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巻 頭 言

挑 戦
理事長

松本

優

新年あけましておめでとうございます。

中身の濃い有意義な活動ができ組合員様に喜んでいただい

組合員の皆様方にはご家族お揃いでご健勝のうちに輝か

たと自負しています。また、青年部が同時に10周年を迎え、

しい新春をお迎えになられたことをお慶び申し上げます。

本部以上の感動の式典を行い、未来のOACが安泰である

旧年中は組合に対し多大なるご理解、ご協力を賜りまし

と確信いたしました。そして技能士会に至っては、大阪府

たこと誠にありがたく、心より厚くお礼申し上げます。

からの依頼によるものづくり教室に協力し、
「ものづくり

さて、昨年を振り返ってみますと例年のごとく色々な出

の楽しさ」を継承するために年間数校の小中学校に出向き

来事がありました。まず世界中が「まさか！」と思ったイ

指導を行い生徒さんたちにとても好評をいただいておりま

ギリスのＥＵ離脱。そして国連を無視して南シナ海を乱開

す。このように１年は走馬灯のごとく過ぎて行ってしまい

発する国。一国の大統領の過激な発言も気になりました。

ますが、振り返ると充実した組合運営ができたなと満足し

更に隣国では国民による大規模なデモが起こり大統領弾劾

ている次第でございます。

となるかもです。そんな中で興奮と感動を与えてくれたの

今年のOACの方針は昨年同様に「挑戦」です。これは

はリオでした。日本選手の活躍が特に目立ったオリンピッ

平素組合事業にご参加されていない方々に一歩足を向けて

クで、一年を表す漢字にも「金」が選ばれました。そして

いただくという意味の挑戦であります。また、そうしてい

アメリカ大統領選で世界中が動揺したのは記憶に新しく、

ただくためには魅力ある組合活動を展開していかなくては

今後の世界情勢が気になるところでございます。国内に於

ならず、理事の方々にも新しいものに挑戦していただくこ

いても熊本県を地震が襲い多大な被害をもたらせました。

とになります。また、近年、業界に於いて屋外広告物の「安

５月に伊勢サミット、アメリカ大統領が広島訪問。そして

全安心」が行政をはじめ盛んに謳われています。これらを

夏には参議院選挙があり、また東京都知事の話題は連日メ

踏まえ、今年の方針である「挑戦」を基にこの屋外広告物

デｲアを騒がし、今なお東京オリンピックや豊洲問題で東

に関する講習会等を取り込んだ事業も含めて皆様のお役に

京都の話題が収まりません。このように内外に於いての出

たてる組合運営を進め、OACから元気を発信してまいり

来事は私たちに多かれ少なかれ何らかの影響を及ぼすので

ますので今後ともご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたし

今後の動きに注視したいところでございます。

ます。

そんな中、我がOACは45周年を迎えました。式典には

結びにあたりまして、皆様方の事業所のますますの発

来賓はじめ沢山の方々にご参加いただき、OACの元気を

展を祈念申し上げまして年頭のご挨拶とさせていただき

内外に知らしめすことができました。その後の記念事業も

ます。
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新年のごあいさつ
大阪府知事

松

井

大阪市長

一

郎

吉

村

洋

文

新年あけましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

昨年、大阪を訪れた外国人の方が過去最高を４

大阪広告美術協同組合の皆様方には、お健やか

年連続更新するなど、大阪の賑わいや景気にも明

にすがすがしい新春をお迎えのこととお喜び申し

るい兆しが見えてきました。この流れを本格的な

あげます。

ものとし、府内のすみずみまで景気回復を行きわ

皆様方には、平素から大阪市政の推進に格別の

たらせ、府民の皆様が豊かさを実感できる大阪を

ご支援、ご協力をいただき、とりわけ道路上の違

実現したいとの思いを強くしています。

反広告物の撤去活動「かたづけ・たい」にご参加
いただくなど、快適で美しい都市空間の形成にご

このため、府政においては「変革と挑戦」を基

尽力を賜り、心から厚くお礼申しあげます。

本姿勢に、これまでの成果を土台に、民間、市町

近年、建築物や屋外広告物の安全性に対する市

村はじめ関係機関と連携しつつ、具体的な取組み

民の意識や関心は高く、周囲の景観や環境との調

を本格化する年にしたいと思います。

和を考えながら、公衆への危害を防止する適正な

現在、大阪府では、2025年日本万国博覧会の誘

設置・安全管理が求められています。

致をめざし、国、経済界と一体となった取組みを
進めているところです。万国博覧会は、2020年の

こうした中、皆様方が屋外広告物業界の振興は

東京オリンピック・パラリンピック後の成長の起

もとより、都市環境の向上や制度の普及に力を尽

爆剤となります。また、イノベーションを促し、

くしておられますことは誠に心強い限りであり、

社会のあり方をも変える世界的なイベントです。

そのご熱意とご尽力に深く敬意を表する次第であ

その圧倒的な求心力や発信力、すなわち世界中の

ります。
将来にわたって豊かな大阪を実現するために

人々の出会いや交流を生み出す力こそが、これか

は、改革と成長により、市民サービスを拡充する

らの日本の成長の鍵となります。
東西二極の一極を担い、豊かな大阪を実現する

ための財源を生み出すことが大切です。これまで

〝副首都・大阪〟の確立・発展に向けた取組みも

の改革の成果を活かし、新たな価値を生み出す市

進めます。東京とは異なる個性・新たな価値観を

政改革を推進するとともに、府市一体となった取

もって、平時にも非常時にも日本の未来を支え、

り組みをさらに進め、大阪の成長を実現し、市民

けん引する成長エンジンの役割を果たすべく、都

サービスの拡充を図ってまいりますので、皆様方

市としての機能強化に努めます。

には、屋外広告物行政をはじめとした本市の施策
に対してより一層のお力添えを賜りますようお願

大阪を訪れた外国人の方は、知事に就任しまし
た平成23年には150万人を超える程度でしたが、

い申しあげます。

今や1000万人にまで迫っています。大阪を世界的

年頭にあたり、大阪広告美術協同組合のますま

な創造都市、国際エンターテイメント都市へと加

すのご発展と、皆様方のご健勝、ご繁栄を心から

速させ、世界にアピールしてまいります。

お祈り申しあげまして、ごあいさつといたします。

今年も府庁組織一丸となり、施策を力強く推進
してまいりますので、皆さまの一層のご理解とご
協力をお願いいたします。本年が皆様にとって実
りある素晴らしい年となりますようお祈りします。
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新年のごあいさつ
堺市長

竹

大阪府中小企業団体中央会 会長

山

修

身

尾

明けましておめでとうございます。
大阪広告美術協同組合の皆様におかれまして
は、清々しい新年をお迎えのことと心からお慶び
申し上げます。また旧年中は、堺市政の各般にわ
たり、格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼
申し上げます。
昨年堺市は、政令指定都市に移行して10年とい
う節目の年を迎えました。この間、堺市マスター
プランにもとづき、堺・３つの挑戦、
「子育てのま
ち」
「歴史文化のまち」
「匠の技が生きるまち」の
実現に加え、
「市民が安心、元気なまちづくり」さ
らには「都市内分権の推進」
に取り組んできました。
今後とも、
「政令指定都市・堺」の更なる発展に
努めてまいります。
とりわけ、歴史・文化のまちづくりでは、百舌鳥・
古市古墳群の世界文化遺産登録に向けて、今年こ
そ国内推薦を獲得できるよう、大阪府や羽曳野市、
藤井寺市と一体となって取組みを進めているとこ
ろです。
そのため本市では、昨年１月から、屋外広告物
の許可基準を見直すなど、世界文化遺産があるま
ちに相応しい景観形成に向け、
取り組んでおります。
屋外広告物は、都市の景観やまちなみを構成す
る大切な要素であり、国の内外から堺に来訪され
る方々に、そのまちを印象づけるとともに、まち
の趣きや賑わいを創出する役割も果たしています。
皆様には、今後とも、地域に相応しい良質な広
告物の制作と魅力ある景観創出にご尽力いただき
ますとともに、本市の安全・安心で美しいまちづ
くりに、一層のご支援、ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
結びにあたり、大阪広告美術協同組合の益々の
ご発展と、皆様方のご健勝、ご繁栄を心よりお祈
り申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただ
きます。
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池

良

行

新年明けましておめでとうございます。
平成29年の新春を迎えるにあたり、中小企業関係者
の皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年を振り返りますと、わが国経済は緩やかな回復
基調にあると言われている中、人口減少や超高齢社会
等の構造要因による需要減少に加え、英国のＥＵ離脱、
新興国の経済の減速や急激な円高、株安、人件費の高
騰等先行き不透明な状況が続くなど、多くの中小企業・
小規模事業者は景気の回復が実感できない一年であり
ました。
このような中、新製品・新技術の開発や人材育成、
事業承継など、中小企業が内外で直面する困難な課題
を乗り越え、持続的に成長、発展を遂げていくためには、
持ち前の機動力を発揮し、ＩＴ化や省力化投資等によ
る生産性の向上を図り経営基盤を強化するとともに、中
小企業組合をはじめとする連携組織のネットワークを
活用して経営資源の相互補完や新事業・経営革新等を
積極的に展開していくことが極めて重要であります。
本会は、平成23年度に大阪府からの補助金を全廃さ
れ、引き続き厳しい財政状況ではありますが、共済事
業収入等の自主財源の確保に努めながら、連携・組織
化を通じて中小企業、小規模事業者の生産性向上の底
上げと本業の稼ぐ力の強化に向け、きめ細かな支援活
動を多面的に実施してまいりたいと存じます。
具体的には、国や大阪府の委託事業の獲得に努め、
「組
合等事業向上支援事業」による組合のビジョン・事業
計画づくりや、組合事業の活性化、課題解決のための
教育情報事業等への支援に取り組むとともに、組合の
設立や管理、運営上の相談支援、セミナーの実施や多
様な中小企業グループが行う新技術・新製品の開発や
新サービス等の創出への取り組みにも全力で支援して
まいります。
また、平成24年度から「ものづくり補助金」の地域
事務局を担当し、これまで約4,500社を超える採択企業
の事業支援を行ってきましたが、28年度補正におきまし
ても同様の予算が措置されており、本事業を通じて中
小企業、小規模事業者の支援に取り組んでまいります。
皆様におかれましては、新年にあたり決意を新たに
され、我が国経済社会の発展と中小企業の振興のため、
ご精進いただくことをご期待申し上げます。
結びにあたりまして、本年が皆様にとりまして大き
な飛躍の年となりますよう、心からお祈り申し上げまし
て、年頭のご挨拶といたします。

新年のごあいさつ
大阪府職業能力開発協会 会長

顧問・衆議院議員

宮

左

部

義

幸

大阪広告美術協同組合の皆様、明けましておめ
でとうございます。
皆様方には、お健やかに新春をお迎えになった
ことと、心からお慶び申し上げます。
また、会員や関係団体皆様方の格別なるご支援
とご協力によりまして、私ども協会の業務が順調
に推移し、新しい年を迎えることができましたこ
とを感謝申し上げます。
さて、日本経済の発展を支えてきた「ものづく
り」の分野では、若者の技能離れ等により、技能
水準の維持・継承が困難となり、優れた技能者の
育成・確保をいかに図っていくかが大きな課題と
言われております。
このため、当協会では、「職業訓練の支援」を
行うとともに、「技能検定試験」及び「ビジネス・
キャリア検定試験」をより多くの方に周知し、
「技
能の見える化」に努めています。
また、ものづくり産業で働く方々のスキル向上
にお役にたてる講習・講座の展開及び事業主の方
への各種助成金制度の案内並びに事業内職業能力
開発計画作成等の支援に取り組んでいます。
今後とも、大阪産業の持続的発展を支えるため、
時代に即した職業能力開発の推進に努めて参りま
すので、皆様方におかれましては、当協会に対し
変らぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。
本年が皆様方にとりまして、栄えある輝かしい
より良い年になりますことをご祈念申し上げまし
て、新年のあいさつとさせていただきます。
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藤

章

新年明けましておめでとうございます。皆様方におか
れましては、恙なくお健やかに新年をお迎えのこととお
慶び申し上げます。
旧年中は、大阪広告美術協同組合の皆様方には、ひと
かたならぬご厚情を賜り心から感謝申し上げます。お陰
様で昨年９月に衆議院安全保障委員長を無事退任し、新
たに各委員会理事･委員に就任いたしました。また、自
民党副幹事長をはじめ党内の各調査会副会長や各本部
副本部長等も担うこととなり、東奔西走の日々を送って
おります。このように、政府･与党の一員として働かせ
て頂けるのも、皆様方の温かいご支援の賜物とあらため
て感謝御礼申し上げます。
さて、今月20日よりトランプ新米国大統領の政権がス
タートいたします。日米間を取り巻く状況は不透明であ
りますが、アジア太平洋地域の平和と安定に不可欠であ
る日米同盟を強固なものにするため、議員交流を図りな
がら米国との絆を強めていきたいと存じます。
現在、我が国の経済は国際情勢の変化もありアベノミ
クスは停滞していますが、新三本の矢を確実に推進し経
済対策に力を入れ、地方にまで景気回復が行きわたるよ
う取り組んで参ります。一方、社会保障･福祉の充実に
向け、年金の受給資格期間を10年に短縮する措置を平成
29年８月から実施することになりました。さらに、年金
制度の持続可能性を高め、将来世代が安心できる年金水
準を確保するための年金改革法が成立いたしました。今
後共、政府･与党一体となって社会保障制度の充実に努
めて参ります。
地元大阪に関しましては、リニア中央新幹線の名古屋
〜大阪間が、約３兆円の財政投融資等により８年前倒し
の2037年開業予定となりました。
また、
大阪の教育分野は、
残念ながら全国の学力平均より下回っております。子ど
もたちが格差なく学べ、安心して学力の向上が図れるよ
う、経済的支援など様々な手段を講じていかなければな
らないと考えております。そして、女性が多様な働き方
を進め、社会に参加しやすい一億総活躍社会の実現に向
け努力して参ります。
本年も大阪のため、国民一人ひとりのため、
「強い経済、
強い日本」を目指し、真実一路に邁進して参りたいと存
じます。
結びに、本年も松本優理事長を中心に、関係各位の皆
様方がよりいっそう団結して貴業界の発展に尽くされま
すとともに、皆様方にとって本年が素晴らしい年になり
ますようお祈りいたします。

新年のごあいさつ
顧問・大阪府議会議員

顧問・大阪市会議員

釜

木

中

優

次

下

𠮷

信

新年明けましておめでとうございます。

新年、明けましておめでとうございます。

平成29年の輝かしい新春を皆様と共に迎える事

平成29年の初春を、ご家族お揃いでお健やかに
お迎えの事とお慶び申し上げます。

ができ、各位皆様におかれましては、益々ご健勝

また、平素より私の議員活動に、あたたかいご

の事とお慶び申し上げます。

理解とご協力を賜っており、心より感謝申し上げ

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、又昨年に施行されました、

ます。

参議院議員選挙に於きましても、多大なご協力を

昨年は、OAC創立45周年の記念式典が行われ、

戴きました事衷心より厚く御礼を申し上げます。

50周年に向けて士気を高めました。差し当って、

昨年、５月より貴組合皆様と縁の深い、府民文

組合員の増強や技能士会を含めた各事業所のスキ

化常任委員会に所属致しておりますが、微力なが

ルアップ等の課題も提起され「力を合わせて50周

ら、大阪府政発展の為これからも皆様の負託に応

年を盛り上げよう」という事になりました。

え、大阪に住んで良かったと実感出来る町となる

私も顧問団の一人として、可能な限り尽力して

よう努力して参りたいと思っておりますので、今

参る所存でございますので、ご用の折は遠慮なく

後共深いご理解とご支援賜りますよう何卒よろし

お気軽にご相談下さいますよう、よろしくお願い

くお願い申し上げます。

申し上げます。
さて、大阪市では吉村市長が就任一年を経て、

貴組合におかれましては、45年を越える長きに
亘り、広告美術の推進にご尽力をされておられま

様々な課題について具体的な施策を打ち出してい

す事に敬意を表しますと共に各位皆様の飛躍発展

ます。都構想の住民投票に向けた法定協議会の設

を心からご祈念致しまして、新年のご挨拶とさせ

置や、地下鉄バスの民営化問題、大阪万博の誘致、

て頂きます。

カジノを含むIR関連の法制化に伴う大阪市とし
ての対応について等、２月に始まる予算審議で議
論を深めていかなければなりません。
私共自民党としては、市民生活の向上につなが
る議案については、積極的に議論に参加していく
つもりです。
組合員皆様にとって、大阪の成長戦略の流れの
中で広範なビジネスチャンスとなるような働きか
けを含めて、忌憚のないご意見を賜りたいと考え
ております。
平成29年がOACにとって50周年に向けた大き
な一歩を踏み出せるよう、６期目を迎えた松本理
事長とも強調して取り組んで参りますので、ご指
導の程よろしくお願い申し上げます。
末筆ながら、今年一年が皆様にとりまして、充
実した実り多き年となりますよう祈念申し上げ、
新年のごあいさつといたします。
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第45回 OAC親睦旅行会開催
平成28年10月21日㈮・22日㈯

今回、親睦旅行会に初参加させて頂き、厚生委

みなさん楽しんでおら

員としても企画の段階から携わらせてもらいまし

れたようで、口々に金

た。参加人数32名、たくさんの組合員の方々にご

井さんを誉めておられ

参加頂きました。

ました。宴会場での宴

最初の目的地である相差温泉へ行くため、当日

も終わり、２次会は旅

お昼過ぎにOAC事務局近くに集合しました。バス

館内のカラオケラウン

は定時に出発し、車内ではビールやおつまみが配

ジに行きました。希望

られ、山元厚生委員長による司会や色々なゲーム

者のみの参加でしたが

も催されました。途中、PAで休憩などはさみ、夕

20人以上参加されていたのではないでしょうか、

方には『相差温泉 旅館 浜の雅亭 一井』に到着致

若い方から年配の方まで各人が好きな歌を唄われ

しました。海岸に面したオーシャンビューが素晴ら

大いに盛り上がっておりました。温泉には付きも

しい旅館で夕食までの間、温泉を堪能したりと各

のの卓球場も館内にあり、そちらで楽しんでいた

人が思い思いに過ごされたのではないでしょうか。

方もいたようでした。

宴会場での夕食は伊勢エビや１人一個の特大ア
ワビなどが出され、非常に豪華なものでした。中
盤にさしかかったころ、バス到着時間と参加者平
均年齢の結果発表をし、その後、厚生委員による
参加者名ビンゴゲームと銭あてゲームを行い、私
も少しお手伝いさせて頂きました。金井副理事長
によるゲームの司会進行が素晴らしいものでした。
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りされており非常に荘厳な気持ちになりました。
伊勢神宮内宮の参拝が終わると『おかげ横丁』
に行きました。お伊勢参りで賑わった江戸時代末
期から明治時代初期の門前町の町並みを再現した
観光地です。私も初めて知ったのですが、おかげ
横丁は伊勢名物赤福餅を生産・販売する赤福の子
会社である㈲伊勢福が1993年に140億円かけて建
造したらしいです。みなさんお土産に定番の赤福
を購入してたり昼間から酒屋で日本酒を嗜んだり
されていました。
全員無事バスに集合し、個人的には今回の旅行
の最大の目玉である最後の目的地、滋賀県甲賀市
にある近江牛・松茸食べ放題の『魚松』に向かい
ました。１時間半ほどして到着し駐車場にバスを
停めたのですが、なんと広い駐車場でしょう、観
光バスが10台以上停まっており、一般車両もかな
り駐車されてました。一軒の飲食店でこんなに大
二日目は９時に旅館を出発し、一路、伊勢神宮

人数が収容できるのかと思っていると２階建の日

内宮に向かいました。伊勢神宮内宮の正式名称

本家屋のお店が見えてきました、明らかに増築さ

は『皇大神宮』です。皇大神宮の正宮の御祭神は、

れたであろう店舗も横に併設されており、お店の

太陽を神格化した天照大御神・皇室の御祖先の神

繁盛具合が垣間見えたようでした。

です。2000年以上前の第十一代垂仁天皇の時代に
鎮座されて、内宮にお祀りされている天照大御神
様は、日本全国に祀られている八百万の神の中で
も日本人の総氏神様といわれています。
まずは、おかげ横丁を横目で見ながら、宇治橋
からはじまり、宇治橋から５分ぐらい歩くと御手洗
場に着きます。五十鈴川の川岸で綺麗な川の流れ
を見ているだけで、
身も心も清められて癒されます。
御手洗場から５分ぐらい歩くと御正宮です。参道
の突き当りにある石段を登ると、内宮の御正宮が
あります。五重の板垣の先に天照大御神様がお祀
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今回、私たちが食したプランは『名物あばれ食

かわりはいかがですか〜？」
「松茸のおかわりはい

い』
。松茸と特撰近江牛のすき焼き、松茸ご飯食

かがですか〜？」とお姉さん達がひっきりなしに

べ放題90分、土瓶蒸し、デザート、お土産付きです。

テーブルの間を歩きまわってきます。
「お肉くださ

すき焼きはあらかじめ、牛肉や松茸のほか、野

～い」なんてお願いしなくても、
「お肉入れましょ

菜やしらたきなどが皿に盛られていて、自分たち

うか」とバンバン入れてくれます。松茸だって、

ですき焼きを料理するようになっています。各テー

割き松茸をワシ掴みで惜しみなくドッサリと入れ

ブルには醤油・砂糖・酒があり、すき焼きのたれ

てくれます。最後の方はお断りする感じでした。

も置いてるので色んな食べ方ができます。

90分なんてとても食べ続けられませんし、一生分
食べた気がしました。わたしにとってはこの食べ

基本セルフサービスですがお店の人に言えば

放題が一番の思い出になりました。

作ってくれます。食べ放題の近江牛のお肉は一枚
一枚が大きく、霜もあり柔らかくてとても美味しく、

今回の親睦旅行会に参加頂きました皆様、厚生

一般的な食べ放題のお肉ってあんまり良いイメー

委員の皆様、あらためまして御礼申し上げます。

ジはないですけど、ここではそれが覆されます。

皆様のご協力をもちまして無事楽しい旅行になり
ました。ありがとうございました。また機会がご

また、松茸は国産ではありませんでしたが、す
き焼きのたれがしみ込んで歯ごたえもあり美味し

ざいましたら宜しくお願い申し上げます。

く頂けました。しばらく食べていると「お肉のお
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厚生委員 長澤 達也

堺市路上違反
簡易広告物除却活動
平成28年12月10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

大阪市
「かたづけ・たい」活動
平成28年12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
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橋本

幸代

支部だより
12月９日、心斎橋「にし家」にて中央

中央支部 支部忘年会を、松本理事長、金井副理事
忘年会 長、夏目相談役、賛助会員の方々のご臨
席を賜り、今年の締めくくりとして賑や
かに〝うどんちり〟で行われました。毎回ですが大い
に盛り上がり、恒例の大阪〆にて、中〆となりました。
今回参加されなかった組合員の方々も、新年会でお
会いできる事を期待します。


副支部長

栩野

幸保

OACの団体メリットを生かした各種保険をどうぞ
主な取扱商品

自動車保険

安心への計画・設計…

HOKEN
PROJECT

火災保険

傷害保険

株式会社

賠償責任保険

労災上乗保険

ホケンプロジェクト

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
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GETされている方もいらっしゃいました。

平成28年12月６日に上本町ハイ

東支部
忘年会

そのクイズで大活躍されたのが岩井さんのお嬢

ハイタウンの杯々天山閣において、

さんで、彼女はその後のカラオケでもAKB48の

総勢22名で東支部の忘年会が開催
されました。

『365日の紙飛行機』をたいへん上手に歌って場を
大いに盛り上げてくださいました。

中華料理特有の円卓に、次々運ばれる大皿料理
をシェアしながら和気藹々とした雰囲気で料理を

クイズ大会あり、カラオケ大会ありの盛りだく

堪能しつつ、東支部といえば！の恒例の出し物が

さんな内容で、いつもは平均年齢高め（笑）の東

スタートしました。

支部ですが、ぐっと若返った忘年会で2016年を締
めくくることができました。

今回は難問続出（？）の雑学クイズです。意
外と知らなかった答えを聞いては、｢えー !?｣ と

今まであまりご参加されていなかった方達にも

か ｢そうなんや～。｣ という声があちこちで聞こ

今回のようにどんどん出てきていただいて、2017

えました。正解された方には、何が当たるかはお

年もより盛り上がるいい年にしたいものです。

楽しみの景品も用意されており、お一人で何個も
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坂東

志保（㈲塗夢創屋）

西支部では12月13日火曜日、博多

西支部
忘年会

もつ鍋「蟻月」心斎橋店にて忘年会
を行いました。
松本理事長、森川副理事長、賛助

会員のエプソン販売さん、ニップコーポレーショ
ンさん、保険プロジェクトさんもご参加いただき、
総勢17名となりました。
個室ではなかったため、やや控えめな理事長の
掛け声に始まり、今年の西支部を締めくくる賑や
かな宴会となりました。恒例のゲーム大会は夏目
副支部長によるビンダーツ！割り箸を持って立
ち、テーブルの上においたビンの口に落とし入れ

せんが、一人さくさくと入れた中元さんが優勝で

ます。これが意外と難しい。皆さん、中々入りま

す。難しかったですが、皆さん楽しく挑戦してい
ただきました。
今年は支部長に任命され
初めての年でしたが、十分
な仕事ができませんでし
た。来期はより西支部を楽
しんでもらえるようにでき
ればと思います。
今後とも、西支部の運営、
発展にご協力のほどよろし
くお願い申し上げます。
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支部長

山岸

友彦

平成28年12月16日（金）スパヒル

南支部
忘年会

ズにおいて、南支部忘年会を行いま
した。子供を含む総勢27名で開催い
たしました。

忘年会は午後６時からでしたので、その前に
ゆっくり岩盤浴やお風呂を楽しみ、日頃の疲れを
取り、
リフレッシュすることができました。その後、
会場に入り、すき焼き組とカニ鍋組のテーブルに
別れ、松本理事長の挨拶で始まりました。
舞台がカラオケステージになっており、松本理
事長のお孫さん２人と、木南支部長の息子さん２
人が歌やリズムに合わせて、かわいいダンスを披

けずにすばらしい歌声を聞かせてくれました。

露してくれたので、すごく盛り上がり、大人達も負

今回、私が幹事をさせていただきましたが、ビ
ンゴ大会では番号の書いた球がバラバラに落ちて
しまい、史上最悪のハプニングで失敗してしまい、
急遽太田さん御家族にも助けていただき本当にあ
りがとうございました。次回は、失敗しないよう
に頑張ります。
今回、ご出席いただいた皆様ありがとうござい
ました。次回の忘年会では、今回より豪華なカニ
料理（？）を堪能できるように考えていますので、
ぜひご出席いただけたら嬉しく思います。ありが
とうございました。
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会計

松本

正敏

北支部
忘年会

2016年12月10日㈯に、ふぐ甚十三

料理はふぐコースとすっぽんコースを事前に選

店にて北支部忘年会を行いました。

んでもらっており、お好きなコースを楽しんでい

お忙しい中、来賓の株式会社ホケ

ただきました。お酒の好きな方が多いので、一人

ンプロジェクトの多志満様・松本理

一杯までと決められているヒレ酒が大好評でし

事長・伊藤副理事長・今村局長にご参加いただき

た。

ましてありがとうございました。北支部は12名の

２時間の予定だったのですが、皆様ご歓談が尽

参加で合計16名の賑やかな忘年会となりました。

きなかったようで、気が付いたら２時間半ほど

冒頭、支部長である私のボケがさく裂し、理事

経っておりました。松本理事長と伊藤副理事長に

長にご挨拶をしていただかなければなかったの

ご挨拶を頂戴し、岡野相談役の一丁締めでお開き

に、すっかり忘れるという大失態をおかしてしま

となりました。

いました。理事長、本当に申し訳ありませんでし

今回の失態で、皆様にご迷惑をおかけしました

た。自分が思っていたより緊張していたみたいで、

が、懲りずにまたご参加くださいますようによろ

ご参加くださった皆様にはいろいろとご迷惑をお

しくお願いいたします。

かけいたしました。
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支部長

橋本

幸代

259回 OACG会コンペ
平成28年11月８日㈫

阿騎野ゴルフ倶楽部／23人参加

11月8日に阿騎野ゴルフ倶楽部にて今年最後と
なる第259回OACG会が行われました。
ずっと快晴続きだったにもかかわらず、この日
は一日中結構な雨が降り続く悪天候の中でのラウ
ンドとなりました。OACG会にはやはり雨男がい
ます。ちなみに僕ではないです。
今回コンペが続いていて、調子が上向いてきて
いたので、優勝のチャンスは今回しかないと思っ
て臨みました。悪天候でみんながスコアを崩す中、

金井 和人
２位 岡崎 憲彦
３位 堀ノ江 良
優勝

なんとか粘ってたんですが、あがり３ホールで大
叩きをしてしまい優勝は諦めていました。
スコア集計表を見るとやはり２位という結果で
した。が、１位の岡崎さんが２回続けて欠席だっ
たため、OACG会の規約で一つ順位が下がり、私
が繰り上がりの棚ぼたの優勝となりました。これ

で、来シーズンも頑張りたいと思います。

も雨の中楽しく回らせてもらったメンバーのおか

最後になりましたが、ご参加の皆さま、あの悪

げかなと思います。ありがとうございました。

天候の中たいへんお疲れ様でした。


これでまたマンスリーの出場権利を獲得したの
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金井

和人

OAC青年部だより

青年部高圧ガス研修会開催
平成28年10月28日、OAC事務局にて高圧ガスの
取り扱いに関する研修会を開催しました。
平日の夜ということと、特殊な内容でしたので、
参加者は少な目でしたが、講師の方々には、資料
もしっかりとした内容のものをご用意いただき、大
変わかりやすくご説明いただきすごく勉強になりま
した。
高圧ガスの危険さを再度認識し、取り扱いには
十分注意していきたいと思います。
幹事 太田 博崇
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忘年会
12月16日㈮OAC青年部の忘年会を鶴橋の焼肉

ぷりでした。その後ビンゴ大会を開催し、見事ア

屋で開催いたしました。焼肉を選ぶのは青年部な

ドエースの平野さんとキヌガワの大川さんが賞品

らではでないでしょうか？（笑）お忙しい中、総

を獲得いたしました。賞品は、
今話題のＶＲ
（バァー

勢26名の参加者に集まっていただきました。

チャルリアリティ）と小型ドローンでした。

北川部長の挨拶の後、松本理事長の乾杯のご発

締めは、フジネオンの太田さんによる2016年か

声により忘年会が始まりました。12月中旬の忘年

ら2017年に向けて大きな大阪締めで中締めとさせ

会続きの中、焼肉は少ししんどいかな？っと思っ

て頂きました。OAC青年部らしい忘年会でした。

ていましたが、
〝さすが青年部！〟と思わせる食べっ
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監査

秋村

敬三

技能士会だより

れが
こ
、
よ
見
だ
神の手

「現代の名工展」開催される!!
OAC広告美術技能士会

名誉会長

夏目

敏昭

中央技能振興センターはじめ、近畿２府４県
の技能振興コーナー主催による「現代の名工展」
が10月15日㈯、16日㈰の両日大阪南港ATCハー
バーアトリウム及びセントラルアトリウムに於
て盛大に開催されました。
２府４県から計12名の名工さんが一堂に会し
広報大使に任命された、ラジオパーソナリティ、
タレント、俳優でおなじみの妹尾和夫氏やター
ジン氏の司会によりトークショーやパネル展、
実演が行われました。
また大阪府技能士会連合会、各単組による「も
のづくり体験教室」も同時開催され、多くの来
場者で賑わいました。
当イベントは、我が国の経済を牽引してき
た「ものづくり産業」ですが、若者のものづく
り離れが進むとともに熟練技能者の退職等によ
り、技能・技術の伝承が危惧されている現状に
あります。このようなことから、広く技能の素
晴らしさや卓越した技能士（名工）制度や名工
になるまでの過程等を周知していただくと共に

仕事に対する姿勢や幸福論を発表し来場の皆さ

ものづくりの楽しさや必要性を伝えることを目

んにものづくりの重要性や大切さを訴えたとこ

的に厚生労働省委託事業「若年技能者人材育成

ろであります。

支援等事業」の一環として開催されたものです。

その後、実演をして見せてほしいとの依頼で

私も大阪代表として登壇し、広告美術（看板

壇下に降りて、２ｍ×６ｍの白紙に墨で清掃用

業）の魅力や看板屋になったいきさつ、自分の

に使う「モップ」を筆に変え「技能継承」と大
書きし、来場の皆さんの喝采をいただきこ
の仕事を選んだ幸せを実感した次第であり
ます。
私は現在、
（一社）大阪府技能士会連合会
の会長の要職にある身でありますが、今後
も当OACの広告美術技能士の皆さんのお力
をお借りしながら、ものづくりの必要性、大
切さを各地の小・中学校の生徒を対象に「も
のづくり体験教室」を通し訴えて参る所存
でありますので、引き続きご支援、ご協力
頂きますようよろしくお願い申しあげます。

｜ 18 ｜

ものづくり教室

平成28年10月26日㈬
宮原中学校２年生11名

ものづくり教室

平成28年11月22日㈫
瓜破中学校１年生９名
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技能士会だより

ものづくり教室

平成28年12月２日㈮
寝屋川中学校１年生７名

ものづくりコレクション2016

｜ 20 ｜

平成28年11月13日㈰
ハービスホール

会員
助
賛 介
紹

前田機械株式会社 LED事業部
代表取締役
前田 博
〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-3-28
TEL06-6582-5010 FAX06-6582-1909

世界一薄型！、世界一軽量！台数大幅削減！
世界一薄型！、世界一軽量！台数大幅削減！

ワイドスクエアライト
ワイドスクエアライト

世界一の薄さと軽さで取付作業の簡易化に成功。
世界一の薄さと軽さで取付作業の簡易化に成功。
特殊レンズを用いた拡散技法による優れた配光性と、
特殊レンズを用いた拡散技法による優れた配光性と、
広範囲を高照度で均一に照らす技術で、
広範囲を高照度で均一に照らす技術で、
取付台数も大幅に削減することが可能です。
取付台数も大幅に削減することが可能です。

ワイドジャンボスクエアライト

一般的な製品の場合
一般的な製品の場合

ワイドジャンボスクエアライト

ワイドレクタンゲルライト
ワイドレクタンゲルライト

ワイドジャンボスクエア
の場合
ワイドジャンボスクエア
の場合

特許構造特殊レンズの驚異の拡散力！
特許構造特殊レンズの驚異の拡散力！
特殊レンズを用いた拡散技法で、
特殊レンズを用いた拡散技法で、
配光角を0～140度に制御。
配光角を0～140度に制御。
中心光も強く出しながら、
中心光も強く出しながら、
140度方向に向かうにつれ光は
140度方向に向かうにつれ光は
少しずつ強くなり、130～135度に
少しずつ強くなり、130～135度に
光のピークを出しています。
光のピークを出しています。

一般的な製品の場合
一般的な製品の場合

広範囲×高照度で台数削減
広範囲×高照度で台数削減
はもちろん、看板全体に
はもちろん、看板全体に
ムラ無く光が行き渡ります。
ムラ無く光が行き渡ります。

․％
․％
․

電気代
電気代
削減！
削減！

御問合せ、資料のご請求は前田機械まで御連絡下さい。
御問合せ、資料のご請求は前田機械まで御連絡下さい。
〒㻡㻡㻞㻙㻜㻜㻜㻞
大阪市港区市岡元町㻞㻙㻟㻙㻞㻤 前田機械 株式会社 㻸㻱㻰事業部
〒㻡㻡㻞㻙㻜㻜㻜㻞
大阪市港区市岡元町㻞㻙㻟㻙㻞㻤
㻸㻱㻰事業部
㼀㻱㻸
㻜㻢㻙㻢㻡㻤㻞㻙㻡㻜㻝㻜㻌
／ 㻲㻭㼄 㻜㻢㻙㻢㻡㻤㻞㻙㻝㻥㻜㻥 前田機械｜株式会社
21 ｜
㼀㻱㻸
㻜㻢㻙㻢㻡㻤㻞㻙㻡㻜㻝㻜㻌
／
㻲㻭㼄
㻜㻢㻙㻢㻡㻤㻞㻙㻝㻥㻜㻥
㼁㻾㻸 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼟㼠㼍㼞㼘㼕㼓㼔㼠㻙㼘㼑㼐㻚㼖㼜㻛
㼁㻾㻸 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼟㼠㼍㼞㼘㼕㼓㼔㼠㻙㼘㼑㼐㻚㼖㼜㻛

ワイドジャンボスクエア
の場合
ワイドジャンボスクエア
の場合

会員
助
賛 介
紹

日産チェリー西成販売株式会社
代表取締役
川邊 直之
〒557-0034 大阪市西成区松1-1-21
TEL06-6661-1115 FAX06-6661-0250

日頃、お世話になりありがとうございます。

看板業のお客様も、車を購入するから看板の

私は以前の会社は看板業だったのですが、今

仕事をしてくれと言われたり、必要としてくれ

回、転機があり車関係の仕事もしております。

る人がいるからこそ、人と人との繋がりを大事

OAC は以前の会社からお世話になり、なか

にしていきたいなと思っています。

なか参加ができなくてもプライベートで声をか

車販売・修理・保険の事なら、是非

けていただいたりと、非常に私にとっては心地

リー西成販売㈱へ！ 「やっちゃえ

の良い場所としみじみ感じております。
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日産チェ
OAC ！」

日産チェリー西成販売㈱

川邊

OAC理事会
第543回理事会報告

ツカールトン大阪で開催する新年交歓会の次第、役割

日

時

平成28年10月13日㈭

場

所

OAC会議室

ることが承認され、夏目相談役に厚生委員会よりお願

議

長

堀ノ江副理事長

いするとした。アトラクションは厚生委員会に一任

森川・堀ノ江・金井副理事長、橋本・松原・松

し、案内文は作成を理事長が担当し、12月初めに送付

本人出席

午後６時15分

分担について説明させ、鏡開きの代わりに書初めをす

林・松本・柏原理事
書面出席
出

席

することとした。

浦・伊藤副理事長、山岸・木南・栩野・夏目・長澤・

⑷賛助会員加入の承認について

上田・大島理事

議長は、栩野理事に賛助会員加入の申し入れのあった

北川青年部長

事業所（リンテックサインシステム㈱）について読み

審議事項

上げさせ、承認された。

⑴条例等の勉強会について

第545回理事会報告

議長は、柏原理事に事業計画書を基に説明させ、今回
は屋外広告物・工作物の勉強会として下記の通り開

日

時

平成28年12月８日㈭

催することが承認された。詳細な内容等については引

場

所

OAC会議室

き続き検討していくこととした。

議

長

松本理事長

開催日時

平成29年２月４日㈯

本人出席

開催場所

ＯＡＣ会議室

講

師

土屋

内

容

看板の構造設計を行う際の注意点

15：30 ～ 18：00

午後６時10分

松本理事長、森川・浦・堀ノ江・伊藤・金井副
理事長、笠谷・木南・橋本・松原・山元・松林・
松本・柏原理事

久安氏（㈱日塔設計事務所社長）
書面出席

山岸・栩野・秋村・大亦・岸田・夏目・長澤・
上田・大島理事

設計に使用する単位や規律
出

ポール看板の柱のサイズ選定方法 その他

席

信貴・岡野・夏目相談役、北川青年部長

審議事項

⑵新年交歓会について

⑴新年交歓会について

議長は、森川副理事長に平成29年１月25日㈬ザ・リッ
ツカールトン大阪にて開催予定の新年交歓会につい

議長は、森川副理事長に平成29年１月25日㈬ザ・リッ

て説明させ、例年通り長寿のお祝い、永年勤続優良従

ツカールトン大阪で開催する新年交歓会について説

業員表彰、アトラクション、ゲームを行うこととした。

明させ、技能検定合格証書の伝達を行うことと、合格

参加費も例年通とし、12月初旬に開催案内できるよ

者の参加費を5,000円とすることが承認された。
⑵新規加入者及び組合脱退者の承認について

う内容等を検討していく。

議長は、堀ノ江副理事長に加入の申し入れのあった西

第544回理事会報告
日

時

平成28年11月10日㈭

場

所

OAC会議室

議

長

松本理事長

本人出席
書面出席

島工芸と脱退の申し入れのあった㈱アサヒ工匠につ

午後６時10分

いて読み上げさせ、承認されれば136社になると説明
させ、承認された。
⑶ＫＯＢＡＮ色紙差し替え事業について

松本理事長、森川・浦・堀ノ江・金井副理事長、

議長は、理事長として大阪府警より大阪府の監査が厳

山岸・木南・橋本・栩野・大亦理事

しくなってきたのを踏まえ色紙差し替えをお正月分

伊藤副理事長、秋村・松原・岸田・夏目・長澤・

掲示までとすることを検討してほしいとの申し出が

松本・上田・大島理事

あったとの説明をし、また、当初から事業に携わって

審議事項

いる夏目相談役が顧問の釜中議員を介して大阪府警

⑴第２四半期報告について

に問い合わせているとの説明をさせ、差し替え事業が

議長は、堀ノ江副理事長に資料に基づき内容を説明さ

24年続いているので、区切りのよい25年もしくは30年

せた後、これを議場に諮ったところ満場異議なく承認

まで続けたいと提案することが承認された。

可決した。

⑷屋外広告物点検技能講習について

⑵屋外広告物・工作物の勉強会について

議長は、理事長として日本サイン協会と日本屋外広告

議長は、浦副理事長に平成29年２月４日㈯に開催する

業団体連合会の共催事業である屋外広告物点検技能

勉強会について説明させ、内容が小規模看板の簡単な

講習（平成29年１月28日㈯あいおいニッセイ同和フェ

構造計算に関することとなり、工作物が含まれないた

ニックスタワーにて開催）について説明し、OAC組合

め、事業名を屋外広告物の勉強会に変更し案内するこ

員にも案内することが承認された。受講費用は12,000

とが承認された。尚、終了後懇親会を催すとした。

円で組合より2,000円補助することも承認された。な

⑶新年交歓会について

お、申込みは関西ネオン工業協同組合経由となる。

議長は、森川副理事長に平成29年１月25日㈬ザ・リッ
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魔女のひとりごと
１月〜
３月

子

海外はもとより国内の風水・火災等思ったより大きな被害だった2016年

ですが、今年もニュースになる出来事が起こりそう。放射能関連でない事
を祈ります。忘れた頃に起こるのが災難です。

上手の手から水が漏れる。何かどこか抜け

卯

ている。一方でルールに縛られず、型破り

る方が今の貴方にとっては重要です。足元

られるでしょう。

をみて生活する。
１月…子供の問題は子供に任せましょう。立派に

みが伴う。静観です

一人前です。信用を！

２月…分散している問題を一つの問題として捉え

２月…軌道修正するなら何事も今が好機。先んじ

てみれば答えが出る。

てこそ勝機をつかむ。

３月…上下で板挟み状態。抜け出すのは難しい。

３月…仕事に変化が起こる。常日頃から危機管理

特に下からの圧力。

を。他力本願は無理。

落ち着いて仕事ができる。手を広げると結

貴方の頑張りを他人は評価しています。

辰

果を出すのが大変。程々にして一つは着実

困った時は手を差し伸べてくれます。信用

にする。ニッチな場所で勝負することが成

するかどうかは、貴方の日頃のつきあいで

功に結びつく。

判断して下さい。

１月…骨休みと思ってゆっくりしましょう。来月

１月…気持ちは解るが、やる気がなくても普段通

に備える為の時間。

りに仕事しましょう。

２月…仕事での外出時は、しっかりと事前準備と

２月…仕事のペースは落ちても、確実にこなすと

確認がとても大事。

成果はついてきます。

３月…約束事がしばしば変更になる。対処できる

寅

己満足にしかなりません。我が身を振り返

な方法を試してみれば驚くほどの効果が得
１月…既成概念がひっくり返ります。逆らえば痛

丑

余計な事に首を突っ込まない。お節介は自

３月…一つ肩の荷がおりる。軽くなったら一休み

よう代替案は必要。

して小旅行でも如何？

過去問は参考になります。不明な点を検証

新しい仕事にもなれた頃のミスが案外大

巳

する事ができるからです。生き字引の様な

事になるので、神経質位が丁度良いようで

人とコネを作ることは貴方にとってプラス

す。べテランにも言えます。反対に成果と

になります。

しては上向きです。

１月…体調のすぐれなかった人は回復基調です。
歩きすぎは逆効果。

１月…去年散々だった人は、やっと自分らしい仕
事が始められます。

２月…謝罪は素直に受け止めて先に進む。気がか

２月…長続きする仕事や方法を模索する日々で

りな事は残さない。

す。能力フル回転で。

３月…旅行を計画中の人はタイミングが大事。今

３月…外部要因で迷惑をこうむる。巻き込まれな

一度計画を見直して。

いよう自重する事。
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午

宣伝口コミに操られやすい。余りに巧妙な

酉

ので見破りにくい。被害が小なら諦めるし

落しています。二度手間になる確率が高く、

がけて下さい。

損失を招く筈。
１月…知識を高める良い機会です。ジャンルに拘

必ず役に立ちます。

らず好きな分野で！

２月…家好きもたまには、時間を変えて家族と外

２月…財テクは成果がでる。欲がつい出てしまう。

出を。映画鑑賞など。

引き時は解るはず。

３月…慎重に行動する。聞く方に徹する。補佐に

３月…貴方の手を離れ子供達が一人立ちします。

回る。厄除けです。

見守るだけで良い。

夢想が実現化しやすい。具体的なプランニ

今年の健康管理はいつもより念入りに。医

戌

ングをしても良いのでは。土壌はできてい

者嫌いや薬嫌いの人も観念して必要なら受

る様です。決断がゆっくりな貴方はせかさ

け入れましょう。安心を手に入れるために

れると失敗する。

も必要です。

１月…去年の仕事を引き続きする事に。来月まで

１月…静かに過ごしましょう。外出も控えるか、

に仕上げましょう。

短時間で帰る様に。

２月…原点に戻り気持ちを切り替えて対処する

２月…気の合う仲間と交流して、停滞している運

と、苦境から脱する。

気をアップしょう。

３月…順調です。頭脳で攻めていけば、なお良い。

申

かも知れませんが、早急な結果はどこか欠

かありません。正確な情報発信を自身も心
１月…散財の月。無駄とばかりは言えません。後々

未

短気は損気。その通りです。結果がすべて

３月…交互に良い悪いがくるので戸惑いますが、

情報戦と言えます。

良い方が多いです。

ごく些細な事が始まりで、後にあれが原因

この上ない好機が来ている様です。危うい

亥

かと思いいたります。あれっと感じたら放

状態ですので、どちらに転ぶか未だ不安定。

置しないで調査して下さい。チャンスも対

どの目が出てもすべて金銭がらみです。心

処も逃します。

の準備がいる。

１月…親類縁者との関係が強まる。疎ましくても

１月…逃げるが勝ち。中途半端だと全てなくす。

気持ちよく接待を。

夢と思いあきらめる。

２月…外部から色々聞こえてきても気にしない

２月…交渉が上手くいきません。裏切られる心配

で。反論しても無駄。

あり。過信している。

３月…障害があるほど後半は好転する。全力投球

３月…女神が微笑んでいます。眠れる夜もこれで

で臨みましょう。

安心して熟睡できる。

ネット上でステマがまかり通り、企業がデマ・煽り・誤情報・人心操作な
どしているのかと思うと空恐ろしくなります。真偽を見極めるのは難しい。
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表紙のことば

郷土玩具 滋賀県の
「小幡土人形」
昨 年 は 大 震 災、 自 然 災 害 の 多 い 年 で あ り ま し た。
また、子供の虐殺、各地で広がっている子供のいじめ
問題、親への虐待など悲惨な事件が日常的にニュース
に取りあげられました。
日本人のあの心はいったいどこに消えたんでしょうか！
今年こそは天災、人災のない平和な日が続き、皆が
幸せで平安な酉年でありますよう願いをこめて描いて
みました。
夏目



お知らせ

敏昭

あとがき

◇代表者の変更
・南 支 部 ㈱カシヤマ
新
樫山 宗嗣

新年あけましておめでとうございます。トランプ大
統領の誕生を始め、世界中で様々な難問が噴出したり
と、大小様々な不安が入り混じった全く読めない2017
年がスタートしました。今年の年末を迎えるころ世界
や日本はどうなっているのでしょうか。
最近は世の中の変わるスピードがどんどん速くな
り、変わる度合いも極端になっているように思います。
私たちもしっかりアンテナを張り巡らせて進路を定
め、時代の変化に置いて行かれないようにしていきた
いものです。
今回の新年号にも年末の忙しい中、OACの活動を生
き生きと伝える素晴らしい記事を寄せて頂いた皆様本
当にありがとうございました。
広報文化委員一同、今年も機関紙を通じて組合員様
に元気や癒し、そして何か少しでも仕事のプラスにな
る情報をお届けできるようお手伝いしていけたらと思
いますので、どうぞよろしくお願いします。

広報文化委員長 松林 泰弘

◇社名変更
・北 支 部 FUN FACTORY
新
ファンファクトリー㈱
◇メールアドレス変更・ホームページURL追加
・南 支 部 ウメタニ商事㈱
新 umesho@umeshocorp.co.jp
http://www.geocities.jp/umeshocorp/
◇メールアドレス変更
・東 支 部 ヒカリネオン㈱
新 hikarineon@mx7.alpha-web.ne.jp
◇組合員等ご家族の慶弔
〔慶事〕
・南 支 部 ㈱堺博光社
松林 泰弘 氏 ご子息ご結婚
（Ｈ28年８月11日）

OAC
発行所

2017年新春号 №221
（平成29年１月20日発行）

大阪広告美術協同組合
大阪市天王寺区筆ヶ崎町３番１号

T E L 06（6771）9010㈹
FAX 06（6774）0426
発行人

・南 支 部 ㈱フジネオン
松本 優 氏 ご息女ご結婚
（Ｈ28年11月18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

新年のごあいさつ
大阪府知事

松

井

大阪市長

一

郎

吉

村

洋

文

新年あけましておめでとうございます。

明けましておめでとうございます。

昨年、大阪を訪れた外国人の方が過去最高を４

大阪広告美術協同組合の皆様方には、お健やか

年連続更新するなど、大阪の賑わいや景気にも明

にすがすがしい新春をお迎えのこととお喜び申し

るい兆しが見えてきました。この流れを本格的な

あげます。

ものとし、府内のすみずみまで景気回復を行きわ

皆様方には、平素から大阪市政の推進に格別の

たらせ、府民の皆様が豊かさを実感できる大阪を

ご支援、ご協力をいただき、とりわけ道路上の違

実現したいとの思いを強くしています。

反広告物の撤去活動「かたづけ・たい」にご参加
いただくなど、快適で美しい都市空間の形成にご

このため、府政においては「変革と挑戦」を基

尽力を賜り、心から厚くお礼申しあげます。

本姿勢に、これまでの成果を土台に、民間、市町

近年、建築物や屋外広告物の安全性に対する市

村はじめ関係機関と連携しつつ、具体的な取組み

民の意識や関心は高く、周囲の景観や環境との調

を本格化する年にしたいと思います。

和を考えながら、公衆への危害を防止する適正な

現在、大阪府では、2025年日本万国博覧会の誘

設置・安全管理が求められています。

致をめざし、国、経済界と一体となった取組みを
進めているところです。万国博覧会は、2020年の

こうした中、皆様方が屋外広告物業界の振興は

東京オリンピック・パラリンピック後の成長の起

もとより、都市環境の向上や制度の普及に力を尽

爆剤となります。また、イノベーションを促し、

くしておられますことは誠に心強い限りであり、

社会のあり方をも変える世界的なイベントです。

そのご熱意とご尽力に深く敬意を表する次第であ

その圧倒的な求心力や発信力、すなわち世界中の

ります。
将来にわたって豊かな大阪を実現するために

人々の出会いや交流を生み出す力こそが、これか

は、改革と成長により、市民サービスを拡充する

らの日本の成長の鍵となります。
東西二極の一極を担い、豊かな大阪を実現する

ための財源を生み出すことが大切です。これまで

〝副首都・大阪〟の確立・発展に向けた取組みも

の改革の成果を活かし、新たな価値を生み出す市

進めます。東京とは異なる個性・新たな価値観を

政改革を推進するとともに、府市一体となった取

もって、平時にも非常時にも日本の未来を支え、

り組みをさらに進め、大阪の成長を実現し、市民

けん引する成長エンジンの役割を果たすべく、都

サービスの拡充を図ってまいりますので、皆様方

市としての機能強化に努めます。

には、屋外広告物行政をはじめとした本市の施策
に対してより一層のお力添えを賜りますようお願

大阪を訪れた外国人の方は、知事に就任しまし
た平成23年には150万人を超える程度でしたが、

い申しあげます。

今や1000万人にまで迫っています。大阪を世界的

年頭にあたり、大阪広告美術協同組合のますま

な創造都市、国際エンターテイメント都市へと加

すのご発展と、皆様方のご健勝、ご繁栄を心から

速させ、世界にアピールしてまいります。

お祈り申しあげまして、ごあいさつといたします。

今年も府庁組織一丸となり、施策を力強く推進
してまいりますので、皆さまの一層のご理解とご
協力をお願いいたします。本年が皆様にとって実
りある素晴らしい年となりますようお祈りします。
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新年のごあいさつ
堺市長

竹

大阪府中小企業団体中央会 会長

山

修

身

尾

明けましておめでとうございます。
大阪広告美術協同組合の皆様におかれまして
は、清々しい新年をお迎えのことと心からお慶び
申し上げます。また旧年中は、堺市政の各般にわ
たり、格別のご理解とご協力をいただき厚くお礼
申し上げます。
昨年堺市は、政令指定都市に移行して10年とい
う節目の年を迎えました。この間、堺市マスター
プランにもとづき、堺・３つの挑戦、
「子育てのま
ち」
「歴史文化のまち」
「匠の技が生きるまち」の
実現に加え、
「市民が安心、元気なまちづくり」さ
らには「都市内分権の推進」
に取り組んできました。
今後とも、
「政令指定都市・堺」の更なる発展に
努めてまいります。
とりわけ、歴史・文化のまちづくりでは、百舌鳥・
古市古墳群の世界文化遺産登録に向けて、今年こ
そ国内推薦を獲得できるよう、大阪府や羽曳野市、
藤井寺市と一体となって取組みを進めているとこ
ろです。
そのため本市では、昨年１月から、屋外広告物
の許可基準を見直すなど、世界文化遺産があるま
ちに相応しい景観形成に向け、
取り組んでおります。
屋外広告物は、都市の景観やまちなみを構成す
る大切な要素であり、国の内外から堺に来訪され
る方々に、そのまちを印象づけるとともに、まち
の趣きや賑わいを創出する役割も果たしています。
皆様には、今後とも、地域に相応しい良質な広
告物の制作と魅力ある景観創出にご尽力いただき
ますとともに、本市の安全・安心で美しいまちづ
くりに、一層のご支援、ご協力を賜りますようお
願い申し上げます。
結びにあたり、大阪広告美術協同組合の益々の
ご発展と、皆様方のご健勝、ご繁栄を心よりお祈
り申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただ
きます。
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池

良

行

新年明けましておめでとうございます。
平成29年の新春を迎えるにあたり、中小企業関係者
の皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年を振り返りますと、わが国経済は緩やかな回復
基調にあると言われている中、人口減少や超高齢社会
等の構造要因による需要減少に加え、英国のＥＵ離脱、
新興国の経済の減速や急激な円高、株安、人件費の高
騰等先行き不透明な状況が続くなど、多くの中小企業・
小規模事業者は景気の回復が実感できない一年であり
ました。
このような中、新製品・新技術の開発や人材育成、
事業承継など、中小企業が内外で直面する困難な課題
を乗り越え、持続的に成長、発展を遂げていくためには、
持ち前の機動力を発揮し、ＩＴ化や省力化投資等によ
る生産性の向上を図り経営基盤を強化するとともに、中
小企業組合をはじめとする連携組織のネットワークを
活用して経営資源の相互補完や新事業・経営革新等を
積極的に展開していくことが極めて重要であります。
本会は、平成23年度に大阪府からの補助金を全廃さ
れ、引き続き厳しい財政状況ではありますが、共済事
業収入等の自主財源の確保に努めながら、連携・組織
化を通じて中小企業、小規模事業者の生産性向上の底
上げと本業の稼ぐ力の強化に向け、きめ細かな支援活
動を多面的に実施してまいりたいと存じます。
具体的には、国や大阪府の委託事業の獲得に努め、
「組
合等事業向上支援事業」による組合のビジョン・事業
計画づくりや、組合事業の活性化、課題解決のための
教育情報事業等への支援に取り組むとともに、組合の
設立や管理、運営上の相談支援、セミナーの実施や多
様な中小企業グループが行う新技術・新製品の開発や
新サービス等の創出への取り組みにも全力で支援して
まいります。
また、平成24年度から「ものづくり補助金」の地域
事務局を担当し、これまで約4,500社を超える採択企業
の事業支援を行ってきましたが、28年度補正におきまし
ても同様の予算が措置されており、本事業を通じて中
小企業、小規模事業者の支援に取り組んでまいります。
皆様におかれましては、新年にあたり決意を新たに
され、我が国経済社会の発展と中小企業の振興のため、
ご精進いただくことをご期待申し上げます。
結びにあたりまして、本年が皆様にとりまして大き
な飛躍の年となりますよう、心からお祈り申し上げまし
て、年頭のご挨拶といたします。

新年のごあいさつ
大阪府職業能力開発協会 会長

顧問・衆議院議員

宮

左

部

義

幸

大阪広告美術協同組合の皆様、明けましておめ
でとうございます。
皆様方には、お健やかに新春をお迎えになった
ことと、心からお慶び申し上げます。
また、会員や関係団体皆様方の格別なるご支援
とご協力によりまして、私ども協会の業務が順調
に推移し、新しい年を迎えることができましたこ
とを感謝申し上げます。
さて、日本経済の発展を支えてきた「ものづく
り」の分野では、若者の技能離れ等により、技能
水準の維持・継承が困難となり、優れた技能者の
育成・確保をいかに図っていくかが大きな課題と
言われております。
このため、当協会では、「職業訓練の支援」を
行うとともに、「技能検定試験」及び「ビジネス・
キャリア検定試験」をより多くの方に周知し、
「技
能の見える化」に努めています。
また、ものづくり産業で働く方々のスキル向上
にお役にたてる講習・講座の展開及び事業主の方
への各種助成金制度の案内並びに事業内職業能力
開発計画作成等の支援に取り組んでいます。
今後とも、大阪産業の持続的発展を支えるため、
時代に即した職業能力開発の推進に努めて参りま
すので、皆様方におかれましては、当協会に対し
変らぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し
上げます。
本年が皆様方にとりまして、栄えある輝かしい
より良い年になりますことをご祈念申し上げまし
て、新年のあいさつとさせていただきます。
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藤

章

新年明けましておめでとうございます。皆様方におか
れましては、恙なくお健やかに新年をお迎えのこととお
慶び申し上げます。
旧年中は、大阪広告美術協同組合の皆様方には、ひと
かたならぬご厚情を賜り心から感謝申し上げます。お陰
様で昨年９月に衆議院安全保障委員長を無事退任し、新
たに各委員会理事･委員に就任いたしました。また、自
民党副幹事長をはじめ党内の各調査会副会長や各本部
副本部長等も担うこととなり、東奔西走の日々を送って
おります。このように、政府･与党の一員として働かせ
て頂けるのも、皆様方の温かいご支援の賜物とあらため
て感謝御礼申し上げます。
さて、今月20日よりトランプ新米国大統領の政権がス
タートいたします。日米間を取り巻く状況は不透明であ
りますが、アジア太平洋地域の平和と安定に不可欠であ
る日米同盟を強固なものにするため、議員交流を図りな
がら米国との絆を強めていきたいと存じます。
現在、我が国の経済は国際情勢の変化もありアベノミ
クスは停滞していますが、新三本の矢を確実に推進し経
済対策に力を入れ、地方にまで景気回復が行きわたるよ
う取り組んで参ります。一方、社会保障･福祉の充実に
向け、年金の受給資格期間を10年に短縮する措置を平成
29年８月から実施することになりました。さらに、年金
制度の持続可能性を高め、将来世代が安心できる年金水
準を確保するための年金改革法が成立いたしました。今
後共、政府･与党一体となって社会保障制度の充実に努
めて参ります。
地元大阪に関しましては、リニア中央新幹線の名古屋
〜大阪間が、約３兆円の財政投融資等により８年前倒し
の2037年開業予定となりました。
また、
大阪の教育分野は、
残念ながら全国の学力平均より下回っております。子ど
もたちが格差なく学べ、安心して学力の向上が図れるよ
う、経済的支援など様々な手段を講じていかなければな
らないと考えております。そして、女性が多様な働き方
を進め、社会に参加しやすい一億総活躍社会の実現に向
け努力して参ります。
本年も大阪のため、国民一人ひとりのため、
「強い経済、
強い日本」を目指し、真実一路に邁進して参りたいと存
じます。
結びに、本年も松本優理事長を中心に、関係各位の皆
様方がよりいっそう団結して貴業界の発展に尽くされま
すとともに、皆様方にとって本年が素晴らしい年になり
ますようお祈りいたします。

新年のごあいさつ
顧問・大阪府議会議員

顧問・大阪市会議員

釜

木

中

優

次

下

𠮷

信

新年明けましておめでとうございます。

新年、明けましておめでとうございます。

平成29年の輝かしい新春を皆様と共に迎える事

平成29年の初春を、ご家族お揃いでお健やかに
お迎えの事とお慶び申し上げます。

ができ、各位皆様におかれましては、益々ご健勝

また、平素より私の議員活動に、あたたかいご

の事とお慶び申し上げます。

理解とご協力を賜っており、心より感謝申し上げ

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、又昨年に施行されました、

ます。

参議院議員選挙に於きましても、多大なご協力を

昨年は、OAC創立45周年の記念式典が行われ、

戴きました事衷心より厚く御礼を申し上げます。

50周年に向けて士気を高めました。差し当って、

昨年、５月より貴組合皆様と縁の深い、府民文

組合員の増強や技能士会を含めた各事業所のスキ

化常任委員会に所属致しておりますが、微力なが

ルアップ等の課題も提起され「力を合わせて50周

ら、大阪府政発展の為これからも皆様の負託に応

年を盛り上げよう」という事になりました。

え、大阪に住んで良かったと実感出来る町となる

私も顧問団の一人として、可能な限り尽力して

よう努力して参りたいと思っておりますので、今

参る所存でございますので、ご用の折は遠慮なく

後共深いご理解とご支援賜りますよう何卒よろし

お気軽にご相談下さいますよう、よろしくお願い

くお願い申し上げます。

申し上げます。
さて、大阪市では吉村市長が就任一年を経て、

貴組合におかれましては、45年を越える長きに
亘り、広告美術の推進にご尽力をされておられま

様々な課題について具体的な施策を打ち出してい

す事に敬意を表しますと共に各位皆様の飛躍発展

ます。都構想の住民投票に向けた法定協議会の設

を心からご祈念致しまして、新年のご挨拶とさせ

置や、地下鉄バスの民営化問題、大阪万博の誘致、

て頂きます。

カジノを含むIR関連の法制化に伴う大阪市とし
ての対応について等、２月に始まる予算審議で議
論を深めていかなければなりません。
私共自民党としては、市民生活の向上につなが
る議案については、積極的に議論に参加していく
つもりです。
組合員皆様にとって、大阪の成長戦略の流れの
中で広範なビジネスチャンスとなるような働きか
けを含めて、忌憚のないご意見を賜りたいと考え
ております。
平成29年がOACにとって50周年に向けた大き
な一歩を踏み出せるよう、６期目を迎えた松本理
事長とも強調して取り組んで参りますので、ご指
導の程よろしくお願い申し上げます。
末筆ながら、今年一年が皆様にとりまして、充
実した実り多き年となりますよう祈念申し上げ、
新年のごあいさつといたします。
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第45回 OAC親睦旅行会開催
平成28年10月21日㈮・22日㈯

今回、親睦旅行会に初参加させて頂き、厚生委

みなさん楽しんでおら

員としても企画の段階から携わらせてもらいまし

れたようで、口々に金

た。参加人数32名、たくさんの組合員の方々にご

井さんを誉めておられ

参加頂きました。

ました。宴会場での宴

最初の目的地である相差温泉へ行くため、当日

も終わり、２次会は旅

お昼過ぎにOAC事務局近くに集合しました。バス

館内のカラオケラウン

は定時に出発し、車内ではビールやおつまみが配

ジに行きました。希望

られ、山元厚生委員長による司会や色々なゲーム

者のみの参加でしたが

も催されました。途中、PAで休憩などはさみ、夕

20人以上参加されていたのではないでしょうか、

方には『相差温泉 旅館 浜の雅亭 一井』に到着致

若い方から年配の方まで各人が好きな歌を唄われ

しました。海岸に面したオーシャンビューが素晴ら

大いに盛り上がっておりました。温泉には付きも

しい旅館で夕食までの間、温泉を堪能したりと各

のの卓球場も館内にあり、そちらで楽しんでいた

人が思い思いに過ごされたのではないでしょうか。

方もいたようでした。

宴会場での夕食は伊勢エビや１人一個の特大ア
ワビなどが出され、非常に豪華なものでした。中
盤にさしかかったころ、バス到着時間と参加者平
均年齢の結果発表をし、その後、厚生委員による
参加者名ビンゴゲームと銭あてゲームを行い、私
も少しお手伝いさせて頂きました。金井副理事長
によるゲームの司会進行が素晴らしいものでした。
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りされており非常に荘厳な気持ちになりました。
伊勢神宮内宮の参拝が終わると『おかげ横丁』
に行きました。お伊勢参りで賑わった江戸時代末
期から明治時代初期の門前町の町並みを再現した
観光地です。私も初めて知ったのですが、おかげ
横丁は伊勢名物赤福餅を生産・販売する赤福の子
会社である㈲伊勢福が1993年に140億円かけて建
造したらしいです。みなさんお土産に定番の赤福
を購入してたり昼間から酒屋で日本酒を嗜んだり
されていました。
全員無事バスに集合し、個人的には今回の旅行
の最大の目玉である最後の目的地、滋賀県甲賀市
にある近江牛・松茸食べ放題の『魚松』に向かい
ました。１時間半ほどして到着し駐車場にバスを
停めたのですが、なんと広い駐車場でしょう、観
光バスが10台以上停まっており、一般車両もかな
り駐車されてました。一軒の飲食店でこんなに大
二日目は９時に旅館を出発し、一路、伊勢神宮

人数が収容できるのかと思っていると２階建の日

内宮に向かいました。伊勢神宮内宮の正式名称

本家屋のお店が見えてきました、明らかに増築さ

は『皇大神宮』です。皇大神宮の正宮の御祭神は、

れたであろう店舗も横に併設されており、お店の

太陽を神格化した天照大御神・皇室の御祖先の神

繁盛具合が垣間見えたようでした。

です。2000年以上前の第十一代垂仁天皇の時代に
鎮座されて、内宮にお祀りされている天照大御神
様は、日本全国に祀られている八百万の神の中で
も日本人の総氏神様といわれています。
まずは、おかげ横丁を横目で見ながら、宇治橋
からはじまり、宇治橋から５分ぐらい歩くと御手洗
場に着きます。五十鈴川の川岸で綺麗な川の流れ
を見ているだけで、
身も心も清められて癒されます。
御手洗場から５分ぐらい歩くと御正宮です。参道
の突き当りにある石段を登ると、内宮の御正宮が
あります。五重の板垣の先に天照大御神様がお祀
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今回、私たちが食したプランは『名物あばれ食

かわりはいかがですか〜？」
「松茸のおかわりはい

い』
。松茸と特撰近江牛のすき焼き、松茸ご飯食

かがですか〜？」とお姉さん達がひっきりなしに

べ放題90分、土瓶蒸し、デザート、お土産付きです。

テーブルの間を歩きまわってきます。
「お肉くださ

すき焼きはあらかじめ、牛肉や松茸のほか、野

〜い」なんてお願いしなくても、
「お肉入れましょ

菜やしらたきなどが皿に盛られていて、自分たち

うか」とバンバン入れてくれます。松茸だって、

ですき焼きを料理するようになっています。各テー

割き松茸をワシ掴みで惜しみなくドッサリと入れ

ブルには醤油・砂糖・酒があり、すき焼きのたれ

てくれます。最後の方はお断りする感じでした。

も置いてるので色んな食べ方ができます。

90分なんてとても食べ続けられませんし、一生分
食べた気がしました。わたしにとってはこの食べ

基本セルフサービスですがお店の人に言えば

放題が一番の思い出になりました。

作ってくれます。食べ放題の近江牛のお肉は一枚
一枚が大きく、霜もあり柔らかくてとても美味しく、

今回の親睦旅行会に参加頂きました皆様、厚生

一般的な食べ放題のお肉ってあんまり良いイメー

委員の皆様、あらためまして御礼申し上げます。

ジはないですけど、ここではそれが覆されます。

皆様のご協力をもちまして無事楽しい旅行になり
ました。ありがとうございました。また機会がご

また、松茸は国産ではありませんでしたが、す
き焼きのたれがしみ込んで歯ごたえもあり美味し

ざいましたら宜しくお願い申し上げます。

く頂けました。しばらく食べていると「お肉のお
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厚生委員 長澤 達也

堺市路上違反
簡易広告物除却活動
平成28年12月10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

大阪市
「かたづけ・たい」活動
平成28年12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
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橋本

幸代

支部だより
12月９日、心斎橋「にし家」にて中央

中央支部 支部忘年会を、松本理事長、金井副理事
忘年会 長、夏目相談役、賛助会員の方々のご臨
席を賜り、今年の締めくくりとして賑や
かに〝うどんちり〟で行われました。毎回ですが大い
に盛り上がり、恒例の大阪〆にて、中〆となりました。
今回参加されなかった組合員の方々も、新年会でお
会いできる事を期待します。


副支部長

栩野

幸保

OACの団体メリットを生かした各種保険をどうぞ
主な取扱商品

自動車保険

安心への計画・設計…

HOKEN
PROJECT

火災保険

傷害保険

株式会社

賠償責任保険

労災上乗保険

ホケンプロジェクト

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
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GETされている方もいらっしゃいました。

平成28年12月６日に上本町ハイ

東支部
忘年会

そのクイズで大活躍されたのが岩井さんのお嬢

ハイタウンの杯々天山閣において、

さんで、彼女はその後のカラオケでもAKB48の

総勢22名で東支部の忘年会が開催
されました。

『365日の紙飛行機』をたいへん上手に歌って場を
大いに盛り上げてくださいました。

中華料理特有の円卓に、次々運ばれる大皿料理
をシェアしながら和気藹々とした雰囲気で料理を

クイズ大会あり、カラオケ大会ありの盛りだく

堪能しつつ、東支部といえば！の恒例の出し物が

さんな内容で、いつもは平均年齢高め（笑）の東

スタートしました。

支部ですが、ぐっと若返った忘年会で2016年を締
めくくることができました。

今回は難問続出（？）の雑学クイズです。意
外と知らなかった答えを聞いては、｢えー !?｣ と

今まであまりご参加されていなかった方達にも

か ｢そうなんや〜。｣ という声があちこちで聞こ

今回のようにどんどん出てきていただいて、2017

えました。正解された方には、何が当たるかはお

年もより盛り上がるいい年にしたいものです。

楽しみの景品も用意されており、お一人で何個も



｜ 11 ｜

坂東

志保（㈲塗夢創屋）

西支部では12月13日火曜日、博多

西支部
忘年会

もつ鍋「蟻月」心斎橋店にて忘年会
を行いました。
松本理事長、森川副理事長、賛助

会員のエプソン販売さん、ニップコーポレーショ
ンさん、保険プロジェクトさんもご参加いただき、
総勢17名となりました。
個室ではなかったため、やや控えめな理事長の
掛け声に始まり、今年の西支部を締めくくる賑や
かな宴会となりました。恒例のゲーム大会は夏目
副支部長によるビンダーツ！割り箸を持って立
ち、テーブルの上においたビンの口に落とし入れ

せんが、一人さくさくと入れた中元さんが優勝で

ます。これが意外と難しい。皆さん、中々入りま

す。難しかったですが、皆さん楽しく挑戦してい
ただきました。
今年は支部長に任命され
初めての年でしたが、十分
な仕事ができませんでし
た。来期はより西支部を楽
しんでもらえるようにでき
ればと思います。
今後とも、西支部の運営、
発展にご協力のほどよろし
くお願い申し上げます。
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支部長

山岸

友彦

平成28年12月16日（金）スパヒル

南支部
忘年会

ズにおいて、南支部忘年会を行いま
した。子供を含む総勢27名で開催い
たしました。

忘年会は午後６時からでしたので、その前に
ゆっくり岩盤浴やお風呂を楽しみ、日頃の疲れを
取り、
リフレッシュすることができました。その後、
会場に入り、すき焼き組とカニ鍋組のテーブルに
別れ、松本理事長の挨拶で始まりました。
舞台がカラオケステージになっており、松本理
事長のお孫さん２人と、木南支部長の息子さん２
人が歌やリズムに合わせて、かわいいダンスを披

けずにすばらしい歌声を聞かせてくれました。

露してくれたので、すごく盛り上がり、大人達も負

今回、私が幹事をさせていただきましたが、ビ
ンゴ大会では番号の書いた球がバラバラに落ちて
しまい、史上最悪のハプニングで失敗してしまい、
急遽太田さん御家族にも助けていただき本当にあ
りがとうございました。次回は、失敗しないよう
に頑張ります。
今回、ご出席いただいた皆様ありがとうござい
ました。次回の忘年会では、今回より豪華なカニ
料理（？）を堪能できるように考えていますので、
ぜひご出席いただけたら嬉しく思います。ありが
とうございました。
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会計

松本

正敏

北支部
忘年会

2016年12月10日㈯に、ふぐ甚十三

料理はふぐコースとすっぽんコースを事前に選

店にて北支部忘年会を行いました。

んでもらっており、お好きなコースを楽しんでい

お忙しい中、来賓の株式会社ホケ

ただきました。お酒の好きな方が多いので、一人

ンプロジェクトの多志満様・松本理

一杯までと決められているヒレ酒が大好評でし

事長・伊藤副理事長・今村局長にご参加いただき

た。

ましてありがとうございました。北支部は12名の

２時間の予定だったのですが、皆様ご歓談が尽

参加で合計16名の賑やかな忘年会となりました。

きなかったようで、気が付いたら２時間半ほど

冒頭、支部長である私のボケがさく裂し、理事

経っておりました。松本理事長と伊藤副理事長に

長にご挨拶をしていただかなければなかったの

ご挨拶を頂戴し、岡野相談役の一丁締めでお開き

に、すっかり忘れるという大失態をおかしてしま

となりました。

いました。理事長、本当に申し訳ありませんでし

今回の失態で、皆様にご迷惑をおかけしました

た。自分が思っていたより緊張していたみたいで、

が、懲りずにまたご参加くださいますようによろ

ご参加くださった皆様にはいろいろとご迷惑をお

しくお願いいたします。
支部長

かけいたしました。
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橋本

幸代

259回 OACG会コンペ
平成28年11月８日㈫

阿騎野ゴルフ倶楽部／23人参加

11月8日に阿騎野ゴルフ倶楽部にて今年最後と
なる第259回OACG会が行われました。
ずっと快晴続きだったにもかかわらず、この日
は一日中結構な雨が降り続く悪天候の中でのラウ
ンドとなりました。OACG会にはやはり雨男がい
ます。ちなみに僕ではないです。
今回コンペが続いていて、調子が上向いてきて
いたので、優勝のチャンスは今回しかないと思っ
て臨みました。悪天候でみんながスコアを崩す中、

金井 和人
２位 岡崎 憲彦
３位 堀ノ江 良
優勝

なんとか粘ってたんですが、あがり３ホールで大
叩きをしてしまい優勝は諦めていました。
スコア集計表を見るとやはり２位という結果で
した。が、１位の岡崎さんが２回続けて欠席だっ
たため、OACG会の規約で一つ順位が下がり、私
が繰り上がりの棚ぼたの優勝となりました。これ

で、来シーズンも頑張りたいと思います。

も雨の中楽しく回らせてもらったメンバーのおか

最後になりましたが、ご参加の皆さま、あの悪

げかなと思います。ありがとうございました。

天候の中たいへんお疲れ様でした。


これでまたマンスリーの出場権利を獲得したの
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金井

和人

OAC青年部だより

青年部高圧ガス研修会開催
平成28年10月28日、OAC事務局にて高圧ガスの
取り扱いに関する研修会を開催しました。
平日の夜ということと、特殊な内容でしたので、
参加者は少な目でしたが、講師の方々には、資料
もしっかりとした内容のものをご用意いただき、大
変わかりやすくご説明いただきすごく勉強になりま
した。
高圧ガスの危険さを再度認識し、取り扱いには
十分注意していきたいと思います。
幹事 太田 博崇
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忘年会
12月16日㈮OAC青年部の忘年会を鶴橋の焼肉

ぷりでした。その後ビンゴ大会を開催し、見事ア

屋で開催いたしました。焼肉を選ぶのは青年部な

ドエースの平野さんとキヌガワの大川さんが賞品

らではでないでしょうか？（笑）お忙しい中、総

を獲得いたしました。賞品は、
今話題のＶＲ
（バァー

勢26名の参加者に集まっていただきました。

チャルリアリティ）と小型ドローンでした。

北川部長の挨拶の後、松本理事長の乾杯のご発

締めは、フジネオンの太田さんによる2016年か

声により忘年会が始まりました。12月中旬の忘年

ら2017年に向けて大きな大阪締めで中締めとさせ

会続きの中、焼肉は少ししんどいかな？っと思っ

て頂きました。OAC青年部らしい忘年会でした。

ていましたが、
〝さすが青年部！〟と思わせる食べっ
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監査

秋村

敬三

技能士会だより

れが
こ
、
よ
見
だ
神の手

「現代の名工展」開催される!!
OAC広告美術技能士会

名誉会長

夏目

敏昭

中央技能振興センターはじめ、近畿２府４県
の技能振興コーナー主催による「現代の名工展」
が10月15日㈯、16日㈰の両日大阪南港ATCハー
バーアトリウム及びセントラルアトリウムに於
て盛大に開催されました。
２府４県から計12名の名工さんが一堂に会し
広報大使に任命された、ラジオパーソナリティ、
タレント、俳優でおなじみの妹尾和夫氏やター
ジン氏の司会によりトークショーやパネル展、
実演が行われました。
また大阪府技能士会連合会、各単組による「も
のづくり体験教室」も同時開催され、多くの来
場者で賑わいました。
当イベントは、我が国の経済を牽引してき
た「ものづくり産業」ですが、若者のものづく
り離れが進むとともに熟練技能者の退職等によ
り、技能・技術の伝承が危惧されている現状に
あります。このようなことから、広く技能の素
晴らしさや卓越した技能士（名工）制度や名工
になるまでの過程等を周知していただくと共に

仕事に対する姿勢や幸福論を発表し来場の皆さ

ものづくりの楽しさや必要性を伝えることを目

んにものづくりの重要性や大切さを訴えたとこ

的に厚生労働省委託事業「若年技能者人材育成

ろであります。

支援等事業」の一環として開催されたものです。

その後、実演をして見せてほしいとの依頼で

私も大阪代表として登壇し、広告美術（看板

壇下に降りて、２ｍ×６ｍの白紙に墨で清掃用

業）の魅力や看板屋になったいきさつ、自分の

に使う「モップ」を筆に変え「技能継承」と大
書きし、来場の皆さんの喝采をいただきこ
の仕事を選んだ幸せを実感した次第であり
ます。
私は現在、
（一社）大阪府技能士会連合会
の会長の要職にある身でありますが、今後
も当OACの広告美術技能士の皆さんのお力
をお借りしながら、ものづくりの必要性、大
切さを各地の小・中学校の生徒を対象に「も
のづくり体験教室」を通し訴えて参る所存
でありますので、引き続きご支援、ご協力
頂きますようよろしくお願い申しあげます。
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ものづくり教室

平成28年10月26日㈬
宮原中学校２年生11名

ものづくり教室

平成28年11月22日㈫
瓜破中学校１年生９名
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技能士会だより

ものづくり教室

平成28年12月２日㈮
寝屋川中学校１年生７名

ものづくりコレクション2016
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平成28年11月13日㈰
ハービスホール

会員
助
賛 介
紹

前田機械株式会社 LED事業部
代表取締役
前田 博
〒552-0002 大阪市港区市岡元町2-3-28
TEL06-6582-5010 FAX06-6582-1909

世界一薄型！、世界一軽量！台数大幅削減！
世界一薄型！、世界一軽量！台数大幅削減！

ワイドスクエアライト
ワイドスクエアライト

世界一の薄さと軽さで取付作業の簡易化に成功。
世界一の薄さと軽さで取付作業の簡易化に成功。
特殊レンズを用いた拡散技法による優れた配光性と、
特殊レンズを用いた拡散技法による優れた配光性と、
広範囲を高照度で均一に照らす技術で、
広範囲を高照度で均一に照らす技術で、
取付台数も大幅に削減することが可能です。
取付台数も大幅に削減することが可能です。

ワイドジャンボスクエアライト

一般的な製品の場合
一般的な製品の場合

ワイドジャンボスクエアライト

ワイドレクタンゲルライト
ワイドレクタンゲルライト

ワイドジャンボスクエア
の場合
ワイドジャンボスクエア
の場合

特許構造特殊レンズの驚異の拡散力！
特許構造特殊レンズの驚異の拡散力！
特殊レンズを用いた拡散技法で、
特殊レンズを用いた拡散技法で、
配光角を0～140度に制御。
配光角を0～140度に制御。
中心光も強く出しながら、
中心光も強く出しながら、
140度方向に向かうにつれ光は
140度方向に向かうにつれ光は
少しずつ強くなり、130～135度に
少しずつ強くなり、130～135度に
光のピークを出しています。
光のピークを出しています。

一般的な製品の場合
一般的な製品の場合

広範囲×高照度で台数削減
広範囲×高照度で台数削減
はもちろん、看板全体に
はもちろん、看板全体に
ムラ無く光が行き渡ります。
ムラ無く光が行き渡ります。

․％
․％
․

電気代
電気代
削減！
削減！

御問合せ、資料のご請求は前田機械まで御連絡下さい。
御問合せ、資料のご請求は前田機械まで御連絡下さい。
〒㻡㻡㻞㻙㻜㻜㻜㻞
大阪市港区市岡元町㻞㻙㻟㻙㻞㻤 前田機械 株式会社 㻸㻱㻰事業部
〒㻡㻡㻞㻙㻜㻜㻜㻞
大阪市港区市岡元町㻞㻙㻟㻙㻞㻤
㻸㻱㻰事業部
㼀㻱㻸
㻜㻢㻙㻢㻡㻤㻞㻙㻡㻜㻝㻜㻌
／ 㻲㻭㼄 㻜㻢㻙㻢㻡㻤㻞㻙㻝㻥㻜㻥 前田機械｜株式会社
21 ｜
㼀㻱㻸
㻜㻢㻙㻢㻡㻤㻞㻙㻡㻜㻝㻜㻌
／
㻲㻭㼄
㻜㻢㻙㻢㻡㻤㻞㻙㻝㻥㻜㻥
㼁㻾㻸 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼟㼠㼍㼞㼘㼕㼓㼔㼠㻙㼘㼑㼐㻚㼖㼜㻛
㼁㻾㻸 㼔㼠㼠㼜㻦㻛㻛㼣㼣㼣㻚㼟㼠㼍㼞㼘㼕㼓㼔㼠㻙㼘㼑㼐㻚㼖㼜㻛

ワイドジャンボスクエア
の場合
ワイドジャンボスクエア
の場合

会員
助
賛 介
紹

日産チェリー西成販売株式会社
代表取締役
川邊 直之
〒557-0034 大阪市西成区松1-1-21
TEL06-6661-1115 FAX06-6661-0250

日頃、お世話になりありがとうございます。

看板業のお客様も、車を購入するから看板の

私は以前の会社は看板業だったのですが、今

仕事をしてくれと言われたり、必要としてくれ

回、転機があり車関係の仕事もしております。

る人がいるからこそ、人と人との繋がりを大事

OAC は以前の会社からお世話になり、なか

にしていきたいなと思っています。

なか参加ができなくてもプライベートで声をか

車販売・修理・保険の事なら、是非

けていただいたりと、非常に私にとっては心地

リー西成販売㈱へ！ 「やっちゃえ

の良い場所としみじみ感じております。
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日産チェ
OAC ！」

日産チェリー西成販売㈱

川邊

OAC理事会
第543回理事会報告

ツカールトン大阪で開催する新年交歓会の次第、役割

日

時

平成28年10月13日㈭

場

所

OAC会議室

ることが承認され、夏目相談役に厚生委員会よりお願

議

長

堀ノ江副理事長

いするとした。アトラクションは厚生委員会に一任

森川・堀ノ江・金井副理事長、橋本・松原・松

し、案内文は作成を理事長が担当し、12月初めに送付

本人出席

午後６時15分

分担について説明させ、鏡開きの代わりに書初めをす

林・松本・柏原理事
書面出席
出

席

することとした。

浦・伊藤副理事長、山岸・木南・栩野・夏目・長澤・

⑷賛助会員加入の承認について

上田・大島理事

議長は、栩野理事に賛助会員加入の申し入れのあった

北川青年部長

事業所（リンテックサインシステム㈱）について読み

審議事項

上げさせ、承認された。

⑴条例等の勉強会について

第545回理事会報告

議長は、柏原理事に事業計画書を基に説明させ、今回
は屋外広告物・工作物の勉強会として下記の通り開

日

時

平成28年12月８日㈭

催することが承認された。詳細な内容等については引

場

所

OAC会議室

き続き検討していくこととした。

議

長

松本理事長

開催日時

平成29年２月４日㈯

本人出席

開催場所

ＯＡＣ会議室

講

師

土屋

内

容

看板の構造設計を行う際の注意点

15：30 〜 18：00

午後６時10分

松本理事長、森川・浦・堀ノ江・伊藤・金井副
理事長、笠谷・木南・橋本・松原・山元・松林・
松本・柏原理事

久安氏（㈱日塔設計事務所社長）
書面出席

山岸・栩野・秋村・大亦・岸田・夏目・長澤・
上田・大島理事

設計に使用する単位や規律
出

ポール看板の柱のサイズ選定方法 その他

席

信貴・岡野・夏目相談役、北川青年部長

審議事項

⑵新年交歓会について

⑴新年交歓会について

議長は、森川副理事長に平成29年１月25日㈬ザ・リッ
ツカールトン大阪にて開催予定の新年交歓会につい

議長は、森川副理事長に平成29年１月25日㈬ザ・リッ

て説明させ、例年通り長寿のお祝い、永年勤続優良従

ツカールトン大阪で開催する新年交歓会について説

業員表彰、アトラクション、ゲームを行うこととした。

明させ、技能検定合格証書の伝達を行うことと、合格

参加費も例年通とし、12月初旬に開催案内できるよ

者の参加費を5,000円とすることが承認された。
⑵新規加入者及び組合脱退者の承認について

う内容等を検討していく。

議長は、堀ノ江副理事長に加入の申し入れのあった西

第544回理事会報告
日

時

平成28年11月10日㈭

場

所

OAC会議室

議

長

松本理事長

本人出席
書面出席

島工芸と脱退の申し入れのあった㈱アサヒ工匠につ

午後６時10分

いて読み上げさせ、承認されれば136社になると説明
させ、承認された。
⑶ＫＯＢＡＮ色紙差し替え事業について

松本理事長、森川・浦・堀ノ江・金井副理事長、

議長は、理事長として大阪府警より大阪府の監査が厳

山岸・木南・橋本・栩野・大亦理事

しくなってきたのを踏まえ色紙差し替えをお正月分

伊藤副理事長、秋村・松原・岸田・夏目・長澤・

掲示までとすることを検討してほしいとの申し出が

松本・上田・大島理事

あったとの説明をし、また、当初から事業に携わって

審議事項

いる夏目相談役が顧問の釜中議員を介して大阪府警

⑴第２四半期報告について

に問い合わせているとの説明をさせ、差し替え事業が

議長は、堀ノ江副理事長に資料に基づき内容を説明さ

24年続いているので、区切りのよい25年もしくは30年

せた後、これを議場に諮ったところ満場異議なく承認

まで続けたいと提案することが承認された。

可決した。

⑷屋外広告物点検技能講習について

⑵屋外広告物・工作物の勉強会について

議長は、理事長として日本サイン協会と日本屋外広告

議長は、浦副理事長に平成29年２月４日㈯に開催する

業団体連合会の共催事業である屋外広告物点検技能

勉強会について説明させ、内容が小規模看板の簡単な

講習（平成29年１月28日㈯あいおいニッセイ同和フェ

構造計算に関することとなり、工作物が含まれないた

ニックスタワーにて開催）について説明し、OAC組合

め、事業名を屋外広告物の勉強会に変更し案内するこ

員にも案内することが承認された。受講費用は12,000

とが承認された。尚、終了後懇親会を催すとした。

円で組合より2,000円補助することも承認された。な

⑶新年交歓会について

お、申込みは関西ネオン工業協同組合経由となる。

議長は、森川副理事長に平成29年１月25日㈬ザ・リッ
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魔女のひとりごと
１月〜
３月

子

海外はもとより国内の風水・火災等思ったより大きな被害だった2016年

ですが、今年もニュースになる出来事が起こりそう。放射能関連でない事
を祈ります。忘れた頃に起こるのが災難です。

上手の手から水が漏れる。何かどこか抜け

卯

ている。一方でルールに縛られず、型破り

る方が今の貴方にとっては重要です。足元

られるでしょう。

をみて生活する。
１月…子供の問題は子供に任せましょう。立派に

みが伴う。静観です

一人前です。信用を！

２月…分散している問題を一つの問題として捉え

２月…軌道修正するなら何事も今が好機。先んじ

てみれば答えが出る。

てこそ勝機をつかむ。

３月…上下で板挟み状態。抜け出すのは難しい。

３月…仕事に変化が起こる。常日頃から危機管理

特に下からの圧力。

を。他力本願は無理。

落ち着いて仕事ができる。手を広げると結

貴方の頑張りを他人は評価しています。

辰

果を出すのが大変。程々にして一つは着実

困った時は手を差し伸べてくれます。信用

にする。ニッチな場所で勝負することが成

するかどうかは、貴方の日頃のつきあいで

功に結びつく。

判断して下さい。

１月…骨休みと思ってゆっくりしましょう。来月

１月…気持ちは解るが、やる気がなくても普段通

に備える為の時間。

りに仕事しましょう。

２月…仕事での外出時は、しっかりと事前準備と

２月…仕事のペースは落ちても、確実にこなすと

確認がとても大事。

成果はついてきます。

３月…約束事がしばしば変更になる。対処できる

寅

己満足にしかなりません。我が身を振り返

な方法を試してみれば驚くほどの効果が得
１月…既成概念がひっくり返ります。逆らえば痛

丑

余計な事に首を突っ込まない。お節介は自

３月…一つ肩の荷がおりる。軽くなったら一休み

よう代替案は必要。

して小旅行でも如何？

過去問は参考になります。不明な点を検証

新しい仕事にもなれた頃のミスが案外大

巳

する事ができるからです。生き字引の様な

事になるので、神経質位が丁度良いようで

人とコネを作ることは貴方にとってプラス

す。べテランにも言えます。反対に成果と

になります。

しては上向きです。

１月…体調のすぐれなかった人は回復基調です。
歩きすぎは逆効果。

１月…去年散々だった人は、やっと自分らしい仕
事が始められます。

２月…謝罪は素直に受け止めて先に進む。気がか

２月…長続きする仕事や方法を模索する日々で

りな事は残さない。

す。能力フル回転で。

３月…旅行を計画中の人はタイミングが大事。今

３月…外部要因で迷惑をこうむる。巻き込まれな

一度計画を見直して。

いよう自重する事。
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午

宣伝口コミに操られやすい。余りに巧妙な

酉

ので見破りにくい。被害が小なら諦めるし

落しています。二度手間になる確率が高く、

がけて下さい。

損失を招く筈。
１月…知識を高める良い機会です。ジャンルに拘

必ず役に立ちます。

らず好きな分野で！

２月…家好きもたまには、時間を変えて家族と外

２月…財テクは成果がでる。欲がつい出てしまう。

出を。映画鑑賞など。

引き時は解るはず。

３月…慎重に行動する。聞く方に徹する。補佐に

３月…貴方の手を離れ子供達が一人立ちします。

回る。厄除けです。

見守るだけで良い。

夢想が実現化しやすい。具体的なプランニ

今年の健康管理はいつもより念入りに。医

戌

ングをしても良いのでは。土壌はできてい

者嫌いや薬嫌いの人も観念して必要なら受

る様です。決断がゆっくりな貴方はせかさ

け入れましょう。安心を手に入れるために

れると失敗する。

も必要です。

１月…去年の仕事を引き続きする事に。来月まで

１月…静かに過ごしましょう。外出も控えるか、

に仕上げましょう。

短時間で帰る様に。

２月…原点に戻り気持ちを切り替えて対処する

２月…気の合う仲間と交流して、停滞している運

と、苦境から脱する。

気をアップしょう。

３月…順調です。頭脳で攻めていけば、なお良い。

申

かも知れませんが、早急な結果はどこか欠

かありません。正確な情報発信を自身も心
１月…散財の月。無駄とばかりは言えません。後々

未

短気は損気。その通りです。結果がすべて

３月…交互に良い悪いがくるので戸惑いますが、

情報戦と言えます。

良い方が多いです。

ごく些細な事が始まりで、後にあれが原因

この上ない好機が来ている様です。危うい

亥

かと思いいたります。あれっと感じたら放

状態ですので、どちらに転ぶか未だ不安定。

置しないで調査して下さい。チャンスも対

どの目が出てもすべて金銭がらみです。心

処も逃します。

の準備がいる。

１月…親類縁者との関係が強まる。疎ましくても

１月…逃げるが勝ち。中途半端だと全てなくす。

気持ちよく接待を。

夢と思いあきらめる。

２月…外部から色々聞こえてきても気にしない

２月…交渉が上手くいきません。裏切られる心配

で。反論しても無駄。

あり。過信している。

３月…障害があるほど後半は好転する。全力投球

３月…女神が微笑んでいます。眠れる夜もこれで

で臨みましょう。

安心して熟睡できる。

ネット上でステマがまかり通り、企業がデマ・煽り・誤情報・人心操作な
どしているのかと思うと空恐ろしくなります。真偽を見極めるのは難しい。
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表紙のことば

郷土玩具 滋賀県の
「小幡土人形」
昨 年 は 大 震 災、 自 然 災 害 の 多 い 年 で あ り ま し た。
また、子供の虐殺、各地で広がっている子供のいじめ
問題、親への虐待など悲惨な事件が日常的にニュース
に取りあげられました。
日本人のあの心はいったいどこに消えたんでしょうか！
今年こそは天災、人災のない平和な日が続き、皆が
幸せで平安な酉年でありますよう願いをこめて描いて
みました。
夏目

お知らせ

敏昭

あとがき

◇代表者の変更
・南 支 部 ㈱カシヤマ
新
樫山 宗嗣

新年あけましておめでとうございます。トランプ大
統領の誕生を始め、世界中で様々な難問が噴出したり
と、大小様々な不安が入り混じった全く読めない2017
年がスタートしました。今年の年末を迎えるころ世界
や日本はどうなっているのでしょうか。
最近は世の中の変わるスピードがどんどん速くな
り、変わる度合いも極端になっているように思います。
私たちもしっかりアンテナを張り巡らせて進路を定
め、時代の変化に置いて行かれないようにしていきた
いものです。
今回の新年号にも年末の忙しい中、OACの活動を生
き生きと伝える素晴らしい記事を寄せて頂いた皆様本
当にありがとうございました。
広報文化委員一同、今年も機関紙を通じて組合員様
に元気や癒し、そして何か少しでも仕事のプラスにな
る情報をお届けできるようお手伝いしていけたらと思
いますので、どうぞよろしくお願いします。
広報文化委員長 松林 泰弘

◇社名変更
・北 支 部 FUN FACTORY
新
ファンファクトリー㈱
◇メールアドレス変更・ホームページURL追加
・南 支 部 ウメタニ商事㈱
新 umesho@umeshocorp.co.jp
http://www.geocities.jp/umeshocorp/
◇メールアドレス変更
・東 支 部 ヒカリネオン㈱
新 hikarineon@mx7.alpha-web.ne.jp
◇組合員等ご家族の慶弔
〔慶事〕
・南 支 部 ㈱堺博光社
松林 泰弘 氏 ご子息ご結婚
（Ｈ28年８月11日）
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発行人

・南 支 部 ㈱フジネオン
松本 優 氏 ご息女ご結婚
（Ｈ28年11月18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

