪市中央区南船場４－12－24

代表取締役　長澤　恵子

　日々の営業活動においてお客様の事業内容・出
稿目的などをヒアリング、それらに基づいてご提
案します。そして、バス広告を熟知したデザイナー
が掲出目的やターゲット層に合わせた原稿校正な
どラッピングバスの型紙作成も致します。
　工場では看板・ステッカー・シースルーシート・
ラミネート加工・ 大型インクジェットプリンター
による出力（住友３Ｍ製シート使用）施工におい
て実績を積んだプロの職人によるバス車両への
ラッピング作業を致します。
　弊社は媒体から施工まで自社で管理しているの
で、不用な中間マージンが発生しません。お客様
のニーズに柔軟に対応してい
けると自負しております。
　組合活動においては皆様の
お役に立てるよう頑張って参
ります。仕事の上でもお声が
けして頂ければ幸いです。ど
うぞ宜しくお願い申し上げま
す。

担当
長澤　達也



｜ 16｜

250回 OACG会コンペ
平成27年６月20日㈯
東児ヶ丘マリンヒルズゴルフクラブ／17人参加

249回 OACG会コンペ
平成27年４月９日㈭
天野山カントリークラブ／18人参加

　スポーツの中でもゴルフは不向きで、これまで
はあまり練習もせずスコアが散々でしたので、今
回はコンペ前に羽曳野に出向いて金井さんのレッ
スンを受けました。レッスン後に食べる本場の焼

優勝　金井　和人
２位　中筋　敦生
３位　信貴　理伸

　第249回 OACG会は、４団体合同コンペの第16
回ASG会との併催で天野山カントリークラブに
て行われました。ASG会には総勢61名が参加、天
気も良くゴルフ日和の中、各団体の同世代の方々
とまわらせていただき、和気あいあいと楽しく１
日プレーすることができました。
　そのおかげで、待望の２回目の優勝をさせてい
ただきました。来年７月のマンスリーＡクラスの
出場権も手にできたので、次はマンスリーの初優
勝を目指して頑張りたいと思います。
� 金井　和人
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優勝　堀ノ江　良
２位　伊藤　陽祐
３位　松本　　優

肉は格別で、最高に美味しくて毎回楽しみにして
います。
　私が生まれる前の1973年から始まったOACG会
が250回を迎えるのを記念して、今回は岡山県の東
児ヶ丘マリンヒルズゴルフクラブで開催されまし
た。このゴルフ場は、石川遼プロが2007年にツアー
史上最年少優勝したところです。使用クラブ、ウ
エア等が飾ってありました。
　早朝から岡山まで移動してきたのに、皆さんは
元気一杯でいつもながらのパワーに圧倒されます。
　同じ組は堀ノ江さんと長澤さんで気楽な組で、瀬
戸内海を一望できるコースの途中で記念撮影をし
たり、即席のレッスンをしてもらったりと、コンペ
とは思えないぐらいほのぼのとプレイできました。
　その中でも堀ノ江さんのハーフ35の驚異的なゴ
ルフは圧巻でした。
　私は長澤さんとスコアが接戦していて最後まで
緊張感があったので、体力よりも精神的に疲れま
したし、あんなに集中してゴルフをしたのは初め
てです。そのお蔭で久々にベストスコアを更新で
きました。
　ハンデにも恵まれて本当なら優勝でしたが、
OACG会のルールで３回連続欠席したら順位が１
つ下がるので２位でした。それでもゴルフをしな
がら初めて楽しいと思えたし、終わってからの充

実感と達成感は普段では味わえない程でした。
　せとうち児島ホテルでは懇親会から参加の方々
を含めた20名が和やかに歓談、ゴルフ談義に花が
咲いていました。私は二次会には行かず温泉で疲
れを癒し、次の日に備えて休みました。が、結果は…。
　参加された皆様お疲れ様でした。楽しい岡山の
旅でした。
　第１回目から参加している信貴さんが、約８年
後の300回も参加を目指すと仰っていましたので、
300回に向けてこれからもOACG会を盛り上げてい
きましょう。� 伊藤　陽祐
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　ここ数年、テレビで見ていたミズノオープンが
開催されているJFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部での開
催ということで、テンションも上がり、四十肩も最
近は落ち着きつつ、調子も上向きだった為、いい
モチベーションで向かえられました。
　堀ノ江キャプテン、松本実さん、北川さんとの
ラウンドとなり、クラブハウスから出ると、全て
のホールが見渡せるフラットなコースと思いきや、
ティグラウンドからは「どこに打ったらええねん？」
と言うぐらいフェアウェイは狭く、ラフはボウボウ。
キャディーさん無しではかなり厳しいと思われる
コースでした。

　前日すばらしいスコアで優勝された堀ノ江さん
がまさかの乱れように、「シメシメ」と自分のスコ
アに満足して前半は終了。後半も大崩れすること
なく終了することができ、OACG会入会４年目に
して念願の初優勝。梅雨時期で雨は覚悟していた
のですが、雨が降ることもなく、素晴らしい天候
と役員の方々のお膳立てで優勝することができま
した。本当にありがとうございました。
　当日、大阪から参加の木下先生をはじめ、ご参
加の皆様お疲れ様でした。 中筋　敦生

優勝　中筋　敦生
２位　信貴　理伸
３位　松本　　優

251回 OACG会コンペ
平成27年６月21日㈰
JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部／21人参加
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●マイナンバーセミナー
開催日時／平成27年８月28日㈮　18：30～20：00
開催場所／ＯＡＣ会議室
　※近日中に開催案内いたします。

●45周年記念ゴルフ大会
開 催 日／平成27年９月12日㈯　８：14からスタート
開催場所／東条の森カントリークラブ　東条コース
　　　　　兵庫県加東市大畑1071︲７︲２　TEL�0795︲46︲1301
　※詳細につきましてはFAXにてご案内しております内容をご覧下さい。

●45周年記念旅行会
開 催 日／平成27年10月18日㈰・19日㈪
行 き 先／石川県　粟津温泉方面
　※８月中に開催案内をいたします。

皆様のご参加をお待ちしております！

活動予定
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●行政からのお知らせ

規模の大きい小さいにかかわらず、次のようなものをご推薦ください
建
　
　物

１．将来のまちの景観をリードしていくようなもの
　　ア．敷地内に、広場などのオープンスペースを適切に

配置したもの
　　イ．壁画、彫刻などを活用して、文化的、芸術的環境

を作り上げているもの
　　ウ．敷地を共有化してできた建物で優れた景観を作り

上げているもの
　　エ．地域のシンボルとなるようなもの
　　オ．その他
２．周辺の建築物等と調和し、美しいまちなみの形成に役

立っているもの
３．伝統的なまちなみの維持・向上に役立っているもの
４．自然の景観（河川、山並みなど）と調和しているもの
５．敷地内や壁面、屋上を緑化することにより、魅力ある

景観に寄与しているもの
６．その他、この賞の趣旨に沿ったもの

ま
ち
な
み

１．総合的な計画、良好な維持管理により優れた景観を作
り上げているもの

２．伝統的なまちなみの維持・向上を図っているもの
３．適切な緑化により、魅力あるまちなみを形成している

もの
４．その他、この賞の趣旨に沿ったもの

美しく、個性と風格のあるまちの景観づくりを進めて
いくために、周辺景観の向上に資し、かつ、景観上優
れた建物やまちなみを表彰します。皆様から推薦いた
だいた建物やまちなみについて審査し、本賞にふさわ
しいものに、以下の賞が与えられます。
●大阪府知事賞　●大阪市長賞　●審査員特別賞
●緑化賞　●奨励賞　●建築サイン・アート賞

平成27年12月頃入賞作品関係者への通知をもって入賞
発表とします。

●大阪都市景観建築賞運営委員会
　〒540-0012
　大阪市中央区谷町3-1-17　高田屋大手前ビル5F
　（公社）大阪府建築士会
　ＴＥＬ：06-6947-1961　ＦＡＸ：06-6943-7103
　e-mail：info@aba-osakafu.or.jp
　HP：http://www.aba-osakafu.or.jp/
●大阪府住宅まちづくり部
　建築指導室　建築企画課　景観推進グループ
　TEL：06-6210-9718
●大阪市都市計画局　開発調整部　開発誘導課
　TEL：06-6208-7887

推薦用ハガキに、必要事項を記入の上お送り下さい。
どなたでも、一人何点でも推薦できます。HPからの電
子推薦も受け付けています。
●大阪まちなみ賞HP　http://osaka-machinami.jp/
※自薦の方は、自薦専用書式を上記HPよりダウンロー

ドして下さい。

平成27年７月１日㈬〜７月31日㈮
（当日消印有効）

大阪府域内の建物及び建物を中心としたまちなみ
●建物：平成21年８月16日から
　　　　昨年７月31日までに完成したもの
………………………………………………………………………………………
●まちなみ：昨年７月31日までに完成したもの
※建築基準法に基づく建築確認申請が必要な物件については、

検査済証が発行されていない場合、対象外となります。

推 要薦 項
趣旨 発表

問い合わせ先

（一社）大阪建設業協会・（一社）大阪空気調和衛生工
業協会・（一財）大阪建築防災センタ-（一社）大阪電業
協会・大阪府住宅供給公社・（公財）大阪府都市整備推
進センター／・（公財）建築技術教育普及センター近畿
支部・（一社）建築設備技術者協会近畿支部独立行政法
人都市再生機構西日本支社・（一財）日本建築センター・

（一財）日本建築総合試験所（一社）日本ツーバイフォー
建築協会関西支部・（一社）プレハブ建築協会関西支部
近畿建築確認検査協会・関西ネオン工業協同組合・大
阪屋外広告美術協同組合・（公社）大阪広告協会・大阪
広告美術協同組合

大阪府市長会・大阪府町村長会・（公財）関西・大阪
21世紀協会・関西鉄道協会・大阪商工会議所（公社）
関西経済連合会・（一社）関西経済同友会・大阪美しい
景観づくり推進会議

後援

大阪府・大阪市・（公社）大阪府建築士会・
（一社）大阪府建築士事務所協会・
（公社）日本建築家協会近畿支部・
（一社）日本建築協会

主催

協賛

推薦方法

受付期間

対象

今年度から、大阪府知事賞・大阪市長賞・審査員特別賞・緑化賞・奨励賞に加え

建築サイン・アート賞を新設しました
第35回　愛称：大阪まちなみ賞

すてきな建物、まちなみをご推薦して下さい!!

OACも協賛していま
す
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●行政からのお知らせ

　堺市内の優れた景観を有する建築物、工作物、広告物の所有者等、まちなみ及び良好な景観形成に貢献する活
動を行っている人々を堺市長が表彰することにより、市民及び事業者とともに魅力ある都市空間の形成を推進
するものです。

　景観形成に寄与している建築物や景観活動、地域が誇る堺らしい景観などをふるってご推薦、ご応募ください。

推薦・応募期間

　平成27年７月１日㈬〜８月31日㈪（必着）
推薦・応募対象

　※次のものについては対象外とします。
　　①　法令等に違反しているもの
　　②　堺市が施行したもの（設計者や施工者は対象とする）
　　③　文化財保護法その他条例等による指定等を受けているもの
　　④　過去に堺市景観賞で表彰されたもの
　　⑤　暴力団等とかかわりのある物件の所有者等
　　⑥　表彰にふさわしくない行為や事情があった者　
推薦・応募方法

　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、郵送、電子メール又は持参により堺市都市計画部都市景観室「堺市景
観賞」担当までご応募ください。

　一人何件でもご推薦、ご応募いただけますが応募用紙一枚（メール一通）に一件の推薦・応募としてください。
審　　査

　一次選考
　　・選考委員会委員による書類審査
　　・市民投票（景観活動部門を除く。）
　二次選考
　　選考委員会委員による現地審査又は景観活動主体によるプレゼンテーション
発表・表彰

　表彰式は平成28年２月に行う予定です。なお受賞決定した建築物等の所有者及び景観活動団体に対しては表
彰状の授与及び記念品の贈呈を、設計者及び施工者に対しては表彰状の授与を行います。また、受賞等の詳細
については、平成28年２月号の「広報さかい」及び本市ホームページに掲載する予定です。
問合せ先・送付先

　〒590-0078　堺市堺区南瓦町3番1号
　堺市建築都市局　都市計画部　都市景観室「堺市景観賞」担当
　電話　072-228-7432　FAX　072-228-8468
　メール　tokan@city.sakai.lg.jp　URL　http://city.sakai.lg.jp/

部　　門 応　募　の　対　象

建 築 物 等 部 門

概ね10年間（平成17年４月から平成27年６月まで）に新設、補修、改修等を行い完成
した次のもので、以下の①〜③のいずれかに該当すると思われるもの
　○建築物………ビル、店舗、住宅など
　○工作物………橋梁など
　○屋外広告物…①先進的なデザイン等を取り入れ、まちのシンボルとなるような魅力

を発信しているもの
　　　　　　　　②地域特性（地形、自然、歴史、文化）を読み解き、これらとの調和

に配慮したもの
　　　　　　　　③周辺のまちなみに調和し、付近の景観を引き立たせているもの

歴史的建造物部門 昭和25年以前につくられた建造物で外観を維持・保全するための行為（修繕、改修等）
により、良好な景観を形成しているもの（町家や洋館等）　※神社、仏閣は対象外

景 観 活 動 部 門
地域の景観に関する情報発信や景観に関する意識啓発などの活動

（例：景観資源マップの作成、景観に関する学習、地域で定めたルールにより良好な景
観を形成している取組みなど）

ま ち な み 部 門 良好な景観を形成し市民の誇りとなる風景や場所など

第16回堺市景観賞
〜 あなたのお気に入りの『堺』を募集 〜
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前代未聞の住民投票が行なわれた大阪の今は前より良
くなっているのかどうか未だ未知数です。投票年齢の
引き下げ等で、政治への関心が高まるなら良い事かも。
毎日発信されるニュースの多くが、人に何らかの影響
を与えているのを思うとたった１日でも世界はかわり
そうです。

7月～
9月

卯あれこれあり得ない様な話に振り回され
る。自分がそう言う人や物事を惹きつけ

ている事を自覚するべし。同じ様に他人を振り
回しています。
７月…簡単な約束でも守りましょう。軽んじる

傾向があります。
８月…浮世離れしている。現実逃避でもない様

ですがちょっと心配。
９月…拠点となる住居の移転があってもおかし

くない。お薦めしない。

辰天秤にかけている将来を選べない。もう
直ぐ時間切れですよ。天秤にかけている

時点で、どちらを選んでも変わりません。基準
が自分自身だから。
７月…余り無理のない計画を立て、仕事をして

下さい。息切れする。
８月…会社の方針が180度転換する。人事も入

れ代わる。影響はある。
９月…評価基準の見直し等厳しいが、残って仕

事はこなせる。大丈夫。

巳運気が回復基調です。大きな流れの中の
一年ですから人生総てが、とまでは行か

ない。積み重ねですから機会は利用しましょう。
借りは返す事。
７月…人を感化する能力に長けています。その

影響をよく考える。
８月…過去の問題が穏やかに解決する。同じ問

題には注意が必要。
９月…英気がみなぎる。パワー全開です。ハメ

をはずしそう。

子虫刺されや、かぶれ等になり易い。公私
にわたり頼りにされています。自分は頼

れない分愚痴も言いたくなる。我慢せずに趣味
道楽で発散が一番。
７月…交友関係に変化。身辺整理する良い機会。

取捨選択が必要です。
８月…景気の動向には敏感に！細かい調整で経

営のバランスを保つ。
９月…部下や子供との対話を重視しよう。問題

を解決する糸口になる。

丑やる気の出ないシーズン。中だるみと言
えるのか、どうか。無理な買い物した人

は、その為に余計辛い。手放せない故に必死で
す。これ以上は無理。
７月…仕事が増えない。方向性も定まらず悪循

環に。下手な動きは禁止。
８月…受けた仕事を粛々とこなし、自然に任せ

るのがベストな選択かも。
９月…公私ともに少し上向き加減。新たな人脈

と仕事に期待しましょう。

寅してもしなくても時間は過ぎて行きます。
責任感の強い貴方は最後まで関わるので

大変です。分かち合える時は、そうして下さい。
慣れる事。
７月…つい強い口調になりますが、相手方の為

と思って言うのが良い。
８月…目立たない様に、裏方に回っていると難

をのがれる。整髪が吉。
９月…資金流出の可能性あり。額は多少融通が

効くが止められない。

魔女のひとりごと
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午不満が多いが、多い程マイナスをプラス
に変える力があります。男女では少し違

いがある。女性の方が決断力の差の分強い。男
性はスタートが遅い。
７月…お腹こわしていませんか？消費期限や賞

味期限に気をつける。
８月…安定を求めているのにすぐに反対のもの

に惹かれてしまう。ムダ。
９月…普段より頭が働いて、リスク管理がしっ

かりできる。珠数が吉。

未保険ばかり入るよりは、貯蓄する方が良
いでしょう。この時代を見越しての用意

をする事です。充実する為、堅実さに磨きをか
けて臨んでください。
７月…理由なくゴタゴタする。長引かないが落

ち着かない。静観する。
８月…成就がキーワード。小さなものから大き

なものまで範囲内です。
９月…ぬか喜びです。期待は小さく成果は多く

が理想。がっかり。

申活躍できる場所や仕事がある。やす受け
あいは控えて。お人柄につけ込んで無茶

な頼みもある。フットワークの必要な事柄なら
ピッタリ。儲かる。
７月…周囲が協力的。相談にものって貰えるが、

相手を選んで下さい。
８月…今来ている話は眉ツバもの。聞くだけで

即答しない方が無難。
９月…家族と親密に過ごせます。仕事ばかりも

味気ないものです。

酉目立たない様でも目立つ貴方。案外見ら
れています。要領よすぎるのは、陰口の

対象になる。仲間とつるむのが苦手でも、味方
は大事。必要です。
７月…普通過ぎて順調さに気付かない。感謝し

ましょう。詐欺に注意。
８月…胸部に問題あり。異変を感じたら、レン

トゲン等お薦めします。
９月…孤軍奮闘。他人は頼りにならない。乗り

切れば次回に繋がる。

戌病気知らずの人は、ひとたび弱れば心が
挫ける。体調がすぐれないのなら、過信

せずに養生して下さい。仕事中心の生活から抜
け出すのも悪くない。
７月…雑多な情報は、整理しないと役に立たな

い。目は通しておく。
８月…上から目線の貴方ですが、結構な人達に

好かれ頼られている。
９月…思惑外れですが、必要な資金の確保はで

きる。暴走しないお陰。

亥仕事はそつなくこなし、いう事なしの貴
方です。私生活はどうです？スケジュー

ルを埋めるのに苦労してるなら良きパートナー
を見つけて下さい。
７月…同業者会、同窓会そんな集りに縁あり。

知人を作りましょう。
８月…駆け引きなしに仕事がスムーズに進む。

予想外の営業益が出る
９月…仕事に度々干渉が入る。拒めないのが辛

い。受け入れるしかない

iP細胞を使って治るだろう病気の種類が増えそうです。実用化に一歩も二歩も前進？ 
難聴は２年後位に治せる様です。すごい………！！



｜ 24｜

第526回理事会報告
日　　時　平成27年４月10日㈭　午後６時
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長
本人出席 松本理事長、森川・悦・堀ノ江・伊藤

副理事長、金井・柏原・栩野・山岸・
木南・可児・橋本理事

書面出席　浦副理事長、松林・大亦・夏目理事
審議事項
　⑴監事提出書類及について
　　議長は、悦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
　　議長は悦副理事長に次年度の事業並びに予算

について説明させた後、これを議場に諮った
ところ、満場異議なく承認可決した。なお、条
例等の勉強会について橋本理事に説明させ、
7月11日㈯午後４時から土屋久安氏（㈱日塔設
計事務所）講師にて開催することを承認可決、
その他の事業についても各担当より簡単な説
明をさせた。

　⑶通常総会提出議案について
　　議長は、森川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26年度事業報告について
　　・第２号議案　平成26年度収支決算・剰余金

処分について
　　・第３号議案　平成27年度事業計画設定につ

いて
　　・第４号議案　平成27年度予算設定について
　　・第５号議案　平成27年度借入金残高の最高

限度額設定について
　⑷通常総会について
　　議長は、森川副理事長に通常総会について５

月26日㈫午後４時30分からホテル大阪ベイタ
ワー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、栩野理事に脱退の申し入れのあった

以下の事業所を読み上げさせ、了承されれば
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。

　　・北支部　寝屋川サイン
　　　　　　　（代表者　西嶋　洋三）
　　　　　　　理由　一身上の都合
　⑹野球観戦について

　　議長は、森川副理事長から提案のあった甲子
園球場での野球観戦について伊藤副理事長に
説明させ、45周年記念事業の一環として開催
することを承認可決した。

第527回理事会報告
日　　時　平成27年５月８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・悦・浦・伊藤副理

事長、金井・松林・柏原・松原・橋本
理事

書面出席　栩野・大亦・山岸・夏目・木南・可児
理事

出　　席　北川青年部長
審議事項
　⑴監査を受けた決算関係書類の承認について
　　議長は悦副理事長に監事の監査を受けた平成

26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収支予算について
　　議長は悦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通常総会について
　　議長は、森川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７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。

　⑷条例等の勉強会について
　　議長は、浦副理事長に7月11日㈯土屋久安氏

（㈱日塔設計事務所社長）講師による条例等の
勉強会について事業計画書を基に説明させ、
満場異議なく承認可決した。なお、質問事項を
事前に受付、講師と打合せすることとした。

　⑸45周年記念事業について
　　議長は、伊藤副理事長に野球観戦について事

業計画書を基に説明させ、７月22日㈬午後６
時試合開始の阪神対巨人戦を150名（１社２名
迄）、チケット代を1,000円負担、募集締切７月
１日とすることを議場に諮ったところ、満場異
議なく承認可決した。また、記念事業を含めた
様々な事業の参加を促すべく、支部毎の参加率
による年間順位算出等を検討することとした。

第528回理事会報告
日　　時　平成27年６月11日㈭　午後６時
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長

OAC理事会
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OAC 2015年盛夏号　№216
 （平成27年７月20日発行）

あとがき
　通常総会も無事終わり、組合創立45年目を迎え
たＯＡＣでは、いくつかの記念事業を予定してお
ります。第一段は、この機関誌がお手元に届く頃
に開催するプロ野球観戦です。良い天気となり、
150名の参加者が甲子園球場で楽しまれることを
願っております。
　この後、９月に記念ゴルフ大会、10月に記念旅
行会、来年５月には記念式典、そして最後は記念
機関誌の発行です。機関誌はちょうど１年後とな
りますが、徐々に構想を練りながら進めていこう
と考えておりますので、ご協力頂きますよう宜し
くお願いいたします。

広報文化委員長　木南　憲二

お知らせ
◇住所変更
◦南支部　栄光美芸㈱
　　新　〒590-0821
　　　　堺市堺区大仙西町４丁１２６－５
　　　　TEL　072-247-3702
　　　　FAX　072-247-9311

◦北支部　㈱美原広告
　　新　〒587-0032
　　　　堺市美原区さつき野東3-2-20
　　　　TEL　072-362-7506
　　　　FAX　072-220-0700

◇組合員ご家族の慶弔
〔弔事〕
◦東支部　㈱光陽銘板
　　会長　吉本　憲太郎氏　ご逝去
　　　（H27年５月18日）

本人出席　松本理事長、浦・堀ノ江副理事長、笠谷・
金井・松林・栩野・松原・山田・大亦・
木南・橋本理事

書面出席　森川副理事長、柏原・山元・山岸・夏目・
可児理事

出　　席　北川青年部長
審議事項
　⑴出資配当金の還付方法について
　　議長は、事務局に平成26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（振込）支払いとする。

　⑵大阪府支援事業（中央会委託）について
　　議長は、理事長として中央会が委託を受けて

いる大阪府の支援事業について説明、取り組
む方向で進めることを可決承認した。なお、次
月理事会にて中央会の担当者に具体的な内容
について説明してもらうこととした。

　⑶45周年記念事業について
　　議長は、金井理事に記念ゴルフ大会について

事業計画書を基に説明させ、９月12日㈯、東条
の森カントリークラブ東条コース、動員目標
80名で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。案内文は次月理事
会で検討することとした。

　　記念旅行会の日程について浦副理事長に説明
させ、10月18日㈰・19日㈪で開催することを
承認可決した。行き先については次月検討す
ることとした。

　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

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。

　　・中央支部　白鳩広告㈱
　　　　　　　　（代表取締役　南　俊哉）
　　　　　　　　理由　諸事情

215号P6の住所に誤字がありました。
お詫びして訂正させていただきます。
　㈱カシヤマ
　堺市堺区向陵西町３－１－30

お詫びと訂正


