コインで
削ってね!!
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詳細は最後の
ページに載ってるよ

挑 戦
理事長

松 本

はずれ

優

我がOACは昭和46年８月に発足、多くの人に

らしい模範的な組織に発展するのは間違いなく、

支えられ、今年45周年を迎えることができました。

本当に楽しみであります。

これもひとえにご支援、ご協力を賜わりました関

さて、最近の世界情勢を見ますとイギリスの

係各位や先輩諸氏の懸命の努力の賜物であると心

EU離脱による世界経済への影響、また中国のわ

より感謝申し上げます。

がままな政策による南シナ海の問題や I S のテロ

「古い伝統、新しい運営、明日を考え、仲良く

や北朝鮮による核開発問題と日本も予断を許さな

進もうOAC」のスローガンを全員で継承し、健

い状況であります。一方、国内に目を向けてみま

全な運営の結果、素晴らしい組織と成長してまい

すと自然震災への不安や政治家の倫理の問題、景

りました。各委員会が時間をかけて計画し実施し

気の先行き不透明さによるストレスと上げるとき

ている事業は大変中身の濃い充実した内容で、組

りがない程いろんなことがあります。こんな時こ

合員様に喜んで頂きながら楽しく行っています。

そ組合員様同士が団結し、課題に立ち向かい、困

また、未来を担う青年部の活動が更に素晴らしく、

難を乗り越えてこそ組合の価値があります。

独自の成長を見せてくれています。

OACが更なる未来に羽ばたくために皆様から

そして今年５月に行いました45周年記念式典に

の英知を結集し、理事役員はたゆまぬ努力を続け

は内外大勢の方々のご臨席を賜りOACの元気さ

ていく覚悟でございます。どうか今後ともご指導

を十二分に示すことができました。

ご鞭撻をよろしくお願いいたします。

更に今年の方針である「挑戦」を基にすでに新

OACの成長が業界の成長に繋がり、ひいては

しい委員会が活動を開始し、２年間に行う事業の

社会の発展の一部を担うと信じます。

計画も着々と進んでおります。今後OACが素晴
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祝

辞

松 井

大阪府知事

一 郎

吉 村

大阪広告美術協同組合が創立45周年を迎えられ
ましたことを、心からお祝い申し上げます。
貴組合におかれましては、昭和46年の創立以来、
大阪府と連携を保ち、屋外広告物法及び大阪府屋
外広告物条例の趣旨を組合員に周知徹底し、屋外
広告物の適正な掲出に努められ、大阪の広告物文
化と屋外広告物技術の発展に大きな役割を果たし
てこられましたことに深く敬意を表しますととも
に、平素から本府屋外広告物行政の推進に多大な
ご協力をいただいておりますことに厚くお礼申し
上げます。
さて、大阪府では、大阪に住まう府民の幸せの
実現に向け、また、多様な人々が住まい、訪れる、
居住魅力あふれる都市の創造を目標に、「活力・
魅力ある都市空間の創造」と「府民の安心・安全
の確保」の観点から施策を推進しています。
「活力・
魅力ある都市空間の創造」では、『グランドデザ
イン・大阪』で掲げたうめきた２期において「み
どり」と「イノベーション」の融合拠点をめざし、
大阪の「顔」となる新たなまちづくりに取り組ん
でいます。
「府民の安心・安全の確保」では、南海トラフ
巨大地震等に備えるため、密集市街地の解消に向
けた取り組みを進めるとともに、木造住宅や、広
域緊急交通路の沿道建築物、利用者・周辺住民へ
の影響が大きい大規模建築物などの耐震化を促進
していきます。
これらの施策の展開には、行政と民間が連携し
て取組むことが重要であり、貴組合の皆様の協力
を欠かすことができません。
今後とも、魅力ある大阪のまちづくりの実現、
そして、屋外広告物の安全と安心を確保できるシ
ステムの構築に向けて、皆様と手を携えて取り組
んでまいりたいと存じますので、従来にも増して
一層のご支援、ご協力をいただきますようお願い
申し上げます。
結びに、貴組合の今後益々のご発展と更なるご
活躍を祈念いたしまして、お祝いの言葉とさせて
いただきます。
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大阪市長

洋 文

大阪広告美術協同組合が創立45周年を迎えられ
ましたことを、心からお祝い申し上げます。
貴組合は、昭和46年に発足されて以来、屋外広
告業界の振興はもとより、屋外広告物に関する知
識や技能の向上、制度の普及・啓発、人材の育成
など様々な活動を展開されるとともに、違反広告
物の撤去活動に関するボランティア「かたづけ・
たい」にもご参加いただくなど、違反広告物対策
の推進と、快適で美しい都市空間の形成に貢献い
ただいており、厚くお礼を申し上げます。
近年、建築物や屋外広告物の安全性に対する市
民の意識や関心は高く、周囲の景観や環境との調
和を考えながら、公衆への危害を防止する適正な
設置・安全管理が求められております。
大阪市といたしましても、道路上の違反広告物
対策の強化に取り組み、良好な景観形成に努める
とともに、昨今の規制緩和の流れの中で、地域の
取り組みを支援するため、地域活性化に寄与する
イベントなどの経費に充当する広告物の道路上へ
の掲出を認めるなど、従来規制の一部緩和を行い
ながら、景観との調和を図るよう努めているとこ
ろです。また、これまでの改革の成果を活かし、
新たな価値を生み出す市政改革を推進するととも
に、府市一体となった取組をさらに進め、大阪の
成長を実現し、市民サービスの拡充を図ってまい
ります。今後とも、将来にわたって豊かな大阪の
実現をめざし全力で取り組んでまいりますので、
貴組合のお力添えを賜りますようお願い申し上げ
ます。
結成45周年を機に、貴組合が今後ますます発展
されますよう、また、組合員皆様方のご健勝、ご
活躍を心からお祈り申し上げまして、お祝いのこ
とばといたします。

祝

竹 山

堺市長

大阪府中小企業団体中央会

修 身

尾 池

このたび、大阪広告美術協同組合が、創立45周
年を迎えられましたことを心からお慶び申し上げ
ます。皆様には、平素から、堺市政の各般にわた
り格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上
げます。
貴組合におかれましては、昭和46年の創立以来、
技能の向上や安全な施工に日々努められ、屋外広
告業の健全な発展に寄与されますとともに、良好
な景観形成にも多大なご貢献を賜っております。
松本理事長をはじめ皆様方の弛まぬ熱意とご尽力
に対しまして、心より敬意を表する次第でござい
ます。
堺市では、豊かな歴史・文化資源を活かしたま
ちづくりと良好な都市景観の創出を図るために、
本年１月から、全市域を対象として屋外広告物の
許可基準等の見直しを実施し、良好な景観形成の
取り組みを進めております。
とりわけ、仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌
鳥古墳群周辺地域の建築物や屋外広告物に一定の
制限を設けるなど、世界文化遺産をめざすにふさ
わしいまちなみの形成に向け、一体的な保全に取
り組んでいます。
これらの取り組みを進めるにあたり、今後とも
周辺と調和した魅力ある都市景観の創出にご尽力
いただくとともに、美しく安全な広告物を掲出さ
れることにより、本市のまちづくりに一層のご支
援ご協力を賜わりますようお願い申し上げます。
最後になりましたが、貴組合の益々のご発展と、
皆様方のご健勝、ご活躍を祈念いたしまして、お
祝いの言葉とさせていただきます。
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辞

会長

良 行

このたび、大阪広告美術協同組合が、めでたく
創立45周年を迎えられましたことを心よりお慶び
申し上げます。
さて、貴組合は、業界と組合員の健全な発展を
図るため、昭和46年に設立され、以来、組合員の
強固な結束のもと、機関紙「OAC」の発行による
情報提供、KOBAN色紙の差し替え事業、各種講
習会や研修会などの開催や団体保険取扱事務事業
など諸般の事業を積極的に展開され、業界の振興・
発展に大きな役割を果たしてこられました。また、
ＪＲ鶴橋駅や鳳駅などでの路上違反簡易広告物の
除去をボランティアで行われるなど、地域社会の
健全化にも大きく貢献されてこられました。
これもひとえに、松本理事長様をはじめ歴代役
職員の方々の献身的なご努力と組合員の皆様方の
活発な事業活動の賜物であり、心から敬意を表す
る次第でございます。
年号が昭和から平成へと変わる中、バブル経済
の勃興とその崩壊、経済のグローバル化が進展し
ていく中で、中小企業は激しい競争と目まぐるし
い環境の変化にさらされて参りました。
このような激動する時代にあって、中小企業が
その変化に対応し、競争力を高めていくためには、
協同組合の果たす役割はますます重要となってき
ております。
大阪広告美術協同組合の皆様方におかれまして
は、この記念すべき創立45周年を契機として、こ
れまでの実績と経験を活かし、組合設立の原点で
あります「相互扶助」の精神に立ち返られ、組合
員相互の絆をより一層強められまして、更なる飛
躍発展を遂げられますよう、心よりご祈念申し上
げる次第でございます。
中央会といたしましても、組合や組合員企業の
活性化のため、会員サービスの充実に全力を尽く
して参る所存でございますので、今後とも皆様方
のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
結びに当たりまして、貴組合の益々のご発展と
組合員の皆様方のご健勝・ご活躍をお祈り申し上
げまして、お祝いの言葉と致します。

祝

辞

大阪府職業能力開発協会

宮 部

会長

義 幸

左

大阪広告美術協同組合が、創立45周年を迎えら
れましたことを心からお慶び申し上げます。
皆様方には、当協会の事業運営にご理解とご支
援を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、貴協同組合におかれましては、創立以来、
組合員の社会的、経済的地位向上を目的に、様々
な分野の情報収集、提供するとともに、組合員皆
様方の親睦・連携により組合運営、組織拡大に努
めてこられました。
これもひとえに、松本理事長はじめ歴代の役員
の方々の弛まぬご努力とご熱意の賜ものと深く敬
意を表します。
さて、昨今の我が国の経済社会情勢がめまぐる
しく変化する中、企業を取り巻く環境は厳しい状
況にあり、社会消費ニーズに適格に対応するとと
もに、後継者となるべき人材育成が何よりも重要
であると思います。
貴協同組合は、執行部会をはじめ各種委員会、
青年部並びに技能士会が勉強会や競技会等を開催
されるなど技能者の育成・向上に努められますと
ともに、小中学生に対する「ものづくり体験教室」
等をとおして、次世代後継者の裾野の拡大も図っ
ておられます。
また、「かたづけ・たい活動」や「路上違反広
告物除去活動」等の社会貢献活動にも取り組まれ、
大きな成果を上げておられます。
このような45年間の経験と成果を糧とされ、更
に業界のご発展のため、協同組合活動に邁進され
ることをご期待申し上げます。
当協会といたしましても、国家検定である技能
検定試験をはじめ、ビジネス・キャリア検定試験
やキャリア形成など能力の開発・向上の支援に努
めてまいりますので、変わらぬご支援とご協力を
お願い申し上げます。
輝かしい創立45周年を契機として、大阪広告美
術協同組合が益々発展されますよう祈念いたしま
すとともに、組合員各位のご繁栄とご多幸をお祈
り申し上げまして、お祝いのことばといたします。
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藤

衆議院議員

章

この度は大阪広告美術協同組合創立45周年を迎
えられましたことを心よりお慶び申し上げます。
昭和46年、大阪広告美術協同組合が創立されて
以来、政治・経済の多様化や不透明化の中、幾多
の困難を乗り越え、「古い伝統･新しい運営」を基
本に社会的・経済的地位の向上を目指して、組合
員の自主的な経済活動を促進され今日まで実績を
積み重ねてこられた多くの皆様方のご努力に深甚
なる敬意を表します。
また平素より松本理事長をはじめ大阪広告美術
協同組合の皆様方には、法務大臣等であった父左
藤恵の時代より、ひとかたならぬご支援･ご厚情
を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。
さて、現在、我が国及び世界は激動の時代を迎
えております。我が国の安全保障環境は、北朝鮮
の核実験に次ぐ度重なるミサイルの発射、中国の
南シナ海の軍事拠点化につぐ東シナ海での軍事活
動、ロシアの領空侵犯、そして中国空軍機へのス
クラングルが過去最大数となる中、初となる尖閣
諸島への中国海軍の軍艦による領海侵入など、更
に緊張が高まっております。
一方、経済面におきましては、円高・原油の不
安定な価格変動や中国経済の先行き不安等により
アベノミクス効果が出始めた日本経済に打撃を与
えられている中、先般イギリスのEU（欧州連合）
離脱が国民投票により決定し、世界を驚愕させる
と共に世界経済市場に大混乱をもたらしていま
す。
我が国政府は、安倍総理を中心にこの難局を乗
り切るため、あらゆる手段を講じることとし、政
府･与党が一丸となって景気刺激策や長期経済対
策に取り組み、日本経済を確実なものにするため
力強く前に進んでいく所存です。
結びに、貴組合の更なるご発展、そして「明日
を考え、仲良く進もうOAC」の合言葉のもと松
本理事長を中心に組合員各位のご事業の益々のご
隆盛とご健勝を祈念しお祝いのご挨拶といたしま
す。

祝

大阪府議会議員

釜 中

優 次

木

創立45周年、誠におめでとうございます。心よ
りお慶び申し上げます。
平素より大阪広告美術協同組合の皆様にはご支
援とご指導を賜わり、衷心より厚く御礼を申し上
げます。
引き続き本年も５月より府民文化常任委員を俳
名致しましたが、百舌鳥古市古墳群が世界文化遺
産として認められる年となるよう願って止みませ
ん。
これからも大阪府政発展の為、皆様の負託に応
え、大阪に住んで良かったと実感できる町となる
よう努力して参りたいと思っておりますので、今
後とも深いご理解とご支援賜りますよう何卒よろ
しくお願い申し上げます。
貴組合におかれましては、45年の長きに亘り、
広告美術の推進にご尽力をされておられます事に
敬意を表しますと共に、各位皆様の飛躍発展を心
からご祈念致しまして、ご挨拶とさせて頂きます。
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下

辞

大阪市会議員

𠮷

信

大阪広告美術協同組合（OAC）の創立45周年、
誠におめでとうございます。
設立された時代は、大阪万博が開催され、万博
景気に沸いていた頃で、大阪が日本で一番元気
だった時代だと思います。しかしながら、その後
の時代は、オイルショックや円高不況、バブルの
崩壊、リーマンショック等、様々な曲折を乗り越
えての45年であり、OACを支えてこられた歴代
の理事長をはじめ、歴代役員の皆様に心から敬意
を表する次第であります。
本年めでたく45本目の年輪を刻んだOACとい
う大木の太い大きな幹には、それを支えるしっか
りとした根があります。
OACの組合皆様の、それぞれの時代に応じた
クライアントのニーズに柔軟に対応できる適応力
と、日々進化するデジタル化の流れの中で、常に
先進的な技術力の習得に取り組まれている事、さ
らには、歴代役員の皆様の組合を愛する熱い思い
がこの年輪を重ねてきた原動力（根）であると思
います。
特に樹木が根から栄養分を吸収するように、
OACも技能士会という組織がOACの根に栄養分
を常に提供している事を忘れてはなりません。技
術力が進歩しても、それを操作する人のアイデア
や感性が反映されなければ、空間を創造するクオ
リティーの高い商品を提供する事はできません。
技能士会の活躍こそが、OACの今後を占うキー
パーソンである事を皆が理解し、切磋琢磨する事
が、業界をリードするOACの発展に不可欠であ
ると考えます。
緑化対策やエコへの取り組み等、環境に配慮し
た安心安全な商品提供が求められており、これら
の諸課題に対しても、組合一丸となって取り組ん
でいただかなければなりません。５年後の50周年
に向けて、松本優理事長を中心に、組合員１人１
人がそれぞれの課題を克服され、大阪広告美術協
同組合としてさらなるご発展を遂げられるよう、
心から祈念申し上げ、創立45周年のお祝いの言葉
といたします。

大阪広告美術協同組合創立45周年の

知事の認可を受けた。さらに昭和48年５月22日第２回

１．組合創立までの経過

通常総会において、
「大阪広告美術協同組合」
（略称

当組合は、昭和46年８月21日大阪広告事業協同組

OAC）と名称を変更した。新しい組合「OAC」が発

合として設立したが、その組合沿革については、50

足して１年数ヶ月で組合会館建設という大事業計画

年以上にもおよぶ長い業績をもっており、その間には

をはかり、一般には無謀計画のように思われたが、今

名称の変更、または合併・解散等、幾多の変遷を経

建設しなければ今後建てづらくなるということで組合

てきた。しかし、組合の精神ともいうべき親睦融和、

執行部にて立案されて、理事会に諮り意向を聞いた

福利厚生、相互扶助に重点をおき、組合の発展向上

ところ全員異議なく賛成し、会館の建設を決議された。

を目的とする趣旨においてはいささかも変わることな

但し、会館建設という大事業には百年の大計の下

く、終始一貫してその本流を当組合が継承してきた。

に理想的なものを建設する必要があり、会館の用途

この長期間にわたる組合の業績は、すこぶる多岐多

構想収支予算等については衆知を集め慎重に検討を

様にわたるものであるが、簡単に説明すると次のよう

要することは勿論であるが、差し当たり建設委員会

な概要である。

を設けて建設計画を練ることになった。総務・経理・

終戦間もない昭和22年３月10日の旧陸軍記念日に、

工事指導・記録・設備・入居一般事務等の各委員会

大阪市北区中之島「中央公会堂」において、組合員

が発足し日夜再々の会議を重ね、真剣に組合の将来

約50余名をもって、その当時まだ数少ない協同組合

を考え不動の信念をもって会館建設に一丸となって

組織の大阪府看板工業協同組合を創立した。戦後の

邁進したのである。昭和48年３月３日の佳き日に地鎮

混沌とした世情の中での組合運営には想像以上の苦

祭が執り行われ、７月23日上棟式を盛大に行い工事

心があった。

の安全を願った。かくして、昭和48年９月30日念願の

昭和25年５月、３代目の理事長に麻生大蔵氏が就

会館建設竣工を見た。この間６ヵ月激動する物価の

任された時組合員数は約100名ばかりになっていた。

中で建築資材の高騰や品不足等幾多の難問題にもめ

麻生氏は人格高潔にして私心なく物心ともに大きな犠

げず、頑固なる団結のもとに連日にわたる建設委員の

牲を払い、組合向上発展のためひたすら精魂を傾け

誠心誠意の協力と組合員各位の理解の賜物である。

て運営に努力し、優秀な組合としての基盤を築きあ

昭和49年５月15日第３回通常組合員総会において

げた。

理事長に松本光七氏が再選され、その後組合運営対

また、先輩諸兄が折角苦心して手に入れた不動産

策について日夜構想を練り、委員会制度を実施した

を手放してしまうのは惜しい、何とかこれらを保存し

のである。その甲斐あって各委員会ともよく一致協力

ようではないかとの意見が持ち上がり、11名の発起人

と連絡を密にして組合運営がより一層スムーズに行わ

をつくり、これに多数の同意書が集まって大広不動産

れるようになった。組織拡大により、一支部を増設す

保存会を結成した。ところが不動産取得の段階になっ

ることになり、昭和51年４月４日南支部発足祝賀会が

て、いろいろ研究したが他に適当な方法はなく、結局

盛大に開催され、時を同じくしてOAC技能士会も発

協同組合を設立するより他に方法はないとの結論に

足し、第１回第２回第３回と職域を通じて公共サイン

達した。

展を開催し、OACも公共社会に大きく貢献してきた。

２．組合の創立（初代理事長） 松本

光七

３．第２代理事長

昭和46年８月21日大阪上六大阪府

貴田

不二夫

常に斬新で積極的な運営に徹し指

教育会館において創立総会を開催し、

導力のある松本理事長は、大きな功

80名の同意書によって大阪広告事業

績を残し昭和53年５月13日第６回通

協同組合を設立、新組合の初代理事

常組合員総会において後進に道を譲

長に松本光七氏が就任し、同年９月22日付で大阪府

り３期（６年）を務め勇退、第２代理事長に貴田不
｜6｜

て広告税の全廃実現に至った。

二夫氏が選任された。理想の組合運営に一歩一歩

同年、中之島公会堂保存の〝赤レンガ基金〟を

前進し、出資金の増資を計り会館建設の借入金全

応援してOAC広告美術技能士会が中心となった公

額を返済し５階建会館は全組合員の城となった。
４．第３代理事長 西野

会堂写生会を開催、作品をチャリティー・セールし、

周吾

その収益金を朝日新聞社に寄託するなど新しい発
想の公共事業を実施した。

かくしてOACは発展しつつ、昭
和55年５月26日第９回通常組合員総

ハイテク機器など技術革新が進み画一化された

会において１期（２年）を務めた貴

生産技術に対応して、個性的で人間味のある手造

田理事長は勇退、第３代理事長に

り作品の需要上から、書法の説明を加えた楷書編

西野周吾氏が選任された。
〝古い伝統、新しい運営〟

〝書の本〟を昭和63年３月に、
引き続いて行書・かな・
隷書・応用編を平成２年に発刊し業界の実用参考

〝明日を考え、仲良く進もうOAC〟を継承し、各種

書として称賛された。

事業への実践面運用面において、
「和」を信条とす
るクリーンな奉仕精神を生かし８委員会５支部制で

単組の組合において４年連続して受賞に浴した

着実に運営し、創立10周年にして出資金による配

例は全国同業界に最も稀なる栄誉で、組合が創立

当も十分可能なまでに成長発展し繁栄への道を歩

以来一致団結して着実に飛躍発展を遂げた証左で

んできた。また、10月23日から４日間第４回公共サ

あり、永くOACの歴史に燦然と輝く誇りといえま

イン展を盛大に開催し、都市環境になじむ新しい

しょう。

技術も開発され市民の人々に深い感銘を与えた。
昭和56年11月20日創立10周年記念式典を盛大に行
い益々の発展を誓い合った。
５．第４代理事長 村上

６．第５代理事長

北山

葊一

平成２年５月28日第19回通常組合
員総会において３期（６年）を務め

幸一良

た村上理事長は勇退、第５代理事

昭和59年５月18日第13回通常組

長に北山廣一氏が選任され、先輩

合員総会において２期（４年）を務

の意志を継承し、念願であった組合会館の全面的

めた西野理事長が勇退、第４代理

な塗装工事を行い、また、創立20周年に向けて積

事長に村上幸一良氏が選任された。

極的に運営を進めた。第６回公共サイン展を中之

先輩理事長の意志を継承し、それ以上に着々と組

島公園にて盛大に開催、親睦ゴルフ大会は110名参

合運営と会館管理を積極的かつ確実に実施し、組

加の大コンペとなり、その他20周年記念ソフトボー

合歌並びに組合旗・支部旗を制定した。念願の組

ル大会、台湾旅行など盛会に開催した。平成３年

織拡大を計り、新規加入63社を増す実績は心より

５月29日通常組合員総会に続き、組合創立20周年

評価できよう。組合員360社、出資金に対する配当

記念式典を盛会に挙行、記念のタイムカプセルを

も確実に実施し、昭和61年、15周年にあたり記念

壺に入れ50年後開封を約して納められた。平成４

事業としてボウリング大会、麻雀大会、カラオケ大

年夏には社会貢献やボランティア活動の一環とし

会、ゴルフ大会、ソフトボール大会等を実施し、組

て何か社会に還元できることはないだろうかと委員

合員、家族、従業員の組合に対する理解と親睦を

会で協議した結果、府警本部の歓迎の返事を得て

図り、特にゴルフ大会においては各友好団体の参

府下50ヵ所のKOBANに色紙を揚げることになっ

加のもと100名を超える大会であった。

た。四季に応じて年４回差し替えることとして、11
月に第１回目のスタートを切った。

昭和20年来の懸案であった大阪市の広告税撤廃
問題は近隣の関係団体と連携して積極的に運動を

平成５年２月27日第９回親睦カラオケ大会を桜川

推進し、再三陳情の結果、平成元年４月付をもっ

で、平成６年４月９日第３回親睦ボウリング大会を
｜7｜

京橋で実施、前日には「明日の産業を築く青年の

締めくくり、また、７月には賛助会員との交流会

心理」をテーマに労働問題講習会を開催、組合員

を開催した。
常にOACの活性化と時代の流れに乗り遅れるこ

多数が熱心に学習した。
７．第６代理事長 西野

となく新しい取り組みをしたいと提言し、雇用能

眞澄

力開発機構大阪センターと事業主団体等委託訓練

平成６年５月27日第23回通常組

契約を結び10名の訓練生を受け入れ、１ヵ月間の

合員総会において２期（４年）を

広告デザイン教育訓練を実施、その後、受け入れ

務めた北山理事長は勇退され、第

先の組合員事業所で５ヵ月間の現場実習にて実践

６代理事長として西野眞澄氏が選

的な訓練を行い、終了後は数名が就職するなど一

任された。先輩理事長の意志を継承し、積極的に

定の成果を上げた。平成12年８月中小企業人材確

組合運営に取り組み、10月26日第５回物故者法要

保推進事業対象団体の認定を受け、５年間の継続

を太融寺で執り行い、平成７年１月17日の阪神・

事業として取り組みが始まった。
10月にはシルバー

淡路大震災後、組合員被災者12社へ心ばかりでは

人材センターのシニアワークプログラムにも取り

あるがお見舞いをした。また、技能フェアでは技

組み、11名が２週間の技能講習を受け、半数が組

能士会を中心に色紙や似顔絵描きを行い、心付け

合員事業所に就職した。組合創立30周年記念事業

等で集まったお金を日赤へ寄付するなど一致団結

は人材確保推進事業と併せて進めることができ、

して着実に進んできた。組合創立25周年へ向けて、

北海道道東２泊旅行、組合ホームページ制作、第

記念事業として甲子園での阪神・巨人野球観戦、

８回公共サイン展は中之島プロムナードにて開催、

北海道道央への２泊３日記念旅行会、京都歩こう

その折に献血運動を実施し組合員ご家族等に呼び

会、写生会と開催し、平成８年１月にはファミリー

かけ100名の協力者を得た。平成13年２月ボウリン

美術展を開催、技能のOACと称賛をうけ、３月に

グ大会、４月記念ゴルフ大会を開催、５月24日通

は「なみはや国体」をテーマに第７回公共サイン

常組合員総会に続き、組合創立30周年記念式典を

展を、４月に記念ゴルフ大会を実施してきた。平

盛会に挙行した。平成14年１月第３回ファミリー

成８年５月24日通常組合員総会に続き、組合創立

美術展を開催、同時に人材確保推進事業としてポ

25周年記念式典を盛大に挙行、更なる発展と親睦

スター展も開催し、好評を博した。

を誓い合う。中央会の指導のもと活路開拓事業に

９．第８代理事長

取り組み、組合員、従業員を対象にデザインやパ

岡野

守博

ソコンの研修会を実施し好評を得てきた。平成９

平成14年５月28日第31回通常組

年 １月 に は こ れ ま で 続 け て き た 府 下50ヵ 所 の

合員総会において２期（４年）を務

KOBANへの色紙差し替え掲示の努力が認められ、

めた信貴理事長は勇退され、第８代

大阪府警より感謝状が贈られた。

理事長として岡野守博氏が選任さ

８．第７代理事長 信貴

れた。先輩理事長の意志を継承し、更には技能士

優

としての立場から、ものづくり、人づくり、技能尊重、

平成10年５月28日第27回通常組

技能士育成を推進し、組合員相互の交流を図りな

合員総会において第７代理事長と

がら円滑な組合運営を行ってきた。11月には３年目

して信貴優氏が選任され、前理事

となるシニアワ－クプログラムを実施、３名が組合

長の後を継承し組合運営に取り組

員事業所に就職、また、若い方にもOACに関心を

んだ。社会保険労務士との顧問契約、第６回物故

持ってもらうためスキー・スノボーツアーを企画す

者法要を太融寺で挙行、活路開拓フォロー事業を

るなど新しい試みも実施した。厳しい社会状況下

実施、平成11年３月の報告会にて３年間の事業を

にも関わらず堅実な運営により平成15年３月組合会
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大阪広告美術協同組合創立45周年の

館外壁、内壁及び事務局内の全面塗装工事を実施、

事前準備を徹底、申請書類一式を送付するなど負

継続事業である人材確保推進事業は企業見学会、

担軽減となるよう配慮した。

労働問題に関するセミナーや相談会開催、各種調

11月には静岡で開催された技能五輪国際大会を

査事業を実施、事業成果を取りまとめた報告書を

見学、OACの原点ともいうべきものづくり、技能

作成し一連の事業は終了した。以前より協力して

の重要性を再確認する親睦旅行会であった。平成

きた道路クリーンアップ合同パトロール参加に加

20年若きリーダーは再任、伝統を重んじつつも時

え、平成16年10月大阪市「かたづけ・たい」活動

代の流れに逆らうことなく着々と改革を推し進め、

法人として認可を受け、12月堺市簡易違反広告物

OAC技能士会、OAC青年部活動を支援しつつ組

撤去活動法人としてそれぞれ町の美化運動に協力

合運営に取り組んだ。平成22年３期目は折しも理

してきた。

事数減少となったが少数精鋭とすることで活性化、

屋外広告物法の一部改正により届出制から登録

英知を集め活路を切り開く方法を考え出し実践して

制に移行することとなり、平成17年４月条例改正を

いくことが重要と図り、
「組合から元気を！」をテー

終えた自治体から順次登録受付が始まり、屋外広

マに活動。創立40周年記念事業は上海万博見学を

告業を営む事業所は自治体毎に登録が必要となる

兼ねた中国への記念旅行会、ゴルフ大会、大忘年

ことから、説明会の開催、機関誌掲載等による周

会、メイン事業として技能のOACを象徴すべく第

知を行った。技能検定合格者は登録における業務

５回ファミリー美術展を開催、理事長再任日の平成

主任者となることができるため特に技能検定受験

24年5月25日には出席者160名にて組合創立40周年

を奨励し、技能向上と技能士の地位発展を支援す

記念式典を盛会に挙行、人工衛星まいど１号の打

るなどOAC技能士会と協力しながら組合運営に尽

ち上げに成功された青木豊彦氏による記念講演は

力してきた。

元気の出る人情味溢れる熱い内容で好評を博した。

組合創立35周年に向け記念ゴルフコンペ、愛知

４期目の平成24年の活動方針を「実践に役立つ

万博 ｢愛・地球博｣ への記念旅行、ボウリング大

組合活動」とし、知識の向上や仕事に繋がる事業

会を実施、平成18年２月第４回ファミリー美術展で

を重点に運営を進めた。平成25年は
「変革を楽しむ」

は109点の作品を集め、技能のOACを実証し大きな

とし、新しい試みとして各支部主催で事業を計画、

称賛を得た。

５月に野球観戦、９月にマス釣り＆ぶどう狩り、10

10．第９代理事長 松本

月にアート探検、11月にはもちつき＆バーベキュー

優

と韓国視察旅行会を開催した。５期目となる平成26

平成18年５月24日第35回通常組

年は「仕事力を深める」を方針として２年計画で

合員総会において２期（４年）を務

事業を企画、専門家による屋外広告物条例等の勉

めた岡野理事長は勇退され、第９代

強会、情報交換の場となる名刺交換会、自己啓発・

理事長として49歳の松本優氏が選

人材育成関連の講演会を実施、創立45周年に向け

任された。先輩理事長の意志を継承し、先人達の

て更に積極的に取り組んだ。45周年記念事業とし

思いを胸に更に活気に充ち溢れた組合となるよう

て平成27年７月に阪神甲子園球場での野球観戦、

積極的に運営に取り組んだ。組合の健全なる発展

９月ゴルフ大会、10月には粟津温泉への記念旅行

を目的としてOAC青年部を設立、若い人達の交流

会を開催、諸先輩への感謝の意を忘れず健全なる

と研鑚の場として供し、活動を支援するとともに人

運営を行い今日に至っている。

材育成に力を注ぎ、組合活動が組合員のためにな
るよう思量、委員会数を減らすなど組織をスリム化

以上のようにOACは〝明日を考え、仲良く進も

させながらも充実した活動を図った。平成19年１月

うOAC〟を継承し、組合員一同よく団結して誇り

大阪府においても屋外広告業登録制が始まったが、

をもって着々と発展してきている。

｜9｜

あゆみ

年の

45
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大臣表彰等の栄誉（団体）
労働大臣表彰受賞

ＯＡＣ

平成12年

中小企業庁長官表彰受賞

ＯＡＣ

平成16年

国土交通大臣表彰受賞

ＯＡＣ

平成18年

叙勲・褒章・大臣表彰等の栄誉（個人）
現代の名工受賞

長谷川照彰氏

昭和59年

勲六等単光旭日章受章

長谷川照彰氏

昭和62年

勲五等瑞宝章受章

松本

光七氏

昭和63年

勲五等瑞宝章受章

西野

周吾氏

平成元年

黄綬褒章受章

村上幸一良氏

平成２年

現代の名工受賞

池田

岩男氏

平成４年

勲六等単光旭日章受章

池田

岩男氏

平成７年

建設大臣賞受賞

北山

廣一氏

平成８年

勲五等瑞宝章受章

村上幸一良氏

平成９年

勲五等瑞宝章受章

北山

廣一氏

平成10年

建設大臣表彰受賞

信貴

優氏

平成11年

現代の名工受賞

岡野

守博氏

平成11年

黄綬褒章受章

岡野

守博氏

平成13年

黄綬褒章受章

信貴

優氏

平成14年

現代の名工受賞

夏目

敏昭氏

平成14年

黄綬褒章受章

夏目

敏昭氏

平成16年

現代の名工受賞

福永

省己氏

平成17年

国土交通大臣表彰受賞

松本

優氏

平成28年
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松本理事長
国土交通大臣表彰受賞!!
松本理事長が平成28年７月11日㈪国土交通省に
於いて建設事業関係功労者として国土交通大臣表
彰を受賞されました。おめでとうございます。

｜ 13 ｜

創立45周年記念に寄せて

OACでの思い出やこれからのOACへの思いを書いてもらいました。

相談役

信貴

相談役

優（㈱シギスタデイオ）

夏目

敏昭（㈲一心堂）

夏の暑い日でした。会社の前で作業をしている

古い伝統、新しい運営、仲良く進もうOAC!!を合

と自転車で通りかかった人が ｢信貴さんですか。こ

言葉に創立45周年を迎え、盛大に記念式典が挙行

んな組合があるんやけど入ってくれませんか｣ と声

されたこと誠におめでとうございます。誌面をお借

を掛けてきて下さいました。

りしOACヘの想いを述べさせていただきます。

説明を聞いて看板屋の組合なら仕事にも結びつ

私は、第５代北山理事長より第９代現松本理事

くであろうと思い加入し43年が過ぎようとしていま

長まで24年間に渡り、副理事長として５人の理事

す。年月は早いですな…。

長にお付かえして参りました。私の使命はあくま

組合ではいろいろと役職を務めさせていただき、
第７代理事長で役職を退き現在は相談役です。

でも脇役に徹し、主役を補佐するという人生に誇
りを持って活動してきたところでございます。

OACは45年間、協調と融和の精神を合言葉に全

その間、公共サイン展を第２回から第８回まで、また

国でも数少ない卓越した組合ではないでしょうか。

ファミリー美術展を第１回より第５回まで、そして大阪府

その原点であるOAC会館を礎としてますますのご

警各署の交番に色紙を掲示するという文化事業を23年

健勝をお祈りいたします。

間、今も継続中、全てに携わってこれたことであります。

松本理事長はまだまだ若いですから、今後とも

その間、昭和61年には大阪府から技能顕功章（な

一層のユニークさを出してがんばって下さい。

にわの名工）、平成14年には厚生労働大臣賞（現
代の名工）、平成16年には黄綬褒章の栄に浴し、
皇居に参内し天皇陛下に拝謁、心あるお言葉を頂
戴し家内共々感激に咽んだ次第であります。

相談役

岡野

当時の岡野理事長が発起人代表となり盛大に私の

守博（㈱岡野工芸社）

祝賀会を催していただいたこと等々、
OACに対し只々
感謝の言葉しかみつかりません。組合員皆々様のご

大阪広告美術協同組合（OAC）がこの度創立

支援に衷心より御礼申し上げる次第でございます。

45周年を迎え心からお慶び申し上げます。
思えば昭和46年創立当時の松本光七理事長、役

今後は松本理事長のもと若い力で安心、安全な

員の方々が「小さく生んで大きく育てる」をスロー

業界、屋外広告物条例のルールを厳守し、看板の

ガンに熱意ある組合員増強に奔走、日夜、努力さ

美術、デザインと共に安全面に対する技能、技術

れた様子が走馬灯の様に目に浮かびます。

について大いに議論し挑戦して行かれますよう熱
望し、お祝いと思い出のことばと致します。

創 立 半 年 後 に 加 入、 以 来 今 日 ま で 組 合 と コ
ミュニケートしております。和を以って心情と
するOACで社会勉強と得難い有意義な経験を得、
OACに加入して本当に良かったと感じています。
この上は次なる50周年に向かって次世代の若い

参与

宮崎

エネルギーと感性を結集して、限りなきOACの
増々の発展、飛躍を希望します…OAC万歳！

一英（宮崎工芸）

「光陰矢の如し」
、この度は創立45周年を迎えら

｜ 14 ｜

独特の素晴らしさがあります。ただ、一つずっと胸の

れましたこと誠におめでとうございます。
OACに再加入して30年を超え、組合での思い出

奥にあるのは中央に繋がっていないということです。

は沢山あります。20周年記念事業として企画された

それがいいところと言って下さる方もおられますが、

タイムカプセルが事務局に保管されており、開封は

やはり現在の情報化社会から言うと気になります。将

創立70周年の時ということで、随分永い歴史が続く

来は中央に繋がる組織化を考えていきたいものです。

のですが、これも諸先輩方の努力があればこそで、
決して忘れてはならないと思います。
加入当時に比べますと組合員数はかなり減少し
ていますが、これも時代の流れ、それでも今や理

副理事長

森川

事長の「元気ですか～」の発声で組合が活気づき、
役員の方々も若い世代になり元気一杯に活動され、

英雄（㈱劇団往来）

45周年記念式典で映し出された映像を見て、何も

また青年部も10周年を迎え素晴らしい成長をされて

無い状態から組合を作り上げ今の状態までしていた

おります。これからも皆様が一致団結して確固たる

だいた諸先輩方の功績、誠に感謝いたします。

組織を築いて行かれる事でしょう。

今の若い世代の組合員の皆様にきちんと橋渡しが

私がOACに加入して一番プラスになったのは人

できるように組合活動を続けていければと思ってお

との触れ合いです。恥を知りつつ中央支部長や副

ります。

理事長をさせていただき、あまり貢献もできない私
でしたが、皆様には大変お世話になり、色々なこと
を教えていただき勉強させていただきました。感謝
申し上げます。

副理事長

浦

最後になりましたが、OACの尚一層の飛躍を切
望しております。

正文（サイン・アート）

OACに加入し23年になると思いますが、平成８
年の25周年記念事業で、公共サイン展（なみはや
国体）の作品パネル製作を当時理事をされていた
藤原さんより依頼があり、その頃は、まだ手書きの

理事長

松本

看板が多く、忙しい中デザインを考え筆を走らせた

優（㈱フジネオン）

記憶が最近のように思います。今でも作品パネル
は仕事場の壁に張り付けています。

私がOACに加入して４年～５年くらい経った時
でしょうか。南支部の総会だったのか納涼会だっ

早いもので、もう20年になるんですね…。今年で

たのかは覚えていませんが会場をはいから村とい

還暦、ボケないようにまだまだ仕事も頑張りますよ。

うスーパー銭湯で行いました。当時私は支部の会
計をしていて、宴会の最後の方で前へ出て話さな
くてはならない様な事がありました。何を話した
のかは記憶にないですが、その時本部来賓で来て

副理事長

堀ノ江

いた現信貴相談役が大きな声で「南にもいい奴が

良（㈱シーピー）

おるやないか。あいつなかなかいいぞ。将来理事

この度は創立45周年おめでとうございます。

長にもなれるぞ」と言い、それ以来信貴さんには

この45年の歩みは息もつけぬ速さで発展・変化

良い事も悪い事もいろいろとお世話になり、15年

をとげた時代でもあります。

後に理事長に就任し早10年です。

先人が常に未来を案じ、大きい希望を抱いた思

今後のOACに思うもの、今でもOACは他組合には

いが、こうして今、組合員の皆様方によって色を変

負けないぐらいの元気さや仲間同士の強い絆があり

え、
形を変え、
前進していることを頼もしく思います。

｜ 15 ｜

創立45周年記念に寄せて

り上げていきましょう。

この先50年、100年とこの思いが引き継がれ、組
合員として誇れるような活気ある組合になりますよ
う、一歩一歩と尽力させていただきたいと思います。

理事

栩野
副理事長

伊藤

幸保（マツシマ看板店）

平成12年に父の跡を継いで組合に参加させても

陽祐（第一宣伝㈱）

らい、初めて父と組合に理解が無かったことを

OACの思い出で感慨深いのは九州への旅行会と

知り、父には申し訳なく思いました。さほどに

支部長会主催の合同忘年会です。理事として初め

OACは良い団体で、創設当時からの諸先輩方の

て所属したのが厚生委員会で、何も分からないま

努力のおかげで今日があり、又、組合員の方も若

ま無我夢中でやったのですが、凄く楽しかった思い

い方が増え、今後の益々の発展に期待します。

出が残っています。
定期的に支部長会を開催し、参加者に喜んでも
らい、楽しんでもらえるように、どうしたらいいか
考えながら企画したのが合同忘年会でした。どちら

理事

笠谷

の企画も自分達も楽しかったし、参加者にも満足し
てもらえたのが勉強になり良い経験になりました。

周正（㈱桃太郎）

今日の私、そして弊社があるのも、このOACのおか

これからもOACは、強みの懇親と、そして勉強と経

げと言っても過言ではないとつくづく感謝しております。

験ができる組合としてあり続けて欲しいと思います。

16年前、家業である看板業の事など全く無知だっ
た私が手伝う事になり、皆様に何か教えて頂ける
事はないかと藁をも掴む思いで祖父の代からお世
話になっているOACに、現弊社会長と初めて中央

副理事長

金井

支部の忘年会に参加した日が昨日の事のように思

和人（三晃プラスチック工業㈱）

い出されます。私にとっては雲の上のような諸先輩
方に仕事の事や思い出話に至るまでOACの行事に

2014年に理事になって２年が過ぎました。まだ
まだわからない事だらけですが、皆様のおかげで

参加する毎に色々と教えて頂き、毎回刺激を受け、

とても楽しく組合活動をさせていただいていま

気づけばあっと言う間に今日に至っております。
今後もどんどんOACの皆様から様々な事を吸収

す。本当にありがとうございます。
２年間で感じた事は、理事長を先頭に皆さんが

して成長し、いずれは自分が後進の方へ刺激を与

元気で活発に活動していて、すごく活気がある組

えられる、またOACと業界の発展に寄与できるよ

合だということです。

うに頑張りたいと思います。

いろいろな活動を組合全体で取り組んでいて、
参加して良かったと思える工夫やアイデアがたく
さん盛り込まれています。あまり参加できていな
い組合員の皆様、是非一つでも参加していただけ

理事

秋村

ればと思います。

敬三（㈲秋村泰平堂）

これまで築いてきた45年という歴史の重みとこ

この度45周年を迎え、ますます活気づいている

れまで組合のため貢献して来られた諸先輩方に感

OACは、青年部、本部共に分け隔てなく活動さ

謝し、次の50周年に向けて皆んなでこのOACを

れる方が増えております。これは、今後の組合発

盛り上げていけたらと思います。組合員の皆様、

展のために大きな力になると確信しています。

どんどん事業など組合活動に参加してOACを盛

OACから看板業界を元気にしていきましょう。
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はってからもう何年になるのやろ？お陰様で辞め
ることもなく素敵な仲間と出会え、いつの間にか
「引き出し」が沢山増え感謝してます。

理事

松原久美子（㈲塗夢創屋）
今から25年位前、会社員として勤めていた頃、
社長の代理で玉造温泉に旅行に行ったのが、OAC
参加のスタートでした。ゴルフを勧められて、当時

理事

岸田

今よりへたくそで、
（今も変わりませんが）宴会に

仁良（㈱光陽銘板）

出る前にスコアを聞かれて、その場にいた方は80や

先代の吉本会長からの流れでOACの支部員を

90台でまわっておられ、私が「158でした。
」と答え

しておりますが、私の東支部は一番人数の少ない

ると、
「あんたなあ、もっとショートコースで練習

支部で、本部理事という大役を受けるにあたり、

してから本コースに出るべきやでえ」と、まわりの

とまどいと、なんとか２番目に少ない支部にする

何人かの女性に笑われ、好きでゴルフに参加した

ために一肌脱いでやろうかという意気込みで理事

わけじゃないのに、なんでこんなふうにいじめられ

を受けてしまいましたが、仕事の都合上どうして

るのか、なんにも言葉を返すことも出来ず、へたは

も月１回の理事会に出席出来ず、申し訳ないと思

ゴルフをする権利もないのかとOACに対して恐怖

いつつ日々を過ごしております。

におびえておりました。

６時という時間は、私にとって一番忙しい時間

そんな中、大多数のOACの会員さん達には仕事

です。理事の皆さんと交流を持ちたいと思いつつ、

や生き方についてアドバイスを頂き、仕事も頂き、

私にとって一番大切な仕事を放りだして理事会に

今では塗夢創屋自体がOACなくしてはならない程

参加することも出来ず、今一番の課題は、私が留

になっています。仕事そのもの自体がOACに育て

守をしても仕事がちゃんとまわる体制作りだと思

られたと感謝しています。多方面にわたる情報の

います。

数々、私達経営者が知っておくべき情報の提供者

私が留守でもちゃんと仕事がまわるようになれ

がOACだと思っています。

ば、支部長だろうがお請けいたします。支部員を

OACG会にも誘われて、北海道や九州のコンペ

増やすために大阪中走りまわりまっせ。

にも参加しましたが、
「松原さんはいつまでたって
も上手にならんなあ」という声を聞くたびに、笑い
者にされた当時の事を思い出しました。トラウマな
んでしょうかね。

理事

山元

「ボウリングで勝負したろか？アイススケートで
も勝負出来るでー」って心の中で叫んでいます。

栄一（㈱キヌガワ）

OAC ！素晴しい組合です。
私の事業活動に不可欠な仲間たちがOAC組合員
の皆様なのです。新年会、通常総会、支部活動、
研修会、親睦旅行会、OACG会、野球観戦、等々…。

理事

大亦

全てが感動し、心に残る出来事の連続でした。

康雄（大亦商店）

自分が今までに体験し、
少しでも｢良かった！｣「感

私のOACの思い出は何といっても昨年亡くな

動した事」を周りの人々に伝え、広げていきたい！

られた東支部長など歴任された光陽銘板会長「吉

そして皆で体験し感動を共有すればその波動は広

本憲太郎」さんです。

がる！の精神で事業推進、そして組合活動にも参

「大亦さん～、いつやめてもええからちょっと

加してまいりました。これからも、躍進するOAC

入ってやってくれへんかあ～、OACて言うねん

のメンバーである事を嬉しく思い、人生の大切な１

けど…」とバッジ記章屋の私に声をかけてくれ

ページを沢山綴っていく所存です。

｜ 17 ｜

創立45周年記念に寄せて

び申し上げます。

これからも、よろしくお願いします。

私はOACに在籍して日も浅い若輩者ですが、
45年という歳月を思うと感慨深いものがありま
す。
理事

山岸

昭和12年の大東看板商美会を基礎とし、OAC

友彦（㈱ミリオン）

が創立された昭和46年８月20日以来、歴代理事長

屋外広告業を主な生業とする企業の組合であり

をはじめ、歴代組合員の皆様方におきましては

ますOACは、この業界をまさに反映している団

日々研鑽を重ねられ、自らの経営と共に組合の発

体だと考えています。屋外広告業、すなわち看板

展のため多大なご貢献をされました。そのたゆま

といいましても業態は非常に多岐にわたります。

ざる努力に対し、深く敬意を表します。
最後に、理事として恥ずかしくないよう努力す

伝統的な手書きや彫刻などから金物、電気全般、
シートやインクジェット、付随する資材ほか、関

ることを誓い、OACの今後のますますのご発展

わる業態は枚挙に暇がありません。逆に単独で完

と、皆様のご健勝、ご活躍を心から祈念いたしま

結できる仕事は少なく、各社のチームワークが大

して、お祝いの言葉といたします。

切な業界です。そのためか組合員同士の交流も深
く、非常に仲良く楽しくためになる団体です。
この業界団体である組合が各業種の潤滑油とな
り、組合の繁栄を通じて業界全体の繁栄、ひいて

理事

木南

は国民全体の繁栄につながると考えます。そのよ
うな素晴らしい組合の発展を願い、その活動に貢

憲二（一工芸）

OACとの出会いを思い起こして頭の中をタイ

献できるよう努力して参ります。

ムスリップしてみました。私がOACに加入させ



ていただいたのは今から22年前、25歳の時です。
大学を卒業して就職もせず、書と絵だけ得意だっ
た私は何となく看板屋さんを始めてぷらぷらして
理事

夏目

いた頃で、当時お世話になっていた方から強制的

健一（㈲一心堂）

（笑）に加入させられました。（今思えば、若いク
ソガキに皆さん対等に優しく接してくれました。

この度は広告美術協同組合の創立45周年、誠に

感謝）

おめでとうございます。長年にわたり、弊社会
長でもある父がOACで組合活動をしているので、

当時は看板の事が何もわからない若僧でしたの

青年部発足前より数回ですが事業に参加させて頂

で、訳もわからず組合行事に参加していました。

きました。思い出としては、組合活動の原点でも

組合員の皆さんは私にとっては雲の上の存在で、

ある青年部発足に携われた事が一番大きく感謝し

お話が出来るだけ、名刺をいただけるだけで嬉し

ております。

くてたまらなかったことを覚えています。
組合の良さは、業界の重鎮、諸先輩方、二代目

今後も組合活動を通じて少しでも社会に貢献出

さん等様々な方々と普通にお付き合いさせていた

来ればと思います。

だけること、共に夢を語れる素晴らしい仲間と出
会えること、仕事に自信が持てること、もちろん、
技術やたくさんの学びができることもあります。
理事

長澤

いつまでも自分が一番若いと思っていたらいつ

達也（㈱本州堂）

の間にか青年部が立ち上がり、早10周年。若い看

OAC組合員の皆様並びに関係各位の皆様、創

板マンがたくさんいるな～と改めて気づきまし

立45周年誠におめでとうございます。謹んでお喜

た。今後は若い世代に少しでも気づきやアドバイ

｜ 18 ｜

スが出来るよう、また、50周年に向け、組合や業
界に今の自分にできる恩返しをさせていただきたい
と思います。

理事

橋本

これからは「競争から共創」の時代。共に活か
し合い、共に栄える組合づくりに少しでも力にな

幸代（センム工芸）

OACでの思い出は旅行会です。私は人とのコミュ

れるよう努力していきます。

ニケーションをとるのが下手で、会話もうまくできま
せんでした。なので、最初は一人で旅行会に参加す
るのは不安で心細かったのですが、参加する毎に楽
しく過ごしています。

理事

松林

お会いする方々はいつも優しく接してくださって感

泰弘（㈱堺博光社）

謝しています。普段なかなか行かない場所や行って

OACでは色々な行事に参加させてもらいましたが、

みたかった場所に行けて嬉しいです。

今思い出すと、どれも懐かしく楽しい思い出です。
１つ挙げるとするとすれば、２泊したこともあり
2010年の上海万博でしょうか。初めて接した中国の
パワーとバイタリティーに圧倒され、帰国後１週間

理事

上田

はカルチャーショックと下痢で頭がぼうっとしていた
事を思い出します。その後漁船の体当たり事件など

亨二（㈱岡野工芸社）

思い出がたくさんあり、何を語ればいいか語れま

で、日中関係は最悪になっていくのですが、その前に、

せん。今のままで。

先入観を持たずに中国を肌で感じられたことは貴重
な体験でした。
理事

大島
理事

松本

祥一（㈱山崎標記）

今更ですが、2016年度のサルの申という字には

正敏（山中田テント製作所）

伸びる・伸ばすという意味もあると聞いています。

この度、理事となりました松本です。役員の皆

OACの更なる発展、そして大阪大発展の為にOAC

さまと良い組合になるように、一生懸命がんばっ

の拡大の力になれればと思います。

て行こうと思います。宜しくお願いします。

ではどういう形で力になるのか。私はいろいろな
方と話をすることが大好きです。先日も初めて組織
委員会の会合に参加いたしました。その中で自分な
りに意見やOACを拡大するにはどうすればいいの

理事

柏原

か？？約２時間真剣な対話をさせて頂き大変勉強に

将吾（柏原テント㈱）

なりました。終了後、思ったことは会社の拡大もこ

10年前の北支部納涼会の淀川花火大会鑑賞が

うやって真剣に社員と話す機会を持つことが大事な

きっかけでOAC組合活動に参加するようになり

のだ！と。思いを共にする存在を一人でも多く増や

ました。講習会、研修会で学び、旅行会には楽し

しながらOACと共に会社も大きくしていきたいと思

んで参加させてもらっています。知人、友人がで

います。

きたことにより仕事の幅が広がりました。

先ずは自分自身が挑戦・挑戦で愚痴ゼロ、そして

普段あまり行事に参加されない組合員さんも是

明るく前向きに！を自身の合言葉にして、皆さんの

非参加していただき、より活気ある組合を目指し

足を引っ張らないように一歩ずつ前進にしていきた

ましょう。

いと思いますのでどうか宜しくお願いいたします。

｜ 19 ｜

平成28年OAC新年交歓会
盛大に開催！ 平成28年１月19日㈫

平成28年１月19日㈫午後５時30分よりホテルモントレグラスミア大阪に
於いてＯＡＣ新年交歓会を開催いたしました。
ご来賓、組合員、賛助会員、組合員ご家族、従業員等総勢100名の方々
のご参加をいただき、森川副理事長の開会のことばにより第１部が始まり
ました。浦副理事長をソングリーダーにＯＡＣの歌を斉唱、恒例となりつ
つある『元気ですか～』から始まる松本理事長の元気な挨拶があり、古希
となられる巧商工の森井様に長寿のお祝いが、永年勤続優良従業員表彰で
は代表して勤続40年となられる㈲一心堂の夏目和生様に中央会会長表彰が
贈られました。

｜ 20 ｜

続いて、ご来賓並びに賛助会員の方々をご紹介
し、ご来賓を代表して４名の方にご祝辞をいただ
き、悦副理事長の閉会のことばで第１部は終了し
ました。
第２部懇親会は山元厚生委員長の司会で、大阪
屋外広告美術協同組合理事長の冨田様、関西ネオ
ン工業協同組合理事長の梅原様、大阪ディスプレ
イ協同組合副理事長の藤田様、松本理事長による
鏡開きがあり、梅原様の乾杯の発生により歓談と
なりました。
会場に出席の申年生まれ13人の年男の方々に、
年男である松本理事長より記念の品が贈られ、ア
トラクションとして夏目相談役夫人による舞い、
ＨｅｒＲｏ＊２”（ハロハロ）ショー、抽選会が
あり、堀ノ江副理事長の大阪締めにて閉会となり
ました。

第43回
中央会長表彰

理事長表彰

永年勤続優良従業員表彰

40年勤続

㈲一心堂

夏

目

和

生

20年勤続

デコラティブシステム㈱

崎

山

正

一

15年勤続

㈱桃太郎

中

川

憲

吾

西森テクノ㈱

小

林

孝

嘉

㈲平成美装

平

野

拓

也

㈱堺博光社

中

村

大

輔

㈲一心堂

村

田

佳

仁

㈱フジネオン

海

中

英

樹

デコラティブシステム㈱

西

尾

政

人

10年勤続

｜ 21 ｜

第45回

OAC通常総会開催

第45回OAC通常総会が、去る５月24日㈬午後

予算の決定についてと第５号議案の平成28年度借

３時30分より、梅田にありますホテルグランヴィ

入金残高の最高限度額の決定については悦副理事

アにて組合員104名（うち委任状69名）の出席を

長が説明されました。

得て開催いたしました。

第６号議案の労働保険事務組合事務処理規約の

まずはじめに、永年に渡り組合運営にご尽力を

一部改正等については今村局長が、第７号議案の

いただいた組合員物故者のご冥福をお祈りし黙祷

定款変更に関しては私（森川）が説明しました。

を捧げた後、松本理事長のご挨拶があり、総務の

そして最後に本年度は役員改選の年ですので、

私（森川）による開会宣言を行いました。

第８号議案として役員改選が行われ、満場一致で

続いて新規加入組合員の紹介と、組織拡充功労

松本理事長が再任されました。

者への感謝状贈呈、平成27年度技能検定に合格さ

その後、議長が降壇して、第45回通常総会は無

れた方への合格証書の伝達が行われました。

事終了し、全員で記念撮影を行い閉会しました。


そして、議長に、夏目相談役が選出され議事に
入りました。
第１号議案の平成27年度事業報告については浦
副理事長にて説明がなされ、第２号議案の平成27
年度決算報告並びに剰余金処分案の承認について
は、悦副理事長が説明、監査報告の後いずれも原
案通り可決承認されました。
第３号議案の平成28年度事業計画の設定につい
ては浦副理事長が、第４号議案の平成28年度収支

｜ 22 ｜

副理事長

森川

英雄

創立45周年記念式典・懇親会開催！
大阪広告美術協同組合設立45周
年記念式典並びに、懇親会が５月
24日㈫午後５時30分より、梅田に
ありますホテルグランヴィア大阪
に於いて御来賓・賛助会員・組合
員86名の方に御出席頂き開催され
ました。
総務の私（森川）が司会を担当
し、まず初めに総会にて松本理事
長が再任した件をご報告させて頂
き、OAC45周年のあゆみを放映し
ました。今回の映像は役員全員で
意見を出し合い、笠谷理事の素晴
らしい編集によって完成し、放映
終了後、会場からは歓声が上がりました。笠谷理

祝電披露の後、アトラクションとしてOSAKA

事、御忙しい中映像を編集してくださり誠にあり

翔GANGSのライブがあり会場は盛り上がりまし

がとうございました。

た。OSAKA翔GANGSは今年結成10周年だそう
で、組合同様20年、30年と末長く続いて欲しいも

会場が映像で盛り上がったところで、松本理事

のです。

長による式辞が述べられ、御来賓及び賛助会員の

そして宴もたけなわとなった所で、〆として堀

皆様をご紹介させて頂きました。

ノ江副理事長の閉宴の言葉で名残惜しくも幕が閉

この後、表彰状の授与に移り、多年に亘り組合

じました。

に在籍、業界の発展に寄与されたとして大阪府知

今回ご協力頂きました役員の方々、また青年部

事表彰15社、大阪府中小企業団体中央会会長表彰
36社の方々が表彰されました。受賞された皆様、

の皆さん、そして何よりご出席いただいた組合員

誠におめでとうございました。

の皆様、従業員の皆様ほんとうにありがとうござ
いました。

御来賓の祝辞では、衆議院議員 佐藤章様、大



阪府議会議員 釜中優次様、大阪市会議員 木下
吉信様よりそれぞれ身に余る御祝辞を頂きました。
そして最後に私（森川）の閉会の辞があり、式
典は滞りなく終了いたしました。
式典の後は皆さんお待ちかねの懇親会です。厚
生担当の山元委員長の司会で開会の言葉があり、
友好団体、大広協の富田理事長の乾杯の御発声で
一気に最高潮に達し、楽しい宴がスタートしました。

｜ 23 ｜

副理事長

森川

英雄

創立45周年記念表彰

大阪府知事表彰
アポロサイン株式会社

株式会社貞岡工芸社

株式会社アングル

株式会社シギスタデイオ

有限会社一心堂

シライ工芸

追分看板店

第一宣伝株式会社

株式会社岡野工芸社

株式会社ハラ

加藤広告株式会社

不二工芸株式会社

株式会社カマダ工芸

株式会社桃太郎

株式会社堺博光社

大阪府中小企業団体中央会会長表彰
株式会社アート広業

株式会社日 宣

上六広告株式会社

株式会社白竜社

栄光美芸株式会社

阪堺広告

大野工芸

有限会社阪神彫刻工業所

加藤建装

日立広告

株式会社カシヤマ

株式会社ヒノテック

看板のよろずや

日の出装飾有限会社

共栄社

富士広告株式会社

協和電工株式会社

富士電装株式会社

キングプリンティング株式会社

有限会社藤原工芸

公成社

株式会社ブンショードー

コニシ工芸

松岡広告株式会社

サインアイデアセンター大電

マツシマ看板店

サインクラフト イシイ工芸

株式会社村上造型

株式会社大協社

山中田テント製作所

高山製作所

湯井製作所

田崎看板工芸社

吉川看板製作所

株式会社電飾工業

｜ 24 ｜
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OACと共に
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井
元

栄

谷
澤
田

周
達
亨

文

木

一

柏

原

将

吾

南

憲

橋

本

幸

事業・労務行政委員

正
也
二

秋
岸
山
松

村
田
岸
本

敬
仁
友
正

三
良
彦
敏

彦
二

北 支 部

事業・労務行政委員長

厚生委員

笠
長
上

正

友

南 支 部

事業・労務行政担当副理事長

浦

岸

支 部 会

代

新 役 員 紹 介
頑張っていきたいと思います。
今期の目標が「挑戦」ということで、副理事長という
副理事長

金井

大役にもチャレンジし、何事にもどんどんチャレンジ「挑

和人

戦」していきたいと思っています。組合員の皆様もどん

（三晃プラスチック工業㈱）

どんと組合活動に積極的に参加、チャレンジしていただ
き活気ある組合にしていきましょう。
景気もあまり思わしくなく、為替の急激な変動や、イ

この度、副理事長を仰せつかりました三晃プラスチッ

ギリスのEU離脱など、不安要素が大きい状況ですが、本

ク工業株式会社の金井です。よろしくお願いします。

当に微々たるものかもしれませんが、OACから元気を発

理事経験もまだ浅いにも関わらず副理事長という大役

信していけるよう皆んなで盛り上げていきましょう。

を仰せつかり、期待と不安が入り混じった感じですが、
このような機会を与えていただいた事に感謝し、自分自

精一杯努めさせてていただく所存ですので、今後とも

身もしっかりと学ばせていただき、組合員の皆様に必要

より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い

とされる組合運営のお手伝いができるように微力ですが

申し上げます。

理事

岸田

仁良

㈱光陽銘板

理事

長澤

達也

㈱本州堂

理事

松本

正敏

山中田テント製作所

｜ 26 ｜

理事

上田

亨二

㈱岡野工芸社

理事

大島

祥一

㈱山崎標記

創立45周年記念事業

野球観戦

阪神

VS

巨人

平成27年７月22日㈬
阪神甲子園球場

ゴルフ大会

平成27年９月12日㈯
東条の森カントリークラブ東条コース

記念旅行会

平成27年10月18日㈰・19日㈪

｜ 27 ｜

支部だより
平成28年４月12日に中央支部員

中央支部 11名、ならびに松本理事長、浦副理
総会
事長はじめ６名のご来賓にご臨席
をたまわり、難波にあります川富本
店大阪にて平成28年度中央支部通常総会・懇親会
を開催いたしました。
例年は総会と併せてなにかイベントを併催して
いたのですが、今年度は初心に帰り地元ミナミで
シンプルに開催しました。シンプルと申し上げた
ものの総会・懇親会とも皆さん熱い議論や意見交
換をしていただき、さすがは中央支部、中身は大

再任という体制で益々活発な支部活動を目指して

変濃く充実した会となりました。

いきたいと思いますので今後とも皆様のご指導ご

また本年度は役員改選にあたり、僭越ながら私、
笠谷が三度目の支部長を拝命いたし、全役員とも

鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。


支部長

笠谷

周正

平成28年４月15日㈮天王殿にて

東支部
総会

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５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。
今年は役員改選があり、引き続き金井が支部長に
再任にさせていただきました。また２年間よろし
くお願いいたします。
その後、豪華なお料理で舌鼓をうち、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

松本理事長をはじめたくさんの方にお集まりい

り上がりました。

ただき、大いに盛り上げていただきました。本当

｜ 28 ｜

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
期も本部の事業も合わせて色々な行
事があります。来て良かったと思っ
ていただけるよう役員一同盛り上げ
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。何卒よ
ろしくお願いいたします。
支部長



金井

和人

春うららかな４月19日㈫午後７

西支部
総会

時より、新阪急ホテル２階「宙の間」
にて西支部総会を執り行いました。
賑 や か な 店 に 行 く こ と が 多 い 中、

久々にホテルでの開催です。
総会はいつになく厳かな雰囲気の中、つつがな
く進行しました。
しかし懇親会が始まってしまえばやはり西支
部。コンパニオンさんも同席され、急きょ登板し
ました中元さんによるゲームなど大いに盛り上が
ます。

り、雰囲気に合わせてワインを片手に飲み放題を
堪能されてました。やはり西支部パワー健在です。

私も支部長に任命いただき、心機一転、西支部
の皆様のため尽力したく存じます。新米で不慣れ

本総会では支部役員も改選され、新体制でのス

ですが、皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。

タートとなります。本州堂の長澤さんに会計幹事

支部長

としてご参加いただき、ますます厚い布陣になり

｜ 29 ｜

山岸

友彦

平成28年４月９日㈯ホテルアゴー

南支部
総会

ラリージェンシー堺26階サファイヤ
の間において南支部総会を開催いた
しました。支部会員36社中、出席15

社、委任状出席19社にて、成立の上、下垣内議長
の下、第1号議案から第5号議案まで、すべて可決
承認されました。
今年は役員改選の年に当たり、新しい支部長に
一工芸の木南さんが選出され以下の方々が役員と

第２部の懇親会は、賛助会員のフジ建機リース

してこれから２年間、南支部を運営していくこと

㈱の前原様、㈱ホケンプロジェクトの多志満様、

になりました。

ＯＡＣ本部からは松本理事長、伊藤副理事長、今

支 部 長

木南

憲二（一工芸）

村事務局長、そして仕事を陰で支える明るい奥様

副支部長

樫山

宗嗣（㈱カシヤマ）

方をお迎えし、総勢25名で、和やかに行われました。

幹

松本

事

優（㈱フジネオン）

私事、支部長を、お引き受けするなりケガで入

浦

正文（サインアート）

院、納涼会欠席から始まり、どうなることか心配

石井

大介（サインクラフト イシイ工芸）

した４年間でしたが、南支部の皆様に支えられて、

松林

泰弘（㈱堺博光社）

何とか無事にバトンを渡せてほっとしているとこ

会計幹事

松本

正敏（山中田テント製作所）

ろです。特に目新しい事も出来ませんでしたが、

会計監査

田崎

保洋（田崎看板工芸社）

支部の会員様の事を考えて自分なりに一生懸命

相 談 役

下垣内信夫（日立広告）

やったつもりです。支部長会の活動も含めて、素

高橋

晴らしい経験をさせてもらったと感謝しています。

成光（㈱白竜社）

特に、山中田テント製作所の松本正敏さんには、

今後も役員一同、新支部長を支えて「挑戦」し

南支部若手のホープとして、今年度から本部の理

て行こうと思いますので、よろしくお願いします。

事としても活躍してもらうことになりました。
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幹事

松林

泰弘

2016年４月２日

北支部
総会

㈯がんこ十三本店
にて北支部総会を
開催いたしました。

北支部員23社中８社９名の出
席、委任状出席５社で成立し、
岡野相談役の議長の下、全ての
議案が原案のとおり可決承認さ
れました。
本年度は役員改選があり、若
輩者ではありますが、私橋本が
支部長に仰せつかりました。副
支部長兼幹事は上田氏・大島氏、
会計は柏原氏、会計監査は大湾
氏・山崎氏、相談役に悦氏と岡
め支部の皆様に助けていただきながら、できる事

野氏が就任いたしました。
総会・懇親会に出席していただきました松本理

をコツコツと努めてまいりますので、皆様のご指

事長・堀ノ江副理事長・今村局長、支部の皆様に

導ご鞭撻を賜りますよう何卒よろしくお願いいた

感謝申し上げます。

します。


何分力不足でございますので、諸先輩方をはじ

｜ 31 ｜

支部長

橋本

幸代

OAC青年部だより

OAC青年部
平成18年８月発足

s 初代会長t

s ２代会長t

s ３代会長t

平成18年８月～平成21年４月

平成21年４月～平成24年４月

平成24年４月～平成26年４月

石井

大介

夏目

健一

笠谷

s ４代会長t

周正

平成26年４月～現

在

北川福太郎

青年部役員あいさつ
まだ未熟なので、いろんな人の考え方や生き様を
部長

北川

見ながら勉強しようとしていますが、言葉の難し
福太郎

さで悩んでいます。あまり上手に考えていること

（㈱劇団往来）

を伝える事ができないのです。でも組合に参加し
ていくうちに、少しずつではありますが、考えな

OACの良い所はアットホームで、横のつながり

がらしゃべれるようになった気がします。

から自社の仕事につながる所だと思います。素晴
らしい組合員さんと様々な行事で知り合い、自然

仕事でもお客さんと話をするときは知識と知恵

と横のつながりができ、気がついたら仕事の相談

は必要です。毎回勉強しに行っている気持ちでこ

をし、
それが仕事に繋がると言った感じでしょうか。

れからもがんばっていきたいと思います。

私は青年部の部長をさせていただいております。

青年部だけではなく、本部の集まりにも参加し
ていきますのでよろしくお願いします。

部員の皆様が一人でも多く本部で活躍できるよう
に、青年部を成長の場として皆様のお仕事に役立
てるような楽しい行事を実施していきたいです。

幹事

笠谷

副部長

岸田

周正

（㈱桃太郎）

充正

少し相談があるからOAC事務局に来てくれな

（㈱光陽銘板）

いかと森川副理事長にお声がけを頂き、軽い気持

青年部に参加させていただいていて本当に学ぶ

ちで行ってみましたところ、青年部を作りたいと

ことばかりで、人との接し方、つながりの大事さ、

松本理事長をはじめとする当時のOAC執行部の

いざという時に助けてくれる仲間がいると信じて

方々に熱い思いをお伺いし、私のような若輩者で

います。

も何かお役に立てられるのならと青年部に入部し
てから早10年。

他にあたることのできない日々のストレスや悩
みなどを酒の席で相談して一緒になって考えてく

発足当初より、石井初代部長、夏目２代部長の

れる仲間がすごくありがたいです。僕自身、まだ

補佐役として副部長、そして部長と大役を仰せつ
｜ 32 ｜

かり、この10年間何事にも代えがたい貴重な経験

OACに入ってよかったです。自分の仕事で活か

をさせて頂きましたこと改めまして感謝し、つく

して行きたいです。

づく幸運だなと感じております。
唯一発足当時より今もなお役員として執行部に
携わり続ける者としましても、皆様方のご指導・

幹事

太田

ご協力を頂きましたおかげで創部10周年を迎え５

博崇

（㈱フジネオン）

名から始まった部が卒部されました方を含めます
と今や30名を超える立派な部になりましたこと非

OAC青年部に入部し様々な経験を通し、まず

常に感慨深く思っています。

何より大変楽しませていただいています。

また素晴らしい人達と出会い、時には本気でぶ

仕事を通しての事業では経験し得ないことばか

つかり合いながらも仕事の事からプライベートな

りで、OACの事業に参加させていただく度に色々

事まで熱く語り合う事ができる何事にも代え難い

な学びがあります。中でも役員として初めて担当

人脈作りができる点がこの青年部の最大の魅力だ

させていただいた研修会は非常に思い出深いもの

と思っています。

となりました。

今後もますます魅力ある青年部事業を継続し、

反省点もありましたが、これからもOACの為

OACのみならず業界を率先していける部であり

に少しでもお役に立てるよう精一杯努力していき

ますよう精進してまいりたいと思います。

たいと思います。

幹事

中元

会計幹事

秀行

大川

（㈲阪神彫刻工業所）

由保

（㈱キヌガワ）

青年部に入った当初は年１～２度の行事に参加

私が青年部に初めて参加したのは30代後半に差
し掛かった頃だったでしょうか。それまで私は、

でしたが、青年部の幹事になってからは多くの行

工場内での業務を主とし、加工技術を習得する事

事に参加をし、色んな方と交流させて頂き色々と

に一生懸命でした。作り手だけの仕事に収まらな

経験させて頂いています。
今後も色々と勉強をさせて頂き少しでも青年部

くなった頃、横の繋がりの希薄さに気付き青年部

の力になれればと思っています。

への入部を決めました。
来年45歳となる私は、青年部を卒業する事とな
りますが、青年部で知り得た友人、また、そこで
得た知識が、私の今後の人生において宝物となる

監査

秋村

事でしょう。

敬三

（㈲秋村泰平堂）

その様な機会を得る事が出来る場が、私にとっ
てのOAC青年部です。

OACに初めて参加させて頂いたのは青年部で
した。まだ右も左もわからぬまま優しく青年部の
皆様に迎え入れて頂きました。そのあと中央支部

幹事

松本

にも参加し、支部と青年部と兼任で活動していま
正敏

す。

（山中田テント製作所）

今後とも宜しくお願いいたします。

色々なイベント、勉強会を開催されて、色々
な人がいてアドバイスをいただいたり、したり、
｜ 33 ｜

OAC青年部だより

OAC青年部旅行会＆ゴルフコンペ

の方に説明を聞けて、

平成28年３月５日㈯６日㈰に１泊２日で青年部旅

た。

大変勉強になりまし

行会＆ゴルフコンペに参加させていただきました。

その後、タクシー

今回は青年部という事で、ファミリーで参加さ

で内宮に行き、タク

れた方もおられたので、ゴルフ組と観光組に別

シーを降りたとたん

れ、すべて電車とタクシーの旅で移動が大変でし

雨がザッと降りまし

たが、日頃なかなか電車に乗る機会が少なくなり、

たが、日頃の行いが

今回は電車の旅を楽しませていただきました。

良いのかどうかわか
りませんが５分で雨

旅行組の１日目は電車で鳥羽駅まで行き、そこか

がやみました。

らイルカ島までは船に乗りました。イルカ島ではア
シカショーとイルカショーを楽しみ、アシカショー

内宮では自由行動となり、お腹が空いたので先

は山の頂上にあり、みんなで歩いて山道を登り、日

におかげ横丁に行き、昼食は名物の伊勢うどんを

頃の運動不足がよくわかり、息があがりました。

食べ、次にデザートは赤福本店で赤福を食べまく
りました。
内宮は宇治橋と呼ばれる橋を渡り、しばらく歩
くと五十鈴川の流れはすごく綺麗でした。
大阪に帰る時に乗った近鉄特急「しまかぜ」は、
座席が皮張りでシートも広く、リクライニングも
でき、クッションもフワフワでこんな高級電車に
乗ったことがなく、大人達は子供になったように
大・大・大興奮していて、「寝るのももったいな
い！」と騒いでいました。この「しまかぜ」はな
かなかチケットが取れないみたいなので、終点の
上本町まではあっという間に着いてしまい、電車

その後、今回のホテルの「志摩ビーチホテル」

から降りたくなかったです。
大変楽しい旅行でした。皆様おつかれ様でした。

に向かい、ゴルフを楽しんだゴルフ組の方と合流


し、部屋は目の前が海で絶景でした。お風呂に入
り、大宴会を楽しみ、料理
も海の幸で最高でした。
２日目はのんびり出発で、
集合時間も10時だったので
朝風呂もゆっくりと楽しめ、
海の景色も最高で、集合時
間の少し前に海岸を散歩で
き、久しぶりに海の波の音
をのんびりと聞けて大変癒
されました。
電車で移動し、伊勢神宮
にガイドの方の案内で外宮
の偶々の神様を参拝しまし
た。知らなかった事をガイド
｜ 34 ｜

幹事

松本

正敏

OAC青年部総会・10周年記念式典
平成28年４月22日、北新地にあるラグナヴェー
ル大阪にて部員25名の出席を頂き第10回OAC青
年部総会を開催いたしました。
総会は中元幹事の司会、開会の辞で始まり、私
の挨拶の後、議長に山岸氏を選出し議事に入りま
した。平成27年度事業報告及び会計報告、平成28
年度事業計画案及び収支予算案がスムーズに原案

フォローして下さいました。本当に自分は幸せ者

通り可決承認され、無事に終了いたしました。

だなぁと感じながら、もっと挨拶の練習をしない
と！と反省です（汗）。

いつもならここから楽しい懇親会！なのです
が、今回は10周年記念式典があるので部員の皆様

そして、今回10周年を記念して、OACの原点

には一度外で待って頂き、役員全員で会場準備を

である看板に着目し、夏目相談役と宮崎参与に青

行い何とか定刻に開始することができました。

年部オリジナル映画看板を作成していただきまし

記念式典には松本理事長、森川副理事長、堀ノ

た。宮崎参与の提案で中身は、映画「男はつらいよ」

江副理事長、夏目相談役、宮崎参与、山元理事、

のパロディーで「部長はつらいよ」になりました

金井理事、今村事務局長、そして、友好団体であ

（笑）。お披露目の際、夏目相談役と、宮崎参与と

る大阪屋外広告美術協同組合（以下、大広協）青

私とで除幕式をさせて頂き、会場の皆様からは「素

年部より石川部長、住友相談役、関西ネオン工業

晴らしい！」「かっこいい！」といったお声をい

協同組合（以下、関ネ）青年部より海中部長をご

ただきました。青年部の一生の宝物ができました。

来賓でお迎えし、岸田副部長の司会で始まりました。

夏目相談役、宮崎参与本当にありがとうございま
した。

まずは私の挨拶でしたが、やはり何回やっても
きちんとした挨拶は苦手で、今回も前回同様頭が

看板お披露目の後、岸田副部長の閉会の言葉が

真っ白に…そんな私のグダグダ挨拶を松本理事長

あり、記念式典は無事に終了し、そのまま懇親会

と石川大広協部長、海中関ネ部長が最高の祝辞で

になりました。

｜ 35 ｜

OAC青年部だより
オープニング映像では青年部
員の皆様を紹介させて頂き、会
場が盛り上がったところで、堀
ノ江副理事長の乾杯の音頭で懇
親会がスタートしました。
アトラクションには元AKB48
の小原春香さんのミニライブ！
さすが元AKBというだけあって
部員の皆さんはいつもより釘付
けでした（笑）
その後、10という数字に関係
する商品しかない抽選会を行
い、そして、今回で卒部される
石井氏（イシイ工芸）、伊藤氏（大
協社）に青年部恒例の中元幹事特製記念品と、そ

長が壇上に上がり一言ずつご挨拶させていただい

して今回も夏目相談役自ら書いて下さった記念に

た後、楽しい宴は終了いたしました。

残る感謝状をお渡しさせていただきました。（伊

本部組合員の皆様のご理解と青年部部員の皆様

藤氏は欠席の為、後日お渡しさせて頂きました）

のご協力のおかげでなんとか10周年記念式典を終
えることができました。

石井さんは初代青年部長ということもあり、ご挨

本当に感謝いたしますとともに今後とも引き続

拶を聴いていると、部員一同感極まるものがありま

き青年部活動へのご支援、ご協力を賜りますよう

した。石井さん本当にお疲れ様でした。

お願い申しあげます。

楽しい時間はあっという間に過ぎ、気がつけば

部長



お開きの時間となっておりました。最後は歴代部

北川

福太郎

OAC青年部ゴルフコンペ

なった夏目健一さんと言う結果に終わりました。

６月25日㈯OAC青年部ゴルフコンペを猪名川

が、参加された青年部のみなさん、お疲れ様でし

いつもながらOB連発の青年部のコンペでした

グリーンカントリークラブで開催いたしました。

た～。

当日の天気は快晴！と言いたい所でしたが、残念



ながら雨のパラつく天気。
総勢10名、３組でのゴルフコンペと
なり北川部長の始球式にて始まりまし
た。
私は１組目で、北川部長、大島さん、
新入部員の八尾さんと一緒に回らせて
頂き、和気藹々と楽しい一日を過ごさ
せて頂きました。
全ての人に優勝の可能性のある無制
限ダブルペリアのハンデ方式でのコン
ペでしたが、私の成績は惜しくも３位。
優勝は大川由保さん、準優勝は金井正
次さん、そして、惜しくもブービーと
｜ 36 ｜

幹事

中元

秀行

交番への色紙差替え事業
文化事業っていいな～
６月19日、日曜午後１時、生憎の土砂降り。豊中駅
前交番に「紫陽花」の色紙を差し替えている季節にぴっ
たりで、これも乙なものである。
交番に色紙掲示の文化事業を立ち上げすでに23年、
思い起こせば今は亡き当時の北山副理事長と事務局、
私の三人で府警本部また各警察署を訪問し、快諾を得
たことを、今思い巡らせている。
皆さんのご支援により、継続していることに感謝し
ている次第である。
帰りも外は雨、しかし車中の小生の心は晴れ晴れし
た心持ちであった。
豊中署管内担当

夏目

敏昭

堺市路上違反
簡易広告物除去活動
平成28年４月16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

木南

大阪市「かたづけ・たい」活動
平成28年３月10日㈭午後５時より

平成28年６月17日㈮午後６時より

上本町周辺で実施いたしました。

鶴橋周辺で実施致しました。



支部長

笠谷

周正
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支部長

金井

和人

憲二

ＯＡＣ
広告美術
技能士会

s 初代会長t

s ２代会長t

s ３代会長t

s ４代会長t

昭和53年３月
～
昭和58年５月

昭和58年５月
～
昭和63年４月

昭和63年４月
～
平成６年５月

平成６年５月
～
平成12年６月

昭和53年３月発足

松本

光七

長谷川照彰

技能士会だより

ものづくり教室

平成28年2月19日㈮
友渕中学校1年生13名

ものづくり教室

平成28年２月26日㈮
瓜破中学校2年生6名
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池田

岩男

岡野

守博

s ５代会長 t

s ６代会長 t

s ７代会長 t

s ８代会長 t

s ９代会長 t

平成12年６月
～
平成20年６月

平成20年６月
～
平成22年６月

平成22年６月
～
平成24年６月

平成24年６月
～
平成26年６月

平成26年６月
～
現 在

夏目

敏昭

原

ものづくり教室

秀一

木南

憲二

平成28年３月４日㈮
市岡中学校1年生11名

ハッピーアースディ大阪 2016
平成28年３月19日㈯久宝寺緑地公園にてハッ
ピーアースディ大阪2016が開催され、ものづくり
体験教室に協力参加しました。
11職種の技能士会がそれぞれの教室を実施、来
場された方たちで賑わっていました。
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夏目

健一

上田

亨二

技能士会だより

「手書き看板の基本」研修会に参加して
一心堂の会長、夏目敏昭先生を講師にお招き
しての、技能士会開催「手書き看板の基本」、
無事に全回参加することが出来ました。
およそ８カ月、合計８回の長期に渡る研修会
でしたが、他の参加者の方も仕事の多忙なスケ
ジュールの合間に積極的に参加されていまし
た。

時間程度書いたからといって、いきなり達筆に

今回は楷書編という

なるわけもありません。今回の研修だけで終わ

事で、初回の「永字八

らず個人的にはこれからも「楷書」を学んでい

法 」 に 始 ま り、「 偏 」

きたいと思います。

や「旁」、「カタカナ」、

昨今、私達の業界もコンピュータ等により、

「ひらがな」と学んで

仕事の内容もずいぶん様変わりしてきました

いきました。初めは筆

が、今回の研修に参加したことは、「筆文字」

使いもままならず回を

や「手書き」の技術と価値を今一度見つめ直す

重ねるごとに、ますます難しさを感じながら進

良いきっかけとなりました。

んでいきました。途中に「写経」の宿題もあり、
最後に再び「永字八法」に戻り、少し筆使いが

第二段として「ゴシック編」も開催されると
の事ですので、こちらも楽しみです。

解りかけたかな…というところで終了となりま
した。

最後になりましたが講師の夏目先生、OAC
技能士会の皆さま、本当に貴重な経験の場を

当然ですが、講師の夏目先生の半世紀以上も
この仕事で磨いた腕前には程遠く、たかが十数

｜ 40 ｜

作って頂きありがとうございました。


幹事

廣田

満也

技能士会総会開催

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

６月７日㈫に南海グリル東店に於きまして、
第39回OAC広告美術技能士会通常総会を開催
いたしました。
夏目名誉会長が議長のもと、事業報告、収支
報告、事業計画、収支予
算など慎重審議により皆
様のご承認をいただき進
行いたしました。
今回は役員改選が行わ

りをしながら、カウンター越しに見えるシェフ

れ、上田会長が再任され

の妙技にただただ感心するばかりでした。おい

ました。新年度も上田会

しいお肉をいただき、精気を養い、
「よし！また、

長の元、小中学校でのも

明日からも頑張ろう」と、力がみなぎってくる

のづくり教室、ものづく

のを感じました。
今後とも、宜しくお願い致します

り コ レ ク シ ョ ン、 ハ ッ

副会長

ピーアースデーなどへ参加させていただき、微

山本

康浩

力ながら少しでも技能士会のお役に立てる様に
努めさせていただきます。
第39回 総 会 に お き ま し

第二部の懇親会では皆さんと楽しいおしゃべ

て、技能士会会長を仰せつ
かりました。皆様のお力添
えをいただき、微力ながら
技能士会の発展に努めて参りたいと存じ
ますので、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。
会長

｜ 41 ｜

上田

亨二

254回 OACG会コンペ
平成28年３月24日㈭

花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース／17人参加

皆様お疲れ様でした。今回優勝させて頂きまし
た岸本でございます。私より遥かにレベルの高い
方が参加されているOACG会で優勝できるとは今
後の自信につながります。
打倒！堀ノ江！で頑張って参りますので、宜し
くお願いします。

岸本

富男

優勝

岸本
２位 山元
３位 信貴

富男
栄一
理伸

信貴
２位 岡崎
３位 松本

理伸
憲彦
優

255回 OACG会コンペ
平成28年４月７日㈭

花屋敷ゴルフ倶楽部ひろのコース／18人参加

桜満開の中、ASG会併催でのゴルフコンペは朝
からの雨と風が吹く春の嵐の中開催されました。
ホールが進むにつれ雨風が激しくなり、全身ず
ぶ濡れ、スコアーもいつもまとまらないのに、輪
をかけて散々な結果だったんですが、結局、皆さ

優勝

んスコアーを崩されていたので、ハンデ差で今回

初優勝することができました。
ASG会の方でも４位となり、棚からぼたもち
での賞を頂き、ありがとうございました。
次は晴れた天気の下でまた優勝できる様に頑
張っていきたいと思います。
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信貴

理伸

256回 OACG会コンペ
平成28年５月10日㈫

万寿ゴルフクラブ／15人参加

５月10日に万寿ゴルフクラブにて第256回OACG会
が行われました。午後から雨の予報だったので、急
遽スループレイに変更して行うことになり雨に遭
わずプレーできました。そのラッキーが私にも訪
れたようで、去年から肩の痛みにより思うような

金井
２位 松本
３位 岸本
優勝

スイングができず不甲斐ないスコアを出し続けて
いたのですが、その日は肩の痛みも治まり思いが
けないスコアが出て、久々の優勝をさせていただ

和人
優
富男

くことができました。
次は北海道でのマンスリーなので、ラッキーを

とても手入れされた素晴らしいコースとメン
バーにも恵まれ、１日楽しくプレーできたのがこ

持続させていけるよう頑張りたいと思います。

のような結果に繋がったのではないかと思います。
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金井

和人

グランドマンスリー開催!!
今期のグランドマンスリーは、北海道のザ・ノ
ースカントリーゴルフクラブでの開催で、前週に
男子プロの試合が行われていたので楽しみにして
いました。
4月頃からグランドマンスリーに向けて練習を
重ねてきましたが、2週間程前から体調不良（練

Ａクラス優勝

習し過ぎ）で練習ができないまま当日を迎え、優

Ｂクラス優勝

勝は諦める事にしてゴルフを楽しむ事に切り替え
ました。それが良かったのか、まずまずのスコア
で終わる事ができ、みなさんの調子が悪かった事
も重なり運良く優勝する事ができました。
夜の表彰式では、優勝の賞品と共に次期キャプ
テンの指名も頂きました。優勝した事で気分が良
いところをつけ込まれたかのように指名され、断
るにも断れず引き受けさせていただきました。
（優
勝してなければ断っていました）
副キャプテンの金井さん、中元さん、会計の信
貴さん、監査の伊藤さん、OACG会のみなさん、
若輩者で力不足ですが皆様の力添えを頂きこの
OACG会を盛り上げていきたいと思いますので宜
しくお願いいたします。
長年に亘りキャプテンを務められた堀ノ江さん
お疲れ様でした。


キャプテン

中筋

敦生
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中筋
松本

敦生
優

257回 OACG会コンペ
平成28年７月８日㈮

ニドムクラシックゴルフ

ニスパコース／19人参加

今回はザ・ノースカントリー、ニドムニスパコース、
樽前カントリーの３ラウンド。いずれもトーナメント
コース。わくわくしながら飛行機に乗り、いざ北海
道に～！！
前夜、おいしい物を食べながら一言（理事長やっ

前田
２位 大湾
３位 松本
優勝

たと思う）
『ニドムは来週トーナメントが有るから難
しく難儀するで～。
』え～そうなんや～？と皆？
朝、迎えのバスに乗り、コース攻略法を色々考え、

親孝
政次
優

スコアもあまり良くなかったのですが、皆さん方

ラフはどう打つか、早いグリーンはタッチかストロー

も苦労されたみたいで、運よく優勝する事が出来、

クか難しい。

楽しい北海道遠征でした！！

バスはインターを降りてもう少しでニドムに着く

又、北海道でのゴルフ企画をよろしくお願いしま

頃、ドライバーの方が「トーナメントは２年後なん

す。

ですよ」と。え～なんや来週やと思っていたのに！
看板を早くから出しすぎやで～！取り越し苦労でし
た…。
服を着替えて時間もあるので、練習場で球を打っ
ていたら放送で呼ばれて、ＩＮコースにあわててい
きました。２分遅れているので早く行って下さいと
コースの人に言われ、バタバタしながらスタート。
コースはセパレートされ、ラフグリーンは難しく、
さすがニスパコース！白樺と水が美しい。パートナー
の方、北キツネと励まし・励まされ、すごく楽しい
ラウンドが出来ました！
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前田

親孝

館
真
写
これ

あれ

仕事中の様子や事業所の写真です。
写真をご提供いただきました皆様、
ありがとうございます。
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久美浜温泉
かに三昧ツアー
一昨年の心斎橋合同忘年会に続き、今年度も何
か支部長会主催で、楽しい行事が計画できないか
と言う皆様のリクエストにお応えして、一泊で日
本海に「本場、とれとれの、かに」を食べに行こ
うということになりました。
に恵まれました。昼食は出石町出身の阪神彫刻中

色々プランを検討した結果、京丹後市の久美浜

元さんの奥さんのお世話で、名物出石そばの店、

温泉の碧水御苑に決まりました。

沢庵さんで打ちたての皿そばをいただきました。

参加者17人を乗せた貸切りサロンバスは、２月
６日㈯午後１時に冬の日本海に向けて鶴橋をいざ

皆さんのすごい勢いの追加注文に店の方も大慌て

出発。金井東支部長の説明が始まる間もなく、バ

で応じていただき、私も正直打ちたての蕎麦がこ

スの中は持ち寄った缶ビールやおつまみが開けら

んなにおいしいものだと初めて知りました。
出石の古い街並みを散策した後、沢山のお土産

れ、既に宴会状態。ワイワイガヤガヤ、心はかに

と共にバスに乗り込みました。

と温泉と雪景色に想いをはせつつ、あっという間
に久美浜湾に到着しました。お宿は砂浜に面して

帰りのバスの中は、仕事の都合で朝のうちに１

佇む純和風旅館。見事に手入れされた日本庭園が

人寂しく電車で帰られた柏原北支部長に代わり橋

きれいです。バスを降りると、
やはり真冬の日本海。

本さん（次期北支部長）のビンゴゲームで大いに

空気はピリっと冷たく、遠くの山々は、うっすら

盛り上がりつつ、無事大阪までたどり着きました。
今回の旅行は、あくまで有志による旅行で、組

雪化粧。部屋に案内されて荷物を置くなり温泉へ。
静かな夕景は心にしみました。いい湯を満喫した

合行事という形を取らなかったため、参加者の皆

後はお待ちかねの

さんには少し金額的に高くなってしまった事お許

宴会です。かにす

しください。合わせて、予算オーバーしてしまっ

き、かに刺し、茹

た分カンパいただいた皆様、本当に感謝申し上げ

でがに、焼がにと、

ます。
新しい方々が加わった新支部長会の皆さん、今

かにのオンパレー
ド。顔をかにの身

回の経験を活かしてまた楽しい企画お願いします。

だらけにして、お酒もおいしくいただき、話も弾み、



大満足なひと時でした。寝る前にもう一度お風呂
につかり、ぐっすり眠りました。
朝、目を覚ますと、夜中にかなり降ったのか、
周りは一面の雪景色。時折日も射すまずまずの天
気の中、宿を後にしたバスは一路宮津の天橋立へ。
ケーブルカーに乗って傘松公園に上がり、山上で
冬の天橋立の美しい曲線をバックににっこり記念
撮影。
（しかしやっぱり寒い！）
新鮮な海産物のお土産屋さんで、皆さんどっさ
り買物した後、降り始めた雪の中、バスは出石の
町を目指し雪深い峠の道を進みます。ここでも着
いた途端に雪はやみ、晴れ間が出てくるラッキー
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前 南支部長 松林 泰弘

組合等事業向上支援事業（組合ビジョン・中期計画作成支援）
平成26年度から「組合ビジョンの策定」に取り組むため
の新たな支援事業（組合等事業向上支援事業）が大阪府で
設けられ、大阪府中小企業団体中央会が委託を受け事業を
実施しております。
この事業は、大阪府下の組合が様々な課題を抱えている
ことから、課題解決の一つの手段としてビジョンを策定す
ることで、組合運営・組合事業の見直しを図り魅力ある組
合を目指すことを目的としています。
今般、当組合の役員を中心としたメンバーを「ビジョン
策定委員」として、そのメンバーに専門家（中小企業診断士）
と大阪府中小企業団体中央会の指導員を交えて、５回の委
員会を開催し、現状の課題を抽出し改善策を検討して簡易
な報告書にまとめました。

ビジョン策定委員会日程
日時

会場

平成２７年 ９月 ２日

１９：００～２０：３０

ＯＡＣ会議室

平成２７年１０月 ８日

１７：００～１８：３０

ＯＡＣ会議室

平成２７年１１月１２日

１７：００～１８：３０

ＯＡＣ会議室

平成２７年１２月１０日

１７:００～１８：００

ＯＡＣ会議室

平成２８年 ２月１０日

１７：００～１８：３０

ＯＡＣ会議室

ビジョン策定委員会メンバー
氏名
委員長

松本 優

株式会社 フジネオン

委員

伊藤 陽祐

第一宣伝株式会社

堀ノ江 良

株式会社シーピー

金井 和人

三晃プラスチック工業株式会社

笠谷 周正

株式会社 桃太郎

山元 栄一

株式会社 キヌガワ

横山 昌司

横山経営研究所

専門委員

１．OAC について

所属

４．広告美術業とは

大阪広告美術協同組合は、街のいたるところで目にする、広告看板・ネオンサイン
等の一般 PR 広告や イベント会場の設営、舞台装飾、更には公共性のある広報活動
など、様々な分野での情報提供の企画・製作・運営を幅広く行う事業所の団体です。
当組合では、組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業
を行い、組合員の自主的な経済活動を促進し、その社会的、経済的地位向上を目指
しております。
“古い伝統、新しい運営”を基本として、組織・事業労務行政・広報文化・厚生の 4
委員会と中央・東・西・南・北の 5 支部の組織構成により、事業を適宜に、且つ円滑に
進め、また、組合員皆様との意志の疎通を図り、“明日を考え、仲良く進もう OAC”を
合言葉に、将来に向けて広く積極的施策を講じ、組合運営・組織拡大に邁進していき
たいと考えております。

広告美術業は日本標準産業分類における定義では「他に分類されない事業サービス
業」であるが、広告看板・ネオンサイン等の一般 PR 広告や イベント会場の設営、舞
台装飾、更には公共性のある広報活動など、様々な分野での情報提供の企画・製
作・運営を幅広く行う事業のことであるとされています。

５．屋外広告費の推移

２．大阪広告美術協同組合沿革
昭和 12 年

大東看板商美会 創立

昭和 17 年

大阪看板塗装業組合 創立

昭和 22 年

大阪府看板工業協同組合 創立

昭和 37 年 5 月

大阪府広告美術協同組合 改称

昭和 43 年 5 月

大広協同組合 創立

昭和 44 年 5 月

大広協同組合 解散

昭和 46 年 6 月 14 日

大広不動産保存会 結成

昭和 46 年 8 月 20 日

大阪広告事業協同組合 創立

昭和 48 年 5 月 22 日

大阪広告美術協同組合（略称 OAC） 改称

昭和 52 年

ＯＡＣ技能士会発足

平成 18 年 8 月

青年部発足

単位：円

電通 日本の広告費より

「屋外広告業」については、屋外広告物法第２条第２項にその定義が規定されてお
り、「屋外広告の知識」において、次のように解説されています。
「屋外広告物法において、「屋外広告業」とは、屋外広告物の表示又は掲出物件の
設置を行う営業をいう。すなわち、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は
掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う
営業をいうのである。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問
わないが、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を業として請け負
わないような広告代理業等は屋外広告業に該当しない。これと同様の趣旨から、単
に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物を表示したり、掲出
物件の設置を行わないものも、屋外広告業には該当しない。」
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６．屋外広告費市場

７．広告美術業界の特徴
•

直近 8 年間（2006 年ー2013 年間）の屋外広告費の推移を見ると、2013 年は、3 番
目に悪い数字という見方もできますが、着実に 3 年連続で V 字回復していると見るの
が妥当です。

•
•
•

2011 年、2012 年は、2,000 億円台で推移していたものが 2013 年には 3,000 億円台
に回復してきました。これは総広告費の推移にも言えることですが、屋外広告費も順
調に増加で推移しています。

業務内容が幅広く（あらゆる施設の調査、企画、設計、施工、運営管理）、
多くの業種から構成されていること。
特定分野に特化した中小企業が大半を占める（最大手でも市場シェアは
10％に満たない）こと。
景気動向に業績が左右されるケースが多いこと。
季節変動の影響が大きいこと。

特徴として上記のポイントがあります。以下の章で詳しく分析していきます。
2008 年 9 月の「リーマンショック」をポイントに考えてみると、もう一つの見方ができ
ます。
リーマンショックから日本経済の景気後退が始まり、広告費も年々減少していきま
す。
リーマンショックの前年 2007 年に、7 兆円あった日本の総広告費が、 リーマンショ
ック後の 2009 年には、5 兆 9 千億円まで減少しています。屋外広告費も同様に、リー
マンショックの前年 2007 年に、4,041 億円あった屋外広告費が、 リーマンショック後の
2009 年には、3,180 億円まで減少しています。
その後、2011 年の大震災を乗り越え、日本の総広告費は、2013 年には、リーマン
ショック前の 2007 年の 85％まで回復してきています。
一方、屋外広告費は、 2007 年の屋外広告費の 74％までしか回復していません。
日本の総広告費にはリーマンショック前から 15％しか減少していないのに対し、屋
外広告費は、26％も市場規模が縮小しています。
合わせて、リーマンショック前の 2007 年の日本の総広告費に対する屋外広告費の
割合は、5.7％ありましたが、2013 年では 5.0％と 0.7％減少しています。

９．業界環境分析

８．マクロ環境分析 （ＰＥＳＴ分析）

広告美術業界を取り巻く業界特性について経営資源から分析します。

広告美術業界を取り巻くマクロ環境について以下のとおり PEST 分析を行います。

機会（Opportunities）

Political

●公共工事の増加
●東京オリンピックによる経済効果

●景観条例があいまい
●地域によって景観条例が違う
●景観条例が厳しくなってきている

●市場規模の回復
●全国的に屋外広告物は動いている

●急激なインフレ
●円安の進展による仕入れコストのアップ（海外
仕入れのメリットがなくなる）
●大阪だけが悪い（東高西低）
●費用対効果が分かり難い

政治的
環境要因

Economic

経済的
環境要因

Social

社会的
環境要因

Technological

技術的
環境要因

脅威（Threats）
人的資
産

もの

課題
●技術者の減少
●技術者の仕事が変わってきた（デジタ
ル化）
●後継者の減少（技術の引継ぎ）
●求人しても来ない（デザインは来る・現
場職人はこない）
●熟練者・職人が育ちにくい（大きな看板
を載せる等）
●世代交代

●製作は仕組みでできるようになっ
た

●取付などが現場対応が必要
●ワンストップへの対応

●先代からの資産（自宅兼作業場）

●廃業が多い
●事業縮小気味

サービス

●オリンピックでのイベントとの分散
●デフレにより低価格競争
●一度、やり始めると止め難い（反復効果・ ●人材確保が困難（特に現場作業員）
刷り込み）
●人件費アップ
●繁忙期と閑散期の波が大きい（相手との交渉
力が必要）
●職人の高齢化（大工・職人・家具といった製造
先の減少）
●景観の問題で屋外看板が減少
●屋外広告物のメンテナンスをしない
●デジタルサイネージなどの浸透
●情報の多様化

優れている
●技術力が高い（絵・文字を手で書
く）
●２人から５人の個人事業的性格が
強い
●技能士会がある

かね

情報
その他

●短納期への対応
●看板の耐久性が良くなっている
●屋外看板そのものが飽きられている
●デジタル化したので他業種から参入しやすく
なった
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●製作機器があれば店舗での製作が可
能となった
●出力センター（設備投資が必須）
●手書きがデジタル化されている

組合等事業向上支援事業（組合ビジョン・中期計画作成支援）

１１．課題分析

１０．組合環境分析

組合で対応すべき課題の分析します。

ＯＡＣについて分析します。
組合での対応

優れている

課題

●会員同士の仲が良い
●参加が仕事に結びつく

●組合員数の減少
●参加率が３０％程度

人的資産 ●青年部の活動が活発
●色々な仕事に分散されているの
で、組合として情報共有が図られる

もの
サービス

●世代間のギャップがある
●仲が良すぎて他の人が入りにくい
●現在の会員数では事業を維持できない
ソフト面

●組合として全般的なサービスを提
供している
●特色なる事業
●企画モノが多い
●会館があるから家賃収入がある

●共同事業がない
●会館が維持できないと事業を縮小する
必要がある

かね

ハード面

情報
その他

●方針を決めて事業活動している
●上部の団体、中央団体とのつながりが
●皆が同じ方向で団結する仕組みが 無い
ある
●会館の老朽化・耐震への対応

その他

１２．組合ビジョン

・収益源としての共同事業
斡旋・共同購入などがあるが、現状では、取り組みは難しい
・参加率向上
組合事業の充実
参加率向上による活性化
入会するメリットの明確化
参加しやすい会合・場所
・新規会員募集
現状の組合員さんからの紹介がほとんど → 入会するメリットの明確
化
現状の組合員さんに喜んでもらうこと
・青年部
後継者問題
・組合員の情報共有化
仕事内容の紹介
業界情報
・会館の維持
耐震補強・建て替え・売却などを検討する

・組合の永続
一番の目的
・賛助会員の拡充
・来てもらって楽しくなる組合
ゲスト参加
・中央組織との連携の検討

１３．組合ビジョンを実現するために

• ＯＡＣから元気を！

・外部への働きかけ
下記の実現を通じて業界の発展を目指す
・組合員のレベルアップ
・組合そのものの活性化

ＯＡＣは組合活動を充実させ、サイン業界の発展に

・組合内部での活動
組合員の満足度向上・会館の維持管理による健全な運営

寄与します。そのためには組合員の満足度向上を

出席率 明確なメリットの確立
・ちゃんと組合員に伝える

目指し、加入していることを誇れる組合を作るととも

・参加したら楽しい
・情報交換
・保険
・専門知識、情報を得る
健全な運営
・会館に依存しない運営の検討
・会館の維持管理が必須 総務委員会が見ている

に健全な運営を行います。
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１４．組合内部での活動

１５．組合内部での活動
新事業の検討

組合員の満足度向上！！

外国人研修生の受け入れ（組合でないとできない事業）
・受け入れ態勢が難しい
経験者が望まれている
免許・資格制度

出席率向上
毎年行っている事業のなかで平素出席していない組合員さまの出席を向上
させるような事業の工夫を行う
・出席状況のデータ分析（出席率 総会等の事業別）
・出席率の目標設定 （他の友好団体の参加率も参考にしたい）
・企画 出席者は少なくても数を行う
・誘いだすような声かけの実施 組合からの情報の発信・支部の情報の
発信、横のつながりによる情報
・支部の行事への参加向上
・案内送付を数度行う
・企画内容の改善 話題になってること、少し変わったこと
足場講習、大名刺交換会、野球
・費用対効果 会費・安さ
・開催日・開催時間の工夫（日曜等）

やっていることの情報発信
冊子の利用
メールマガジンの発行
案内はＦＡＸ・郵送が中心
メールアドレスの活用（かつて収集している）
事務局の対応（メールの有効活用）
人材の確保
新卒・中途採用の合同説明会
合同説明会の開催・参加（ＯＡＣブース） 知名度の向上、コスト負担の低減

明確なメリットの確立とは

情報発信

・入っているだけで良い 安心感（対外的な信用・組合に加盟していること
そのもの）
・ちゃんと組合員に伝える
・参加したら楽しい
・情報交換
・保険
団体保険 個人より安くまた組合へのバックがある 情報の発信

中央会が実施している事業の情報提供 とにかく情報を発信する 情報を
選ばない
情報を獲得する方法の情報提供 経済産業省・大阪府等
健全な運営
会館の維持管理が必須
調査の開始（2016 年） 予算計上 5 年以内に判断する
その後、どうするのか 建て替え・売却
次世代に問題を残さない
会館に依存しない運営の検討
収支の改善

・専門知識 情報を得る
・青年部 後継者の育成・社員教育
従業員でも参加が可能な仕組み

｜ 53 ｜

魔女のひとりごと
7月〜
9月

英国のEU離脱で、揺れている諸外国ですが、日本への波及も避けられませ
ん。何だか世界全体が舵取り間違えていそうな気がします。後半も驚きの
ニュースが続きます。冷静に受け止めたいものです。

始まりの終わり。人生が1回転しました。

子

ある人にとっての始まりはある人にとって

のらりくらりと危険を避けてきた貴方。そ

卯

のテクニックに磨きをかけ上級者を目指

の終わりです。違う人生への第一歩になる

しましょう。人は、プロにはある種の敬意

かは自分次第。

をはらうものです。

７月…甘い話に気が惹かれる。勘違いが多くなり

７月…交遊が盛んな分、散財も半端ない。断わる

落ち込む。うわの空？

ことも必要です。

８月…細かい事にこだわりすぎてブーイングが出

８月…負けん気で家族と衝突する。仕事で抑えて

る。多少大目に見て！

いるので反動が来る。

９月…約束が守れない。不可抗力です。残念です

９月…大人しくしていると難を逃がれる。小旅行
はお薦めです。

遥か彼方ですが指し示す道筋があります。

孤高の人ですが、たまに群れてみるのも新

丑

があきらめましょう。

道草ばかりの貴方ですが、時間との闘いを

辰

鮮。上から目線と誤解されている。賢人な

忘れずに目指しましょう。諦めずに迷って

ら愚者を理解するのも必要。プライドを捨

も行くのがベスト。

ててから道は開ける。

７月…夏バテの日々。暑さ対策は必要。同時に冷

７月…次の人生設計をそろそろ準備する時期。背

房対策も。面倒です。

負う物が大きい。

８月…何かと臨時の用事が入る。予定が入れにく

８月…普段通りで大丈夫。仕事の見通しも立ちや

い。調整には苦労。

すい。人は人です。

９月…定期の仕事が定まる。しばらくは安定して

９月…家族の支援で心安らぐ。一番の理解者で
す。食事はゆっくり。

障害物が多い。そのほうがモチベーション

情熱さ故に執着し過ぎです。他者との温度

寅

いる。継続が肝心。

巳

が上がる。何が信頼するに値するか再考す

差を理解し、不満があるのなら、違う階層

るチャンス。自分の正義を価値観にすると

の人々と交流する事です。周囲のレベルイ

痛い目に会います。

コール貴方のレベル。

７月…生活サイクルに変化なし。もう少し上を目

７月…新分野に挑戦している方、慣れましたか？

指した方が自分の為。

根気とやる気がいる。

８月…親が存命の方。何かしら時間を見つけて様

８月…誰より事態の把握が早くても、口調には気

子見をして下さい。

をつけるほうが得策。

９月…立場上での変化あり。良くも悪くも受け入

９月…旧友との交流はよく考えて。結果オーライ

れる事しかありません

の関係では済まない。
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強い印象ではなく、自己中心と思われてい

午

余裕ができて油断している。何か見逃して

酉

ます。ズバリ弱点を指摘したり、皆を従わ

いるか、見過ごしているものはありません

せるチカラの事。弱気にならないで。長所

か？気が付いていないなら重症。このまま

でもあるのですから。

だと来年ピンチ。

７月…大胆な事をして周囲を驚かせる。嫌われな

７月…チョットした幸運が舞い込む。夜更かしよ

いのが不思議です。

り早起きなら続く。

８月…怒りはなるべく抑えて、冷静に。追いつめ

８月…水分補給は忘れずに。量多くお酒意外なら

ると火傷します。

なんでもOKです。

９月…時々息抜きするのも大事。頑張り過ぎると

９月…お金の匂いがします。小銭は貯まります。
散財しても回って来る。

心が不毛です。良き理解者がいないと思っ

自覚しているのに何故対処しないのでしょ

未

心身共々くたびれる。

戌

ているから。自分が良き理解者になれば解

う。経験値に囚われず違う視点から分析し

決する。同年代との親交は大きな飛躍の足

てケアすれば、無駄にも手遅れにもなりま

がかりになります。

せん。大丈夫。

７月…例年より何もかも下回る。全体ならそう大

７月…同病相憐れむ。まさにそんな感じ。たまに

きな差はつかない。

愚痴大会も必要です。

８月…近隣とのつき合いは、大丈夫ですか？慎重

８月…この時期体への負担がきつい。怠ける位の

な態度が望ましい。

調子で働くのが良い。

９月…やる気がみなぎる。周囲の環境もプラスに

９月…部下、後輩、弟子色々。一人前に育ってい
ます。頑張りました。

満点なのに少し不満が残る。まだ力を出し

未知の自分を発見する。殻を破ったという

申

なり心地よく働ける。

亥

切っていない様な心残り。その位が丁度い

事でしょう。驚きか喜びか解りませんが、

いのでは？今年後半は、神社仏閣巡りが幸

全部受け止めましょう。年は関係ありませ

運を呼び込む。

ん。勿論性別も。

７月…外回りの仕事で疲れ倍増。ダウンしない様

７月…そろそろ友人の選別が始まります。永遠の

に食事をしっかり。

友情は難しいです。

８月…成果はトントン。アポが確実なら後半追い

８月…結果が伴わない仕事に時間を取られる。無

上げる事が出来る。

駄使いが止まらない。

９月…プロの技が冴える。伝授しないと勿体ない。
お金の融通は注意。

９月…周囲の雑音につい神経質になってしまう。
関わると辛い立場に。

人型ロボットが某携帯会社の店頭に置いてありましたが、複雑な気持ち。
愛読していたハインラインやアーサー Cクラークの世界が目前か？と
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OAC理事会
第535回理事会報告
日

時

平成28年１月19日㈫

場

所

議

長

本人出席

第537回理事会報告

午後４時10分

日

時

平成28年３月10日㈭

ホテルモントレグラスミア大阪

場

所

ＯＡＣ会議室

松本理事長

議

長

松本理事長

松本理事長、森川・悦・浦・堀ノ江・伊藤副理

本人出席

事長、金井・松林・柏原・栩野・松原・山田・
出

席

書面出席

午後６時10分

松本理事長、浦副理事長、笠谷・松林・栩野・
松原・山岸・可児・橋本理事

大亦・山元・山岸・夏目・木南理事

出

信貴・岡野・夏目相談役、大湾監事

書面出席

席

橋本理事

岸田青年部副部長
森川・悦・堀ノ江・伊藤副理事長、柏原・秋村・
大亦・山元・夏目・木南理事

審議事項

審議事項

⑴次年度事業活動について

⑴次年度事業活動について

議長は、今期の事業で残っているパンフレットのリ

議長は、理事長として過去の委員会毎の活動を参考に

ニューアル作製の完成日について委員会に説明させ

次年度事業並びに予算について説明し、全て承認可決

２月初めと確認し、配布については新年交歓会の挨拶

した。なお、具体的な事業内容については、役員改選後

で説明案内するとした。また、次年度事業活動方針の

の新委員会にて決めていくこととするが、事業の開催

テーを「挑戦」とすることを発表、組合事業に参加され

時期によっては現委員会メンバーで検討し、引き継ぐ

ていない組合員に一歩踏み出していただこう、そのた

こととする。

めには一歩踏み出しやすい計画も必要になってくる

⑵総会・記念式典について

とした。

議長は、理事長として総会・記念式典の次第について

⑵機関誌について

説明し、総会で技能検定合格証書の授与、記念式典で

議長は、木南理事に機関誌について説明させ、新緑号

大阪府警よりの感謝状授与を行うこととした。

については記載する内容が少ないこともあり発行は

⑶新規加入者の承認について

せず、７月発行予定の記念号（盛夏号）の内容を充実さ

議長は、栩野理事に加入の申し入れのあった以下の事

せ、更にはＡ４サイズにて発行することとが承認可決

業所について読み上げさせ、承認されれば136社にな

された。

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。

第536回理事会報告

・北支部

日

時

平成28年２月10日㈬

場

所

ＯＡＣ会議室

議

長

松本理事長

議長は、山岸理事に外部への発信としてリニューアル

松本理事長、森川・堀ノ江・伊藤副理事長、金井・

作製する組合パンフレットについて最終確認をさせ、

松林・松原・山元・山岸・橋本理事

一部、組合についての説明文を修正し、作製、発送する

岸田青年部副部長

こととを承認可決した。

本人出席
出

席

書面出席

午後６時30分

㈲ベーシックジム（織田貴子）３月より

組合直接

⑷外部への発信について

悦副理事長、柏原・栩野・秋村・大亦・夏目・

第538回理事会報告

可児理事
審議事項

日

時

平成28年4月14日㈭

場

所

ＯＡＣ会議室

議長は、事務局に第３四半期報告について資料に基づ

議

長

松本理事長

き詳細に説明させ、順調に推移している旨の報告があ

本人出席

⑴第３四半期報告について

午後６時15分

松本理事長、森川・浦・堀ノ江副理事長、笠谷・
金井・柏原・秋村・松原・木南・橋本理事

り、これを議場に諮ったところ満場異議なく承認可決
出

された。

席

書面出席

⑵外部への発信について

北川青年部長
伊藤副理事長、栩野・山田・大亦・山元・山岸・
可児理事

議長は、橋本理事に外部への発信としてリニューアル
審議事項

作製する組合パンフレットについて説明させ、ＯＡＣ

⑴監事提出書類及について

のロゴを統一し、修正については委員会に一任し作製

議長は、事務局に監事への提出書類並びに配当３％を

することが承認可決された。

含めた剰余金処分案について説明させた後、これを議

⑶記念式典について

場に諮ったところ、満場異議無く承認可決した。

議長は、森川副理事長に記念式典の表彰者について説

⑵事業計画と予算について

明させ、組合在籍40年以上の組合員を大阪府知事表
彰、35年以上を中央会会長表彰とすることが承認可

議長は、事務局に次年度の事業並びに予算について説

決された。

明させ、全て承認可決した。
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第540回理事会報告

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

日

時

平成28年６月９日㈭

議場に諮ったところ、満場異議なく以下のとおり承認

場

所

ＯＡＣ会議室

可決した。

議

長

松本理事長

・第１号議案

平成27年度事業報告について

・第２号議案

平成27年度収支決算・剰余金処分に

本人出席

松本理事長、浦・堀ノ江・伊藤・金井副理事長、
笠谷・橋本・栩野・松原・山元・夏目・長澤・
松林・柏原・上田理事

ついて
・第３号議案

平成28年度事業計画設定について

出

・第４号議案

平成28年度予算設定について

書面出席

・第５号議案

平成28年度借入金残高の最高限度額

北川青年部長
森川副理事長、山岸・木南・秋村・岸田・松本・

審議事項

設定について

⑴副理事長の選出について

部改正等について

議長は、副理事長の選出について説明し、森川英雄、

役員改選について

浦

正文、堀ノ江良、伊藤陽祐、金井和人が選出され、

被選者は各々即時就任を承諾した。

⑷通常総会・記念式典について

⑵委員会編成について

議長は、森川副理事長に５月24日㈫ホテルグランヴィ
ア大阪にて開催する通常総会・記念式典について説

議長は、理事長として委員会編成について説明があ

明させ、次第、役割分担、参加費（２人目以降組合員

り、以下の通り承認可決した。なお、７月理事会までに

@5,000、賛助会員@8,000）について全て承認可決した。

委員会を開催し、それぞれの事業内容について検討、
７月理事会で発表することとした。

第539回理事会報告
日

時

平成28年５月９日㈪

場

所

ＯＡＣ会議室

議

長

松本理事長

本人出席

組織委員会

午後６時10分

堀ノ江良、栩野幸保、松原久美子、
夏目健一、大島祥一
広報文化委員会

松本理事長、森川・悦・浦・堀ノ江・伊藤副理

伊藤陽祐、松林泰弘、大亦康雄、

事長、笠谷・金井・松林・松原・山田・山岸・

木南憲二、橋本幸代
厚生委員会

夏目・可児・橋本理事
出

席

大島理事

・第６号議案 労働保険事務組合事務処理規約の一
・第７号議案

午後６時

席

書面出席

北川青年部長

金井和人、山元栄一、笠谷周正、

柏原・秋村・山元理事

長澤達也、上田亨二

審議事項

事業労務行政委員会

⑴監査を受けた決算関係書類の承認について

浦

議長は悦副理事長に監事の監査を受けた平成27年度決

正文、柏原将吾、秋村敬三、

岸田仁良、山岸友彦、松本正敏

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・記念式典について

⑶出資配当金の還付方法について
議長は、堀ノ江副理事長に平成27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

議長は、森川副理事長に通常総会進行等の最終確認と

諮ったところ以下のとおり満場異議なく承認可決し

展示コーナーについては３社の申込みがあるとの説明

た。20％源泉後の金額が１万円未満の場合は会費に

をさせ、
総会の円滑な進行への協力依頼がなされた。

充当相殺し、１万円を超える場合は会費充当もしくは

⑶賛助会員加入の承認について

現金（振込）支払いとする。

議長は、悦副理事長に賛助会員加入の申し入れのあっ

⑷新規加入者及び組合脱退者の承認について

た事業所（日産チェリー西成販売㈱）について読み上

議長は、栩野理事に加入及び脱退の申し入れのあった

げさせ、承認可決した。

以下の事業所を読み上げさせ、了承されれば136社に

⑷熊本地震義援金について

なると説明させた後、議場に諮ったところ、満場異議

議長は、
森川副理事長に熊本地震への義援金について説

なく承認可決した。

明させ、
日本赤十字社へ送金することを承認可決した。

【加入】

⑸定款変更について

・北支部

議長は、
松林理事から申し出のあった役員定数の変更に

㈱栄光（德田武巳）５月より
紹介者

ついて説明させ、役員改選時の各支部からの推薦数が

悦

美子（㈱アドエース）

【脱退】

23名であるため、定款の役員定数を19人以上25人以内

・北支部

に変更することを承認可決した。
これに伴い、
通常総会

㈱淀川電飾看板（佐藤孝明）５月31日付
理由

の議案に定款変更についてを追加することも承認した。
｜ 57 ｜

諸般の事情

の方は
当たり
!!
来てね
に
り
取

記念号お楽しみ
数 !!
多
品
賞
スクラッチ
特賞 インパクトドライバー
理事長賞

1等

2等

当たりの方は事務局へお電話下さい

TEL 06-6771-9010

記念号制作にあたり、
ご協力、
ならびに賞品提供をしていただいております。

㈲一心堂 ㈱キヌガワ ㈱シギスタデイオ ㈱光陽銘板 ㈲塗夢創屋
ピン
㈱中川ケミカル ㈱ナニワ ㈱ニップコーポレーション 一工芸
（敬称略）

お知らせ

あとがき
組合創立45周年に当たり、昨年は野球観戦、記念
ゴルフ大会や記念旅行会と様々な行事が行われまし
たが、今回の機関誌45周年記念号のお届けを持って
締めくくりとなります。
編集作業を進める中で、本部に残る膨大な写真の
中から諸先輩方の若かりし日の姿を見つけては楽しま
せてもらいました。特に感銘を受けたのは会館の建築
中の写真と、その落成パーティーにおける参加者の表
情に、これから自分たちが組合を盛り上げていこうと
する気概が満ち溢れていたことです。私達もこの気概
を次の世代に伝えていかなければならないと強く感じ
ました。
今回の機関誌において初めての試みとして、スク
ラッチくじを付けて組合員様に豪華賞品を当てても
らおうという企画を考えてみました。厚かましい御願
いにも関わらず素晴らしい賞品をご提供くださった皆
様、本当にありがとうございました。
これからも広報文化委員会では、力を合わせ、知
恵を絞って、機関誌を通じてＯＡＣの楽しい企画を紹
介していこうと思いますので、どうぞご期待ください。
広報文化委員長 松林 泰弘

◇代表者の変更
◦中央支部 ㈱桃太郎
新
笠谷 周正
◦中央支部 ㈱カタウラ工芸
新
形浦 修司
◦西 支 部 ㈱ニシマツテント
新
西松 勇介
◇メールアドレスの変更
◦中央支部 ㈱ナニワ
新
t-wakamatsu@ibex-naniwa.co.jp
◦東 支 部 アド・サンシャイン
新
ad_sansyain@yahoo.co.jp
◦南 支 部 サインクラフト イシイ工芸
新
kanban@ishiikougei.com
◦南 支 部 サイン・アート
新
signart4161@gaia.eonet.ne.jp
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◇組合員ご家族の慶弔
〔弔事〕
◦西 支 部 モリ工芸社事業部
森 典嗣氏 ご母堂ご逝去（５月17日）

発行所

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

T E L06（6771）9010㈹
FAX06（6774）0426
発行人

◦西 支 部 ㈱ニシマツテント
西松 清孝氏 ご本人ご逝去（７月12日）

編集人
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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

