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巻 頭 言

巻 頭 言

OAC会館について

　長い夏も終わり、やっと過ごしやすい季節に

なってきました。組合員の皆様にはご健勝のこと

と存じます。

　平素は、組合に対しましてご理解、ご協力をい

ただきまして誠にありがとうございます。

　OACは今年45周年を迎える事が出来ました。

これも諸先輩方や組合委員の皆様のご苦労とご尽

力のおかげと心より感謝いたします。

　記念事業の締めくくりとして発行の機関誌45周

年記念特集号に関しては、広報文化委員会をはじ

め相談役、理事の皆様、技能士会、青年部の方々

の苦労が実感されます。本当にりっぱで見やすく

素晴らしい出来上がりで隅々まで拝見させて頂き

ました。機関誌の製作準備にあたり、今までの機

関誌が１号から218号まであり、又、写真等の資料

もきちんと整理・保管されていたのには驚きました。

　さて、OAC会館ですが、皆様もご存じと思いま

すが、昭和48年に現在の会館に建て替えられ、築

43年になります。現在、１階から４階は賃貸になっ

ており家賃収入もありますが、毎年の固定費用に

加えて修繕費等の維持費がかさんできております。

　これまで補修等を行ってきていますが、老朽化

や耐震等の懸念もあり、会館の今後について考え

ていかなければならない時期となり、専門家を交

えて検討していくよう進めております。

　組合の財産である会館を活かしていけるよう、

この課題について取り組んでいきたいと思ってお

ります。
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　９月10日㈯午後２時よりOAC ５階会議室で、
天王寺消防署に協力いただき、組合員17名参加し
てAED（救急蘇生）講習会を開催させていただ
きました。
　当日予定時間ぴったりに駐車スペースに救急
車、消防車、ワゴン車が到着し、手際よく荷物が
運ばれ、救急救命士の方々による講習がスタート
しました。心肺停止の際、一秒を争うため、一刻
も早く救命措置（心臓マッサージ）を始めないと
助かる可能性がどんどん低下していくことを学び
ました。実技講習は２グループに分かれ、マネキ
ンとAEDセットを使い、救急車の手配、胸骨圧迫、
人工呼吸、AEDの使用方法を学びました。

　実際にやってみると人工呼吸は想像以上に難し
く、胸骨圧迫を続けるには体力が必要で、体験し
てみないと分からないことばかりです。
　心肺蘇生やAEDは一見敷居が高そうで、全く
知識の無い人が緊急を要する場面に遭遇しても何
も出来ないのではないかと考えると、３時間の講
習を受ける意義はとても大きいと感じました。
 事業労務行政委員長　柏原　将吾

AED講習会開催！AED講習会開催！AED講習会開催！
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技能士会だより

平成28年度 技能検定試験実施!!

【実技試験】
試験日　７月31日㈰　１～３級

【学科試験】
試験日　７月17日㈰　３級
　　　　８月28日㈰　１・２級

【受験状況】
粘着シート仕上げ　　１級　10名（OAC ／ 6名）
　　　　　　　　　　２級　３名（OAC ／ 1名）
　　　　　　　　　　３級　２名
ペイント仕上げ　　　２級　２名

【検定委員（OAC）】 
　上　田　亨　二
　木　南　憲　二
　夏　目　健　一
　廣　田　満　也

広告美術仕上げ作業の検定合格者は、屋外広告業の登録における業務主任者となることができます。

合格おめでとう

■ 広告面粘着シート仕上げ作業（１級）

平成28年度  技能検定合格者発表

古家真紀子氏
㈱カシマヤ（南支部）

■ 広告面粘着シート仕上げ作業（２級）

長谷川幸治氏
テン工業㈱（西支部）

山田　広和氏
一
ピン

工芸（南支部）

山中　隆也氏
㈱カシマヤ（南支部）

山根　　真氏
センム工芸（北支部）

■ 広告面ペイント仕上げ作業（２級）

廣田　良子氏
看太郎（南支部）

廣田　　碧氏
看太郎（南支部）
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中央支部
納涼会

　平成28年８月23日㈫、七ふく神 東
心斎橋店にて、支部員10名の出席と、
賛助会員３名、松本理事長、伊藤副
理事長、木南・山岸支部長、今村事

務局長をご来賓に迎え、総勢18名で納涼会を開催
いたしました。
　関西の夏といえばハモ料理でしょ！
　という訳で、今回はハモづくしの料理に舌鼓を
打ちながら、賛助会員様の自社ＰＲなども交え、
ワイワイガヤガヤと楽しい時間を過ごしました。
地元ミナミでの開催のせいか、はたまたハモの魅
力のおかげか例年よりも多数の方にご参加いただ
き大変盛り上がり、ご参加いただいた皆様にもご
好評頂けたように思います。
　また、一次会のみならず二次会に熱いミナミの
街に繰り出された方が多数いたことは言うまでも

ありません。（笑）
　次回は楽しい忘年会を企画したいと思いますの
で、より一層多くの支部員様のご参加、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

支部だより
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東支部
納涼会

　「ひょっとしたら台風このまま来
たら暴風雨の納涼会？」と数日前ま
で予報円と天気予報を眺めながら、
えらいこっちゃ！と思う反面、ほん

まに来たらどないなるねんやろうと思いつつ…。
というのも今回の納涼会の会場は地上300ｍあべ
のハルカス展望台、特設ビヤガーデン・アサヒビー
ル「３つの氷点下を体感！」冷え冷えです。
　なかなか取りにくいという予約席ですが、金井
支部長の気合でもって確保（笑）。お陰様で当日は
台風も来ることもなく、まずは最上階の360度展望
夜景を存分に楽しみながら会場に向かいました。
　松本理事長、事務局長にご参加いただき、金井
支部長はじめ東支部の精鋭が集います。
　松本理事長のご挨拶をいただいた後、「乾杯！」
の唱和が地上300ｍの大阪の夜空に響きました。

　ドリンク飲み放題、素晴らしい夜景見放題です。
今は「ウーロン茶」飲み放題の私ですが夜景に酔
わされた気分でした。
　さて一つびっくりした事、夜景のガラスの向こ
うに黒い影が現れ目の前を通り過ぎたのでした。
少し遅れてエンジン音。セスナ機が横切ったので
した。思わず、ここはニューヨークか？とちょっ
とヒヤリ。
　楽しい語らいの時は早く過ぎゆくもので、夜も
更けお開きの時刻を迎えました。皆で幸せのハー
トに包まれて記念写真を撮りお開きとなりまし
た。次回は東支部恒例のゲーム大会が出来ればい
いなあと思いました。
　残念ながら参加できなかった東支部員の方、参
加せえへんかったらほんまもったいないでっせ！
 幹事　大亦　康雄
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西支部
納涼会

　秋の訪れをまだ感じにくい暑い
日の続く９月16日金曜日に西支部
で納涼会を行いました。
　今年は天満天神繁昌亭で落語鑑

賞です。奇しくも前日に繁昌亭の10周年記念式典
が盛大に行われ、大御所達が勢揃いし、ニュース
でも取り上げられていました。
　16日は11年目の初日にあたるようです。むしろ
この日が10周年記念日では？というとてもいい日
に見に行くことが出来ました。もちろん、偶然の
ことですが。
　受付にはこの日の座長
の笑福亭円笑さんが出迎
えてくださり、チケット
を手渡しいただきまし
た。チケットを手配いた
だきました北川さん、あ
りがとうございました。

　会場では外の提灯はFRPだけど中では本物です
ね、FRP高いのかな？などやっぱりそっちに目が
いってしまいます。
　私は初めて舞台で見る上方落語ですが、予想以
上に面白く、爆笑あり、色物あり、そして涙あり
と時間がたつのも忘れてしまいます。皆様にも是
非是非お薦めです。
　そして笑いの冷めやらぬまま、懇親会も行いま
した。恒例のゲームでは、これまたお初のロシア

ンたこ焼きです。２チームに別
れて誰が食べたか当てるのです
が、分かりやすい人、全く平然
としてる人、様々です。で、やっ
ぱり言い出しっぺには当たると
の定説は証明されました。め
ちゃめちゃ辛かったです。
　皆様には手土産として大阪新
伝統のにじゆら手拭いをお持ち
帰りいただき、大阪伝統文化に
触れる楽しい納涼会となりまし
た。
 支部長　山岸　友彦
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南支部
納涼会

　平成28年８月６日㈯、北支部と南
支部合同納涼会が開催され、淀川花
火大会を観覧させて頂きました。
　合同ということで普段なかなかお

目にかかれない方々と交流ができ、とても豪華な
メンバーでした。花火大会ともあって、すごい人・
人・人でした。
　団体ブースに行くと、座席は早いもの順という
ことだったので、前から二番目で花火と見させて
頂きました。
　花火が始まると、一斉に周囲が静まり、みんな
が花火に集中し、大阪・梅田のビル郡などに反響
し、最後のフィナーレでは、花火の連発でとても
迫力のある綺麗な花火でした。
　また来年も納涼会を楽しみにしております。
 会計幹事　松本　正敏

北支部
納涼会

　2016年８月６日㈯に、北支部納涼
会では恒例となりました『なにわ淀
川花火大会』、今回は南支部さんと
の合同で行いました。

　南支部さんと合わせて総勢48名と賑やかな納涼
会となりました。お昼頃、神戸方面や堺方面では
雷雨だったらしく、雨の中花火鑑賞するのかと不
安になった人もいたそうですが、花火が打ちあが
るまで霧のような雨が時々降るくらいで、傘をさ
すこともなく無事に花火鑑賞ができました。雨の
おかげで、いつもより涼しい花火大会でした。
　会場では、お弁当とお茶とジュースやお酒、各々
持ち込んだ飲み物やお漬物などいただきながら、
開演時間まで賑やかに過ごしました。
　前回よりも開演時間が早まり19：40から花火が
打ちあがりました。目
の前で打ちあがる花火
は、昨年よりとても大
きくて色鮮やかに見
え、小さいお子さんも
楽しめるアニメの曲に
合わせてあがる花火は
とても和やかな気持ち
になりました。
毎年思う事ですが、年々迫力アップしているよう
に感じます。あっという間の１時間でした。
　ご参加くださった皆様、ありがとうございました。
 支部長　橋本　幸代
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OAC青年部だより

OAC青年部納涼会 参加型という趣旨のもと企画しており、日ごろは仕
事でつながりのある部員さんばかりで、おのずと会
話も仕事関係に偏ってしまいがちですが、納涼会
の時はお父さんお母さんの顔も垣間見ることがで
き、いつもの事業とはまた違う雰囲気がありました。
　私自身も家族で参加させていただき、子供と触れ
合う時間を皆さんと共有でき良い思い出となりまし
た。ありがとうございました。 幹事　太田　博崇

　平成28年８月21日兵庫県西宮市にあるリゾ鳴尾
浜にて青年部納涼会を開催いたしました。メインは
BBQで、希望者はその後プール・温泉を利用しました。
　毎年好評の青年部納涼会ですが、今年も大勢の部

員の方とそのご家族の
方にご参加いただきま
して、とても賑やかで
楽しい会となりました。
　色々なハプニングも
ありましたが、みなさ
ん怪我もなく、とても
有意義な時間であった
と思います。
　納涼会はファミリー

OACの団体メリットを生かした各種保険をどうぞ

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

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

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

主な取扱商品

安心への計画・設計…
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OAC青年部だより

セミナー＆実演会開催
　７月22日㈮エプソン販売株式会社様の会議室を
お借りして、シャッター・フロアーマーキングセ
ミナー及び施工実演会を行いました。当日は25名
の参加でした。
　まず始めにエプソン販売株式会社様より新型プ
リンター Sure Clorシリーズの特徴についてのご
説明をして頂き、その後実際に実機の見学をしま
した。
　休憩後、リンテックサインシステム株式会社様 にご協力頂き、シャッター施工実演の講習をして

頂きました。最近はグラフィック出力を貼る事が
多くなっているそうで、データ作成の注意点（長
体が必要）など説明をしてもらい、実際の施工を
見させていただきました。職人さんが貼っている
際は、ご参加頂いた方ほとんどが真剣に見ていた
と感じました。
　今回ご参加頂きました皆様、有り難うございま
した。 幹事　大川　由保
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事業所訪問編

㈱アート広業
豊中市勝部１－９－27

代表取締役　眞鍋　安則

　雨模様の９月14日、伊丹空港の近く、豊中市の
㈱アート広業さんを訪問させてもらいました。創
業は50数年前。愛媛県出身の現会長山本氏が看板
製作やディスプレイ・展示装飾の事業を起業され
ました。法人組織に変えられて40年、今は屋外広
告と店舗の内装工事を並行して営まれており、従
業員は３名です。
　お話しをお聞かせ頂いた眞鍋社長は、コン
ピューター関係の学校で得られた知識を生かし
て情報関連の会社で技術者としてサラリーマン
を経験したものの、元来、部屋に閉じこもってす
る仕事が性に合わず、20代前半で退職。先輩の紹
介で学生時代アルバイトしたことのあるアート
広業さんに入社されました。

　当時は現在のようにパーソナルコンピュー
ターの普及する前で、コンピューターとは無縁
の業種でしたが、現場作業や看板の製作に従事さ
れ、少しずつ仕事を覚えていかれたそうです。現
在は数多くのお得意様に愛され、近畿圏内を中心
に、遠くは北陸や広島山口まで幅広く飛び回られ
ています。
　今までで苦労されたことについてお聞きする
と、店舗の改装工事が週末毎、金・土・日に相
当数重なる時期が有り、何日も徹夜が続いた為に
100％自分の満足行く仕事ができなかったことを
挙げられました。逆に、この仕事を選んで良かっ
たなと思えることはとお聞きすると、やはり自分
が直接現場に携わっていた若い頃が遣り甲斐が
有って楽しかったとおっしゃいました。先代社長
から会社を任せたいとお話を頂かれたのもこん
な眞鍋社長の誠実で仕事熱心なお人柄を見込ま
れたからではないかと思いました。
　現在は、ご主人が社長を引き受けられるまでは
全く看板業と関わりのなかったとおっしゃる笑
顔の素敵な奥様が会社の経理事務を担当されて、
ご夫婦で仲良く会社を盛り立てておられます。
　今後の抱負についてお聞きしたところ、まずは
今まで通り仕事をこなしつつ、大工さんや左官屋
さんなどの熟練の職人さん達が高齢になってい
く中、後に続く若い人を育てていきたいですねと
のお答えでした。
　OACの行事に関しては、仕事の都合で、なか
なか参加できていないとのことでしたが、時間が
合えば是非ご参加してくださいとお願いして事
業所を後にしました。
　お忙しい中、丁寧にお答えいただきありがとう
ございました。 松林　泰弘
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毎日、仕事以上に体を鍛えているそうです。（笑）
ゴルフの方は、ドライバーショット最高330ヤー
ド飛ばすそうで（ちょっと盛ってます）、組合の
ゴルフコンペを毎回楽しみにしているとの事。今
後のドライバーショットに注目ですね。
　岸本社長、長時間の取材ご協力ありがとうござ
いました。 木南　憲二

㈱岸本工芸社
尼崎市額田町17－11

代表取締役　岸本　富男

　今回は尼崎の岸本工芸社さんにおじゃまさせて
頂きました。到着してすぐ目に飛び込んできたの
は６階建ての立派な自社ビル ! !（お〜すごい）。
　さっそく、３Ｆ事務所にて取材させて頂きました。
　会社の創業は昭和35年で社員数は10名。先代社
長が大手メーカーの規格看板の取付をメインに創
業され、現・岸本社長が会社を引き継がれて約16
年。現在も大手メーカーの看板、什器の取付がメ
インとの事。得意分野は、やはり看板の取付工事
で、全国にネットワークもあり、全国対応が可能。
会社の駐車場には高所作業車、ユニックレッカー
車があり、「看板取付のプロ」がうかがえます。
　記事には書けないような（笑）怖い体験やおも
しろい経験をはじめ様々なお話をお聞きし、看板
工事に関する豊富なノウハウがあり、最善な工事
をしてくれると思いました。組合員の皆様、仕事
のご依頼、どんどんお願いします。
　１級技能士（塗装）である岸本社長のモットー
は『とにかく仕事を断らない』。何でもお願いして
みましょう。（笑）
　趣味はトレーニングとゴルフ。体もマッチョで、
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前、おじ様に頼まれて出てこられました。茂利社
長自身「木工ものづくり」が好きだったようです
が、それまでの仕事とは違い一からのスタート。
大変だったけど皆さんに教えてもらいながら今
に至ってるとのことです。
　理念・モットーは「図面通りにきれいにきちっ
と作る」。仕事での醍醐味は「出来上がった時の
喜び」で、仕上がったときの「晴れの舞台」のイ
メージが僕の中にも広がりました。
　今、気になることは若いスタッフがなかなか育
たないということで、そのためいろいろと配慮や
気遣いをされているようです。現場では先頭立っ
て動きますとお話しされる社長は格好いいです。
　その社長さんの趣味は奥様との食べ歩きと模
型作り。いやはやここでも「ものづくり」が生き
ていました。
　OACについて伺いますと、できるだけ行事に
は参加したく思っている。旅行も好きで参加した
いが10月は仕事が一番忙しい時期で、できたら３
〜４月頃にとの要望でした。
　お話を伺ったのち改めて作業場を拝見しまし
た。そこには見上げるほどの大きな製作物が何点
か置いてあり、これらが組み立てられる現場の広
さをイメージしました。大きい。「晴れ」の時を
待ってます。
 大亦　康雄

㈲高洲工芸
尼崎市西長洲町3－2－9

代表取締役　茂利　孝二

　尼崎市にある高洲工芸さんを紹介いたします。
　事業所内の作業場は天井がとても高く、広くて
奥行きがあり大きいなあと思いました。茂利社長
に笑顔で迎えていただきお話を伺いました。
　高洲工芸さんは主に展示装飾・舞台装置・テレ
ビ大道具などの制作をされています。工場で組み
立てた物を展示会場、ホテル、ホール、放送局等
に持ち込み設営をされます。関西に限らず関東方
面なら「お台場ビッグサイト」、横浜などにも出
かけておられるとのことです。催事・撮影用のた
め製作物は１回で使い切り、終われば廃棄処分に
なると聞くともったいないなあと思ってしまい
ました。

　35年程前に
茂利社長のお
じ様が当地で
創業され、今
の茂利社長に
変わられて10
年くらいにな
るという事で
す。故郷の鹿
児島で結婚さ
れていた30年
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㈱光栄
尼崎市三反田町３－12－26

代表取締役　德田　武巳

　兵庫県尼崎市にある、アドエースの悦さんのご
紹介で５月に加入された株式会社光栄さんにお邪
魔しました。代表取締役の徳田さんと営業企画の
八尾さんからお話を伺いました。
　先輩の薦めで前に勤めていた会社に入社され、
平成23年に独立し平成26年４月に法人化されたそ
うです。思い入れのある文字『光』と前の会社の
一字の『栄』をもらい『光栄』という社名にした
そうです。モットーは『元気に！』。従業員は10
名で、徳田さんを筆頭に20代30代の若いパワーみ
なぎる会社です。
　事業内容はテント施工・建築をメインにされて
いて、施工先は工場・スポーツクラブや自衛隊で、
土壌開墾・拡散養生・テント倉庫を施工されてい
ます。現場は北海道から九州まで、自ら運転して
行くそうです。
　現場でのエピソードを伺いました。困ったこと
は、支給された材料のサイズが合わず現場加工を
したこと。楽しかった現場は、自衛隊でのテント
倉庫施工で、施工後自衛隊の公開演習を真横で見
られた事が印象的だったそうです。
　今後のビジョン・目標は、今はお客さんから支
給されたものを施工していますが、いずれは機械
を入れて自社で製作できるようにしたい、従業員
さんが独り立ちできるようにする事、そして関西

で１番になる事だとおっしゃいました。
　施工以外にも、昨年から新しい事業を始めたの
で、是非ともご利用くださいとチラシをいただ
きました。それは、バーベキューのデリバリー！
用意から片付けまでしてくれるそうです。詳しく
は、HP（http://www.boo-boo.jp/）をご覧ください。
　PRを伺うと、「若さ！書類等の対応はしっかり
と！バーベキュー！」
　お忙しいところ、時間を作ってくださってあり
がとうございました。
 橋本　幸代
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258回 OACG会コンペ
平成28年９月６日㈫
ジャパンメモリアルゴルフクラブ／15人参加

　今回のジャパンメモリアルゴルフクラブは世界
に冠たる帝王Ｊ・ニクラス氏によるコース設計で
美しくかつテクニカルなコースでした。いつに無
い好スコアでラウンドする事が出来たのも同伴メ
ンバー皆さんのおかげです。適度な緊張と笑いが
混じり、とても楽しくプレイする事が出来ました。
また、ゴルフ上手な方々の中で優勝出来ました事
を大変名誉に思い
ます。
　今回は中筋キャ
プテンの新体制コ
ンペと言う事で心
機一転フレッシュ
な皮切りでした。新副キャプテンの中元さんはラ
ウンド終了後の風呂場までは優勝を確信されてい
ましたが残念ながら３位。いつもお世話になって
いる今村さんが２位に入賞されました。（副賞も
沢山持って帰られました）
　何事も準備が大切ですね…。
　前日は早く帰って寝るつもりが飲み過ぎ…。目
覚ましセットするも電池切れで画面は真っ暗！！偶

優勝　保田　昌伸
２位　今村　良子
３位　中元　秀行

然目が覚めてラッキーでしたが車はガス欠で大ピ
ンチ！五十肩の激痛をこらえながらのプレイでした
が、結果オーライの優勝と言うとても有意義な一日
でした。
　そろそろ秋を感じる季節になってまいりました
が、季節の変わり目で皆様におかれましては体調
など崩されませんように。
　こんな機会もなかなか無いと思うので最後に少
しコマーシャルです。
　エプソンの溶剤インクジェットプリンターが驚
くほど綺麗に従来より速く使い易くなりました。
インクジェットの買い替え・買い増しの際は是非
気軽にお声掛けください。 保田　昌伸
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技能士会だより
平成28年９月13日㈫
藤井寺西小学校５年生・６年生　12名ものづくり教室

大阪市
「かたづけ・たい」活動

平成28年９月８日㈭午後５時より
鶴橋駅周辺で実施致しました。
 支部長　山岸　友彦

堺市路上違反
簡易広告物除却活動

　平成28年８月27日㈯午前10時より鳳駅周辺
にて貼り紙等の除去を行いました。
 支部長　木南　憲二
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魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと魔女のひとりごと

11月の大統領選挙の行方が注目され、ヒラリー氏かトランプ氏かとかまび
すしい限りです。両候補とも伯仲した戦いを続けていますが、どなたが勝
利しても日本の立場や行方は五里霧中ではないでしょうか？

10月～
12月

卯
 今ある状態を改善するには、習慣を見直す
必要があります。手順やルートを変えるか
工夫するのです。意識の変革。試す価値は
あると思います。

10月…問題が発生しても案外乗り越えられます。
結果に優劣はない筈。

11月…言葉の行き違いで、気まずい思いをする。
こだわりは捨てる。

12月…過ぎたるは及ばざる。必要以上に口出しし
ないのが賢明です。

辰
 努力は報われる。満足感があるかは微妙で
す。思いとは違うものになっています。他
人の評価と自分の評価の差だとあきらめ
るしかありません。

10月…こだわりが幸運を招く。我が道で突き進む
ほうが頑張れる。

11月…やり始めた事は気長に続けよう。肩に力が
入っては苦になる。

12月…過去のしがらみに振り回される。原因の種
が残っています。

巳
 世間とぶつかり合う。刺激があり結果前進
できる。激しすぎると後悔する。程々に力
をセーブしましょう。自分ばかりが正しい
とは限らない。

10月…家族に負担をかけていませんか？感謝か
謝罪が必要では？

11月…慎重な行動や考え方が支持される。上から
目線はほどほどに。

12月…経験を活かしてのアドバイザー的役割は
貴方にピッタリです。

子
 知の探究を心がけると、多くのものが手元
に集まってきます。守るものも増える。育
て成長させることが、役目となる。時流に
乗るのも良し。

10月…怠惰になりがち。情熱を傾けられる事を探
す。好機を逸する。

11月…体調の悪かった人はやっと本調子に戻る。
支出は増えそうです。

12月…読みは外れません。そこに裏読みも必要な
案件も。要注意。

丑
 体力勝負です。家での用事は中々はかどら
ない。自分に反映されるのは随分と後にな
る。この時期は動くほど成果が得られる。
但し休息は必要。

10月…心がくたびれている。気分転換しないと、
体もくたびれる。

11月…生活サイクルが上手く機能している。慣れ
によるミスに注意。

12月…美味しい食事に縁あり。友人や家族と美味
しい時間を楽しもう。

寅
 今の仕事は耕す時期です。よい道具も揃っ
ています。道具の所為にはできません。ど
う耕すか、どう収穫するか考える事沢山あ
りますね。

10月…下準備が大変。それさえクリアすれば、道
半ばまで来ています。

11月…助言によって問題が解決。素直な気持ちで
受け入れましょう。

12月…利益率の良い仕事あり。小商いから始めま
す。経費の節約を。
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午
 一念を貫く事は大事な事ですが、頑固にな
り過ぎて道を見失う。自分の本質は太陽。
周囲をあまねく照らす。今は冬の太陽です
から少し暗いかも。

10月…仕事の苦労で、消化器系の症状がでる。ス
トレスを溜めない事。

11月…隠されていた事が明るみに出る。殆んどが、
不祥事。大丈夫？

12月…悪い変化に気づいても、認めたくなく無視
していると悪化する。

未
 海外に縁あり。出張、取引、旅行等。いつ
もより積極的になり自ら取り組む。心の満
足は得られる。先回りするよりは、自然な
流れに任せてみる。

10月…強引な誘いには乗らない。振り回されて疲
れるだけに終わる。

11月…腎機能低下していませんか？普段の疲れと
違うなら黄信号。

12月…実態の伴わない出来事に、心が大きく揺れ
る。何も得られない。

申
 良きライバルが登場。実力やその他拮抗し
ているので、甲乙つけがたい。だからと言っ
て仲よくはなれません。感違いすると痛い
目にあう。

10月…放置していた事柄を片付ける。この機会に
処理してスッキリ。

11月…人員補充は募集ではなく、第三者を通せば
確保出来るし確実。

12月…少しづつ前進している。実感できるには時
間がかかります。

酉
 歯車が噛み合わないそんな気がしません
か？人間関係での摩擦による微かな狂いで
す。無意識の行動が、齟齬をきたしていま
す。発言に注意。

10月…始動する前に信用問題に発展しないか熟考
を。即答はダメ。

11月…突然の出来事に対処出来るよう備えていま
すか？想定は大事。

12月…悩みながらの仕事ですが、ようやく良い兆
しが現れて来ました。

戌
 正解が出ない問題で相当悩む。苦しんだ末
の結論は間違っていません。次から次へと
選択と決断の日々ですが、切り抜けられる
強さを持っている。

10月…平穏無事です。プライベートに楽しみを見
いだせる。遠出は×。

11月…仕事の範囲が広まる。確かな人脈づくりを
してきた甲斐がある。

12月…考え方を押し付けるより、一歩譲って平和
に収めましょう。

亥
 来年波乱含みの運気です。今年の締め括り
方次第で来年度の去就に、影響します。含
む所があっての処世でしたが、次にどう展
開するかは不透明。

10月…関係する仕事が減ってきています。世代交
代の波が来ている。

11月…仕事先との関係は良好です。礼儀が行き届
いているからです。

12月…交友関係に変化。自分が変われば当然付き
合いも変化する。

公私混同の政治家たちに開いた口が塞がらない私です。歴史的には当た
り前の事かも知れませんが、ちょっとだけ反省して欲しいなと思います。
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OAC理事会

第541回理事会報告
日　　時　平成28年７月13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・浦・堀ノ江・伊藤・金井副

理事長、笠谷・山岸・橋本・栩野・大亦・山元・

松林・松本・柏原・上田理事

書面出席　木南・秋村・夏目・長澤理事

出　　席　北川青年部長

審議事項

　⑴事業活動について

議長は、各委員長に事業活動について説明させ、下記

の通り計画していくこととした。

組織委員会

　　　・賛助会員事業所の自社アピールの場の提供

　　　・賛助会員増を図る

　　　・技能士会員等によるカルチャー教室開催

広報文化委員会

　　　・機関誌発行（記念号は７月末発送で準備中）

　　　・錦秋号からの５回分の表紙は支部毎で順番に任

せる

厚生委員会

　　　・親睦旅行会の開催日を10月21日㈮・22日㈯とし、

行き先を検討

　　　・吹田サッカースタジアムでサッカー観戦

事業労務行政委員会

　　　・研修会等を２〜３回開催

　　　　（AED・屋外広告条例・自己啓発等）

　⑵新年交歓会について

議長は、森川副理事長に新年交歓会について説明さ

せ、ザ・リッツカールトン大阪にて平成29年１月25日

㈬に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。

　⑷移動理事会について

議長は、森川副理事長に移動理事会について説明さ

せ、８月５日㈮午後４時30分より貝塚市の滝の湯にて

開催することを議場に諮ったところ満場異議なく承

認可決した。

第542回理事会報告
日　　時　平成28年８月５日㈮　午後４時30分

場　　所　滝の湯

議　　長　松本理事長

本人出席 松本理事長、森川・浦・伊藤・金井副理事長、

山岸・木南・橋本・栩野・松原・大亦・山元・

松林・松本・柏原・大島理事

書面出席 秋村・夏目・長澤・上田理事

出　　席　夏目相談役、小西監事、北川青年部長

審議事項

　⑴第一四半期報告について

議長は、事務局に資料に基づき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承認可決した。

　⑵親睦旅行会について

議長は、山元理事に親睦旅行会について説明させた後、

これを議場に諮ったところ多数決にて伊勢方面への

午後出発に決定した。募集人数60名、補助は１社あたり

２万円、案内については厚生委員会に一任することと

した。なお、賛助会員も実費にて案内することとした。

　⑶事業計画（実施予定月）について

議長は、各委員会にそれぞれの事業計画について説明

させ、下記の通り実施することとした。なお、各事業の

具体的な内容については順次委員会を開催し、進めて

いくこととした。

広報文化委員会

　　　機関誌発行

　　　（記念号８月、錦秋号10月、新春号１月、新緑号４月）

　　　色紙差替え　６月、９月23日〜 25日、12月、３月

厚生委員会

　　　親睦旅行会　10月21日㈮・22日㈯伊勢方面

　　　サッカー観戦（平成29年予定）

事業・労務行政委員会

　　　AED講習会　９月10日㈯

　　　条例等の勉強会　11月、自己啓発等セミナー　２月

組織委員会

　　　賛助会員にアンケート調査の上、希望する事業所に

は理事会開催日にPRの場を提供（11月頃から順次、

３社ずつ予定）

　　　カルチャー教室　夏目相談役と相談の上、２〜３回

開催予定
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あとがきお知らせ
　いつまでも蒸し暑く雨の多かった９月が終わり、
10月中旬になってやっと清々しい秋晴れの日が続く
ようになってきました。これからはスポーツや旅行
に絶好の季節です。特に行った事のない場所や、随
分昔に訪れた場所に来てみると、日常生活のしがら
みを離れて思いがけない発見や感動に出会えるよう
な気がします。
　今月21日、22日はＯＡＣの旅行会です。今年は近
場で伊勢方面ですが、大人になってからの修学旅行
の様で、各自が年齢に応じた新しい発見や感動に出
会えるような旅になればいいなと思います。
　年々異常気象や温暖化とか言われて、本当に過ご
し易い季節が短くなってきているようです。貴重な
この季節を最近特に愛おしく思うようになったの
は、自分も年を取ってきたということなのでしょう
か。
　これからもカラーで大きくなったこの機関誌を生
かして、各行事にご参加の組合員様の笑顔や、日常
の仕事ぶりを生き生きとご紹介していきたいと思い
ますのでご期待ください。
 広報文化委員長　松林　泰弘

◇代表者の変更
◦西 支 部　㈲阪神彫刻工業所
　　新　　中元　秀行

◇事務局より
　濱田 綾氏が９月に退職しました。
　６月より畑中裕美氏が、10月より中島 愛氏が

パート勤務しております。

畑中　裕美 中島　愛

●大阪労働局からのお知らせ

労働者を１人でも雇っていれば、労働保険に
加入する義務があります。

労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を１人でも雇用され
ている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。

労働保険適用・事務組合課………………（06-4790-6340・6350）
雇 用 保 険 課 ………………………………（06-4790-6320）

大阪労働局ホームページ　http ://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

◆ 労災保険制度については、労働基準監督署へ
◆ 雇用保険制度については、ハローワーク（公共職業安定所）へ
◆ 大阪労働局のホームページ（下記のアドレス）では、労働保険制度に関する詳しい説明

（バナー「労働保険」）や労働基準監督署、ハローワークの情報を掲載しております。

お
問
合
せ

大阪労働局

事業主の皆さま、労働保険に入っておられますか？

｜ 20 ｜


