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　初秋とは名ばかりの残暑厳しい日が続いており
ますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
　依然としてコロナ感染症は収束が見えず、ウク
ライナ問題は世界を巻き込んでの物価高騰や円安
に影響を与えています。一刻も早く安泰に暮らせ
る日が来るよう祈るばかりです。
　組合員皆様におかれましては平素より組合活動
に多大なるご理解ご協力を賜り誠にありがとうご
ざいます。お陰を持ちまして延期になっていた創
立50周年記念式典も５月27日に無事開催すること
ができ、この場をお借りして厚く御礼申し上げま
す。ご来賓の方々からも式典に対しまして称賛の
御言葉を沢山いただき、OACの元気さを内外に
充分にアピールすることができたと自負しており
ます。
　今回、50年の歩みを振り返り、先人たちが骨身
を削って奮闘努力され残してくれた「大阪広告美
術会館」の歴史に触れ、この会館のお陰で現在の
組合運営も安泰に進めることが出来ていることに
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本当に有難く感謝するところでございます。
　また、同日に開催いたしました第51回通常総会
も滞りなく終了し、今年は役員改選の年であり私
が９期目の理事長を拝命することになりました。
永きにわたり理事長の職を務めさせていただいて
おりますが、今期もどうかよろしくお願い申し上
げます。副理事長始め新理事の方々も決定し、各
委員会の担当やメンバーの組閣も６月の理事会に
て完了しております。
　さて、今期２年間の方針ですが「研鑽と寄与」
とさせていただきました。「研鑽」は文字通り私
たちが日頃必要とする技術や技能の向上を目的と
し、「寄与」はOACが持っている技術や技能を使っ
て社会に役立つことを行っていこうということで
あります。永年「古い伝統、新しい運営、明日を
考え仲良く進もうOAC」のスローガンで活動し
てまいりましたが、これから60年、70年と未来を
見据えたときに外に向かって活動していくことが
不可欠であると感じたからであります。既に各委
員会がこの「研鑽と寄与」の方針のもと、２年間
の事業を企画立案しておりますので、どうか楽し
みにして頂き、実施の折には是非ともご参加して
頂きますようお願い申し上げます。
　結びの言葉となりましたが、皆様方の益々のご
発展とご健勝を祈念いたしましてご挨拶とさせて
いただきます。

理事長

松  本　  優

研鑽と寄与
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大阪市長

松  井　一  郎
大阪府知事

吉  村　洋  文

祝　辞

　大阪広告美術協同組合が創立50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、大阪市の良好な
都市景観の形成に多大なるご貢献をいただいてお
り、これらの活動に対するご熱意とご尽力に敬意
を表し、深く感謝を申し上げます。
　近年、大型化する台風や集中豪雨の発生などの
気象状況を顧みると、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
や環境との調和も考えながら、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います。
こうした中、皆様方が都市環境の美化向上や屋外
広告物制度の普及に力を尽くしておられますこと
は誠に心強い限りであり、深く敬意を表する次第
であります。
　一方、〝夢洲〟を舞台とする2025年の万国博覧
会の開催に伴い、本市は国内外からますます注目
を浴びる都市となってまいります。今後、屋外広
告物の表示も多様化することと思いますが、屋外
広告物は情報発信に不可欠なものであるだけでは
なく、都市景観に影響を与える重要な要素の一つ
でもあることから、皆様と行政が連携のもと、屋
外広告物の適正管理に向けて引き続き取り組んで
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50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、組合員の皆様方のご健勝、
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。

　大阪広告美術協同組合が、組合創立50周年を迎
えられたことを心からお喜び申し上げます。貴組
合におかれましては、昭和46年の創立以来、屋外
広告業界の発展に携わり、都市景観の向上と安全
性の確保及び技術発展に取り組んでこられたこと
に深く敬意を表すとともに、大阪府屋外広告物行
政の推進にご協力いただいておりますことに厚く
お礼申し上げます。
　さて、新型コロナウイルス感染症への対応につ
いては、皆様に多大なご協力をいただき、感染拡
大の防止と経済活動の維持の両立に全力で取り組
んできました。府民・事業者の皆様には、多くの
要請に対してご協力をいただき、改めて感謝申し
上げます。大阪経済の回復に向け、今後はウイル
スとの共存を図りながら、感染防止対策の徹底と
社会経済活動の維持の両立をめざします。2025年
大阪・関西万博は、ポストコロナの新たな未来を
切り開くシンボルです。大阪・関西の最新技術を
共有していく、「未来社会のショーケース」、「未
来社会の実験場」、「ワクワクする万博」をぜひ実
現させたいと考えています。
　大阪の魅力を国内外に発信していくためにも、
看板やネオンサインなどの屋外広告物は、大阪を
訪れた人の印象を左右する重要な要素です。魅力
あるまちづくりには、人を魅了する広告物が必須
であり、専門家である皆様のお力添えが必要です。
今後とも、魅力あふれる大阪の実現に向け、安全
で景観に調和した広告物の推進に向け取り組んで
まいりますので、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、大阪広告美術協同組合の益々のご発展と
組合員の皆様のご健勝を心からお祈り致しまして
お祝いの言葉とさせていただきます。
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祝　辞

大阪府中小企業団体中央会　会長

野  村　泰  弘
堺市長

永  藤　英  機

　大阪広告美術協同組合が創立50周年を迎えら
れ、記念誌を発行されますことを心からお慶び申
し上げます。
　貴組合は、昭和46年に業界及び組合員の健全な
発展を図るため設立され、以来、今日に至るまで、
保険業務代理・代行事業、会館管理運営事業、機
関誌発行やセミナー開催による教育情報事業など
を積極的に実施され、業界ならびに組合員の振興・
発展に大きく貢献しておられます。
　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不断の事業
活動の賜物であり、心より敬意を表する次第でご
ざいます。
　さて、新型コロナウイルスの感染状況につきま
しては、本年３月にまん延防止等重点措置が解除
されて以降、少し落ち着きを見せておりましたが、
ゴールデンウィークが明けてから、感染者は増加
傾向にあり、先行き不透明な状況となっておりま
す。
　また、経済状況に目を転じますと、ロシアのウ
クライナ侵攻や急速に進む円安等の影響で、エネ
ルギー資源などが高騰し、あらゆる物価が上昇す
るなか、中小企業の経営が徐々に圧迫されてきて
おり、今後の見通しは予断を許さない状況となっ
ております。
　このような厳しい状況の中、貴組合の皆様にお
かれましては、この記念すべき創立50周年を契機
として、組合設立の原点である「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、
更なる飛躍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、会員の皆様へのサー
ビス向上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。

　大阪広告美術協同組合が、創立50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。
　貴組合におかれましては、昭和46年の創立以来、
看板の安全点検に関する研修会など組合員の技術
改善や知識の普及に関する様々な取組を積極的に
推進し、良好な都市景観の形成や風致の維持に努
められ、屋外広告業の健全な発展に貢献してこら
れました。
　松本理事長をはじめ歴代役員並びに組合員の皆
様のこれまでのご尽力に深く敬意を表します。
　堺市では、市政運営の大方針である「堺市基本
計画2025」を市民や市内事業者の皆様、堺市に関
わる皆様と共有し、「歴史のまち」と言われてき
たこの堺から、将来にも夢と希望が持てる、魅力
ある「未来」を創るために挑戦しています。
　本計画では、重点戦略に「堺の特色ある歴史文
化」を掲げています。1600年にもわたって保全さ
れてきた世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」を後世
へ継承し、日本中を見渡しても類まれな堺の歴史
文化資源の価値や魅力を国内外に発信すること
で、新たな誘客や交流を生み出します。そのため
には世界遺産にふさわしい街並みを形成すること
が必要であり、市民の皆様はもとより貴組合をは
じめ関係の皆様のご理解が欠かせません。
　近年、台風や地震等の自然災害が頻発しており、
屋外広告物に関しても景観と調和した質の高い広
告物の掲出と適切な維持管理が一層求められてい
ます。
　皆様におかれましては、これからも安全・安心
な美しい堺の景観形成に向けた広告物の掲出をお
願いするとともに、堺市の取組に更なるお力添え
をいただけますと幸いです。
　結びにあたり、大阪広告美術協同組合の益々の
ご発展と、皆様のご健勝、ご多幸を祈念しまして、
お祝いの言葉といたします。
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祝　辞

大阪府職業能力開発協会　会長

小  原　英  夫

謹啓　大阪広告美術協同組合（OAC）の松本優
理事長はじめ、会員の皆様には平素よりお世話に
なり感謝申し上げます。
　又、昨年創立50周年を迎えられ、本年５月に記
念式典を開催され、歴代の理事長はじめ多くの先
輩方の御尽力で今日があり、私も共に御祝いがで
き、父恵と二代にわたり御世話になりましたこと
に御礼を申し上げます。
　さて、国内外を問わず、コロナ禍も３年になり、
経済活動の収縮や雇用問題、医師・介護の人手、
病院不足で社会が混乱し低迷続けている中で、国
として持続化給付金、家賃補助、雇用調整助成金、
資金面で中小企業支援、教育・子育て支援等様々
な経済対策をしております。又、ワクチンの供給、
大規模ワクチン接種センターの開設、医療関係者
の大阪への派遣等、国民・大阪府民の生命と暮ら
しを守るためやって来ましたが、この間各企業に
おかれましては、大変な想いで頑張ってこられた
ことにも敬意を表したいと存じます。
　さて、７月の参議院選挙で自公の安定多数政権
となりました。ロシアによるウクライナ侵略、北
朝鮮のミサイル発射、中国の尖閣諸島への領海侵
入、中国の台湾進行の可能性、中露による日本近
郊での演習等を鑑み、「自衛隊」の明記等憲法改
正も含め、外交・安全保障の強化やエネルギー、
食料・資材高騰による生活、経済活動への対策を
諸外国とも連携をとりながらしっかり対応しなけ
ればなりません。
　第７波とも言われるコロナ感染が増加していま
す。皆様方にはワクチン接種をはじめマスク等感
染対策をしながら気を付けてお仕事等に励んでい
ただき、我々も国民生活を守り、皆様方の経済活
動が元に戻るよう努力して参ります。
　今後、各企業が新しい商品開発、人材育成をさ
れながら御発展いただき、OACが次の創立60周
年を目指して、一致団結しながら進まれんことを
祈念してお祝いの言葉といたします。
 謹白

　大阪府広告美術協同組合が、創立50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。
　また、平素から当協会の事業推進に際しまして
は、格別の御支援と御協力を賜り厚く御礼申し上
げます。
　さて、貴協同組合におかれましては、昭和46年
の創立以来、組合員の相互扶助の理念に基づき、
労働保険事務や経営相談など必要な共同事業を実
施する一方で、福利厚生活動としての親睦活動を
通して組合員の自主的経済活動を促進し、組合員
一人ひとりの経済的地位の向上に貢献しておられ
ます。
　また、広告美術の技能向上に向けた研修会・講
習会を開催し、数多くの技能検定合格者を輩出し、
産業界・広告美術業界の発展に大きな礎を築かれ
るとともに、公共サイン美術展等の開催を通して
地域社会にも貢献しておられます。
　現在においては、公共サインや広告看板などは
社会にとって必要不可欠なものとなっています
が、周囲の景観や環境との調和を踏まえられ、都
市環境の向上や啓発普及に力を尽くしておられま
すことは誠に心強い限りであり、これもひとえに
松本理事長をはじめ、歴代役員の方々の御努力の
賜物と深く敬意を表します。
　また、当協会の技能検定試験やものづくり教室
等への技能士の派遣など、円滑な実施に向けて御
尽力、御協力を賜っておりますことに改めて厚く
お礼を申し上げます。
　結びに貴協同組合におかれましては、今後とも
時代のニーズを先取りしながら、時代と技能の調
和に向けた技能者づくりにさらに邁進されますと
ともに、組合員の皆様のさらなる御健勝、御多幸
を心からご祈念申し上げ、お祝いの言葉といたし
ます。

前衆議院議員

左　藤　　章
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祝　辞

大阪市会議員

木　下　𠮷　信
前大阪府議会議員

釜  中　優  次

　創立50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。
　貴組合は設立以来、今日まで広告美術の普及向
上に努められると共に会員相互の親睦と経済的地
位の向上を図られ、業界発展の為に貢献されてお
られます事を心から敬意を表します。
　コロナ禍により、思うように活動が出来なかっ
たのでは無いかと推察いたしますが、本年こそコ
ロナに打ち勝ち、平穏で更なる経済発展の年とな
るよう願って病みません。
　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出来る町となる
よう努力して参りたいと思っておりますので、今
後共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、50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。

『温故 創 新』

　OAC創立50周年、誠におめでとうございます。
50年前、万博景気に沸く大阪でOACは産声を上
げました。
　バブル景気に踊っていた時代もありましたが、
オイルショックや円高不況、バブルの崩壊、リー
マンショックなど様々な荒波を乗り越えて現在の
OACが成り立っています。
　それぞれの時代の役員さん達が、お互いに情報
を共有しながら切磋琢磨され、業界の発展を目指
して工夫を重ねてこられた歴史であります。
　もちろん、パソコンやデジタル化といった技術
の進歩や屋外広告物条例の規制の問題など、常に
時代の流れを読みながらクライアントのニーズに
応えていかなければなりません。
　創設時の事情を知る会員さんも少なくなってき
ている現状で、改めて初心に返って会としての存
在意義を確認しておく事が次の50年のステップに
なると考え、あえて「温故知新」ではなく『温故
創新』というタイトルを付けました。
　これからの新たな歴史を刻む皆さん方が「創設
時の思いを受け継ぎながら、新しい時代を創造す
る」というスキルを継承して、OACが末永く業
界をリードする組合として発展される事を祈念申
し上げ、お祝いの言葉といたします。
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大阪広告美術協同組合創立50周年の

１．組合創立までの経過

　当組合は、昭和46年８月21日大阪広告事業協同組
合として設立したが、その組合沿革については、50
年以上にもおよぶ長い業績をもっており、その間には
名称の変更、または合併・解散等、幾多の変遷を経
てきた。しかし、組合の精神ともいうべき親睦融和、
福利厚生、相互扶助に重点をおき、組合の発展向上
を目的とする趣旨においてはいささかも変わることな
く、終始一貫してその本流を当組合が継承してきた。
この長期間にわたる組合の業績は、すこぶる多岐多
様にわたるものであるが、簡単に説明すると次のよう
な概要である。
　終戦間もない昭和22年３月10日の旧陸軍記念日に、
大阪市北区中之島「中央公会堂」において、組合員
約50余名をもって、その当時まだ数少ない協同組合
組織の大阪府看板工業協同組合を創立した。戦後の
混沌とした世情の中での組合運営には想像以上の苦
心があった。
　昭和25年５月、３代目の理事長に麻生大蔵氏が就
任された時組合員数は約100名ばかりになっていた。
麻生氏は人格高潔にして私心なく物心ともに大きな犠
牲を払い、組合向上発展のためひたすら精魂を傾け
て運営に努力し、優秀な組合としての基盤を築きあ
げた。
　また、先輩諸兄が折角苦心して手に入れた不動産
を手放してしまうのは惜しい、何とかこれらを保存し
ようではないかとの意見が持ち上がり、11名の発起人
をつくり、これに多数の同意書が集まって大広不動産
保存会を結成した。ところが不動産取得の段階になっ
て、いろいろ研究したが他に適当な方法はなく、結局
協同組合を設立するより他に方法はないとの結論に
達した。

２．組合の創立（初代理事長）　松本　光七

　昭和46年８月21日大阪上六大阪府
教育会館において創立総会を開催し、
80名の同意書によって大阪広告事業
協同組合を設立、新組合の初代理事

長に松本光七氏が就任し、同年９月22日付で大阪府

知事の認可を受けた。さらに昭和48年５月22日第２回
通常総会において、「大阪広告美術協同組合」（略称
OAC）と名称を変更した。新しい組合「OAC」が発
足して１年数ヶ月で組合会館建設という大事業計画
をはかり、一般には無謀計画のように思われたが、今
建設しなければ今後建てづらくなるということで組合
執行部にて立案されて、理事会に諮り意向を聞いた
ところ全員異議なく賛成し、会館の建設を決議された。
　但し、会館建設という大事業には百年の大計の下
に理想的なものを建設する必要があり、会館の用途
構想収支予算等については衆知を集め慎重に検討を
要することは勿論であるが、差し当たり建設委員会
を設けて建設計画を練ることになった。総務・経理・
工事指導・記録・設備・入居一般事務等の各委員会
が発足し日夜再々の会議を重ね、真剣に組合の将来
を考え不動の信念をもって会館建設に一丸となって
邁進したのである。昭和48年３月３日の佳き日に地鎮
祭が執り行われ、７月23日上棟式を盛大に行い工事
の安全を願った。かくして、昭和48年９月30日念願の
会館建設竣工を見た。この間６ヵ月激動する物価の
中で建築資材の高騰や品不足等幾多の難問題にもめ
げず、頑固なる団結のもとに連日にわたる建設委員の
誠心誠意の協力と組合員各位の理解の賜物である。
　昭和49年５月15日第３回通常組合員総会において
理事長に松本光七氏が再選され、その後組合運営対
策について日夜構想を練り、委員会制度を実施した
のである。その甲斐あって各委員会ともよく一致協力
と連絡を密にして組合運営がより一層スムーズに行わ
れるようになった。組織拡大により、一支部を増設す
ることになり、昭和51年４月４日南支部発足祝賀会が
盛大に開催され、時を同じくしてOAC技能士会も発
足し、第１回第２回第３回と職域を通じて公共サイン
展を開催し、OACも公共社会に大きく貢献してきた。

３．第２代理事長　貴田　不二夫

　常に斬新で積極的な運営に徹し指
導力のある松本理事長は、大きな功
績を残し昭和53年５月13日第６回通
常組合員総会において後進に道を譲

り３期（６年）を務め勇退、第２代理事長に貴田不
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二夫氏が選任された。理想の組合運営に一歩一歩
前進し、出資金の増資を計り会館建設の借入金全
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　周吾

　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
会において１期（２年）を務めた貴
田理事長は勇退、第３代理事長に

西野周吾氏が選任された。〝古い伝統、新しい運営〟
〝明日を考え、仲良く進もうOAC〟を継承し、各種
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
着実に運営し、創立10周年にして出資金による配
当も十分可能なまでに成長発展し繁栄への道を歩
んできた。また、10月23日から４日間第４回公共サ
イン展を盛大に開催し、都市環境になじむ新しい
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　幸一良

　昭和59年５月18日第13回通常組
合員総会において２期（４年）を務
めた西野理事長が勇退、第４代理
事長に村上幸一良氏が選任された。

先輩理事長の意志を継承し、それ以上に着々と組
合運営と会館管理を積極的かつ確実に実施し、組
合歌並びに組合旗・支部旗を制定した。念願の組
織拡大を計り、新規加入63社を増す実績は心より
評価できよう。組合員360社、出資金に対する配当
も確実に実施し、昭和61年、15周年にあたり記念
事業としてボウリング大会、麻雀大会、カラオケ大
会、ゴルフ大会、ソフトボール大会等を実施し、組
合員、家族、従業員の組合に対する理解と親睦を
図り、特にゴルフ大会においては各友好団体の参
加のもと100名を超える大会であった。
　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
推進し、再三陳情の結果、平成元年４月付をもっ

て広告税の全廃実現に至った。
　同年、中之島公会堂保存の〝赤レンガ基金〟を
応援してOAC広告美術技能士会が中心となった公
会堂写生会を開催、作品をチャリティー・セールし、
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。
　ハイテク機器など技術革新が進み画一化された
生産技術に対応して、個性的で人間味のある手造
り作品の需要上から、書法の説明を加えた楷書編
〝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
書として称賛された。
　単組の組合において４年連続して受賞に浴した
例は全国同業界に最も稀なる栄誉で、組合が創立
以来一致団結して着実に飛躍発展を遂げた証左で
あり、永くOACの歴史に燦然と輝く誇りといえま
しょう。

６．第５代理事長　北山　廣一

　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
た村上理事長は勇退、第５代理事
長に北山廣一氏が選任され、先輩

の意志を継承し、念願であった組合会館の全面的
な塗装工事を行い、また、創立20周年に向けて積
極的に運営を進めた。第６回公共サイン展を中之
島公園にて盛大に開催、親睦ゴルフ大会は110名参
加の大コンペとなり、その他20周年記念ソフトボー
ル大会、台湾旅行など盛会に開催した。平成３年
５月29日通常組合員総会に続き、組合創立20周年
記念式典を盛会に挙行、記念のタイムカプセルを
壺に入れ50年後開封を約して納められた。平成４
年夏には社会貢献やボランティア活動の一環とし
て何か社会に還元できることはないだろうかと委員
会で協議した結果、府警本部の歓迎の返事を得て
府下50ヵ所のKOBANに色紙を揚げることになっ
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。
　平成５年２月27日第９回親睦カラオケ大会を桜川
で、平成６年４月９日第３回親睦ボウリング大会を
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京橋で実施、前日には「明日の産業を築く青年の
心理」をテーマに労働問題講習会を開催、組合員
多数が熱心に学習した。

７．第６代理事長　西野　眞澄

　平成６年５月27日第23回通常組
合員総会において２期（４年）を
務めた北山理事長は勇退され、第
６代理事長として西野眞澄氏が選

任された。先輩理事長の意志を継承し、積極的に
組合運営に取り組み、10月26日第５回物故者法要
を太融寺で執り行い、平成７年１月17日の阪神・
淡路大震災後、組合員被災者12社へ心ばかりでは
あるがお見舞いをした。また、技能フェアでは技
能士会を中心に色紙や似顔絵描きを行い、心付け
等で集まったお金を日赤へ寄付するなど一致団結
して着実に進んできた。組合創立25周年へ向けて、
記念事業として甲子園での阪神・巨人野球観戦、
北海道道央への２泊３日記念旅行会、京都歩こう
会、写生会と開催し、平成８年１月にはファミリー
美術展を開催、技能のOACと称賛をうけ、３月に
は「なみはや国体」をテーマに第７回公共サイン
展を、４月に記念ゴルフ大会を実施してきた。平
成８年５月24日通常組合員総会に続き、組合創立
25周年記念式典を盛大に挙行、更なる発展と親睦
を誓い合う。中央会の指導のもと活路開拓事業に
取り組み、組合員、従業員を対象にデザインやパ
ソコンの研修会を実施し好評を得てきた。平成９
年１月にはこれまで続けてきた府下50ヵ所の
KOBANへの色紙差し替え掲示の努力が認められ、
大阪府警より感謝状が贈られた。

８．第７代理事長　信貴　優

　平成10年５月28日第27回通常組
合員総会において第７代理事長と
して信貴優氏が選任され、前理事
長の後を継承し組合運営に取り組

んだ。社会保険労務士との顧問契約、第６回物故
者法要を太融寺で挙行、活路開拓フォロー事業を
実施、平成11年３月の報告会にて３年間の事業を

締めくくり、また、７月には賛助会員との交流会
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
となく新しい取り組みをしたいと提言し、雇用能
力開発機構大阪センターと事業主団体等委託訓練
契約を結び10名の訓練生を受け入れ、１ヵ月間の
広告デザイン教育訓練を実施、その後、受け入れ
先の組合員事業所で５ヵ月間の現場実習にて実践
的な訓練を行い、終了後は数名が就職するなど一
定の成果を上げた。平成12年８月中小企業人材確
保推進事業対象団体の認定を受け、５年間の継続
事業として取り組みが始まった。10月にはシルバー
人材センターのシニアワークプログラムにも取り
組み、11名が２週間の技能講習を受け、半数が組
合員事業所に就職した。組合創立30周年記念事業
は人材確保推進事業と併せて進めることができ、
北海道道東２泊旅行、組合ホームページ制作、第
８回公共サイン展は中之島プロムナードにて開催、
その折に献血運動を実施し組合員ご家族等に呼び
かけ100名の協力者を得た。平成13年２月ボウリン
グ大会、４月記念ゴルフ大会を開催、５月24日通
常組合員総会に続き、組合創立30周年記念式典を
盛会に挙行した。平成14年１月第３回ファミリー
美術展を開催、同時に人材確保推進事業としてポ
スター展も開催し、好評を博した。

９．第８代理事長　岡野　守博

　平成14年５月28日第31回通常組
合員総会において２期（４年）を務
めた信貴理事長は勇退され、第８代
理事長として岡野守博氏が選任さ

れた。先輩理事長の意志を継承し、更には技能士
としての立場から、ものづくり、人づくり、技能尊重、
技能士育成を推進し、組合員相互の交流を図りな
がら円滑な組合運営を行ってきた。11月には３年目
となるシニアワ－クプログラムを実施、３名が組合
員事業所に就職、また、若い方にもOACに関心を
持ってもらうためスキー・スノボーツアーを企画す
るなど新しい試みも実施した。厳しい社会状況下
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周年の大阪広告美術協同組合創立50周年の

館外壁、内壁及び事務局内の全面塗装工事を実施、
継続事業である人材確保推進事業は企業見学会、
労働問題に関するセミナーや相談会開催、各種調
査事業を実施、事業成果を取りまとめた報告書を
作成し一連の事業は終了した。以前より協力して
きた道路クリーンアップ合同パトロール参加に加
え、平成16年10月大阪市「かたづけ・たい」活動
法人として認可を受け、12月堺市簡易違反広告物
撤去活動法人としてそれぞれ町の美化運動に協力
してきた。
　屋外広告物法の一部改正により届出制から登録
制に移行することとなり、平成17年４月条例改正を
終えた自治体から順次登録受付が始まり、屋外広
告業を営む事業所は自治体毎に登録が必要となる
ことから、説明会の開催、機関誌掲載等による周
知を行った。技能検定合格者は登録における業務
主任者となることができるため特に技能検定受験
を奨励し、技能向上と技能士の地位発展を支援す
るなどOAC技能士会と協力しながら組合運営に尽
力してきた。
　組合創立35周年に向け記念ゴルフコンペ、愛知
万博 ｢愛・地球博｣ への記念旅行、ボウリング大
会を実施、平成18年２月第４回ファミリー美術展で
は109点の作品を集め、技能のOACを実証し大きな
称賛を得た。

10．第９代理事長　松本　優

　平成18年５月24日第35回通常組
合員総会において２期（４年）を務
めた岡野理事長は勇退され、第９代
理事長として49歳の松本 優氏が選

任された。先輩理事長の意志を継承し、先人達の
思いを胸に更に活気に充ち溢れた組合となるよう
積極的に運営に取り組んだ。組合の健全なる発展
を目的としてOAC青年部を設立、若い人達の交流
と研鑚の場として供し、活動を支援するとともに人
材育成に力を注いだ。平成19年大阪府で屋外広告
業登録制が始まった折には事前準備を徹底、申請
書類一式を送付するなど負担軽減となるよう配慮
した。組合活動が組合員のためになるよう思量、

英知を集め活路を切り開く方法を考え出し実践して
いくことが重要と図り活動、３期目となる平成２２
年に組合は創立40周年を迎え、記念事業として上
海万博見学を兼ねた中国への旅行会、ゴルフ大会、
大忘年会、技能のOACを象徴すべく第５回ファミ
リー美術展を開催した。
　任期毎にテーマを決めて活動、組合から元気を
発信し続け、平成27年の創立45周年記念事業は野
球観戦、ゴルフ大会、記念旅行会を開催、記念式
典では永年在籍組合員へ感謝の意を表した。
　若きリーダーは伝統を重んじつつも時代の流れ
に逆らうことなく着々と改革を推し進め、OAC技
能士会、OAC青年部活動を支援しつつ運営に取り
組んだ。感染症拡大により令和２年以降は社会状
況を考慮の上、適宜対策に努めながらの活動となっ
たが、節目となる組合創立50周年を迎え、令和３
年10月第10回物故者法要を一心寺で執り行い、記
念事業として11月ゴルフ大会、12月に合同忘年会
を開催。令和４年５月27日、第51回通常総会にて
理事長を再任。同日、創立50周年記念式典・記念
講演・祝賀会を盛大に挙行、諸先輩への感謝の意
を忘れず健全なる運営を行い今日に至っている。

　以上のようにOACは〝明日を考え、仲良く進も
うOAC〟を継承し、組合員一同よく団結して誇り
をもって着々と発展してきている。
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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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第51回 OAC通常総会開催
　令和４年５月27日㈮スイスホテルにて、第51回通
常総会を開催いたしました。コロナウイルス蔓延の
影響により、本来であれば昨年行われていた50周
年記念式典と同日の開催となりました。
　式典の前という事もあって引き締まった緊張感の
中、堀ノ江副理事長の司会で始まりました。松本理
事長の挨拶の後、夏目相談役が議長に選出され議
事が進行されました。第１号議案　令和３年度の
事業報告についてを笠谷副理事長が説明、第２号
議案、令和３年度決算報告並びに剰余金処分案に
ついてを伊藤副理事長が説明、その後、大湾・小
西監事による監査報告が行われました。第３号議
案、令和４年度事業計画についてを笠谷副理事長
が説明、第４号議案、令和４年度収支予算案、第
５号議案、令和４年度借入金残高の最高限度額に
ついての説明を伊藤副理事長が行いました。第１
号議案から第５号議案まで全ての議案が満場一致
で無事承認されました。今年は役員改選の年にな
り第６号議案として役員改選についてが上程され、
選出方法が議長一任となり、選考員による理事23
名の選出が行なわれ満場一致で承認されました。
　その後臨時理事会にて代表理事の選任が行なわ

れ、松本理事長の再任が決定いたしました。長き
に渡り御苦労をおかけしますが、理事メンバー一同
盛り立てて行きますのでよろしくお願いします。
　今回、伊藤副理事長が副理事長を退任され、新
たに夏目健一さんが新副理事長に就任されました。
伊藤ちゃんが執行部を去るのは寂しいですが、ま
た新しいメンバーでOACを盛り上げて行きたいと
思います。
　理事メンバーをはじめ、組合員の皆様におかれ
ましても今期もご協力のほど宜しくお願いします。
 副理事長　金井　和人
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■プロフィール
役員
　一般社団法人全日本ジュニア体操クラブ連盟　理事
　全国少年少女体操普及協議会　常務理事
　横浜カップジュニア体操協議会　理事

競技実績
1987年 全国高校総体　個人総合優勝
 国際ジュニア大会　個人総合4位
 全日本選手権　個人総合3位
1988年 全国高校総体　個人総合優勝
 ソウル五輪　団体3位／個人総合8位／ゆか3位
1989年 シュツットガルト世界選手権
 団体4位／個人総合4位／鉄棒3位
 全日本選手権　個人総合3位
1990年 全日本選手権　個人総合3位
1991年 インディアナポリス世界選手権　団体4位
1992年 バルセロナ五輪　団体3位／ゆか2位

　50周年記念の講演会に、池谷幸雄氏をお迎えいた
しました。1988年ソウルオリンピック（体操男子個
人ゆか銅メダル・男子団体総合銅メダル）・1992年バ
ルセロナオリンピック（体操男子個人ゆか銀メダル・
男子団体総合銅メダル）で活躍されたのは皆さんご
存知のことでしょう。現在は、関東地方を中心に大阪・
名古屋で池谷幸雄体操倶楽部を主宰されています。
　幼少期、複数の習い事の一つだった体操がある
時、オリンピックに出たいという夢を持ち、本格的
に打ち込み実際にオリンピックに出場するまで約10
年かかったとおっしゃっていました。夢を持ち叶え
る事は時間がかかります。ですが、思いを強く持ち
努力した結果、夢を叶える事ができた池谷氏。池
谷幸雄体操倶楽部出身の教え子、村上茉奈選手
（2022東京オリンピック体操競技女子ゆか銅メダル）
も、オリンピックに出たいと夢を持ち叶えるまで約
10年かかったそうです。しっかり目標を持つ事によ
り、何をどうするべきかと考え行動するようになる
とおっしゃいました。
　講演中、４つのメダルを参加者全員に、手に取ら
せてくださいました。各々、メダルの写真を撮ったり、
首にかけたりと貴重な体験をしました。
　池谷氏は大のゴルフ好きだそうで、講演会の前に
ゴルフをしてから来られたそうで、とてもタフで活
動的なご様子でした。
　大人になってから夢を持ち何かに打ち込んで叶え
る事は少なくなったような気がしますが、実際に夢

を叶えている人の言
葉はとても刺激にな
りました。大きな夢を
持たなくても、何か
目標を見つけて実行
することは、何歳に
なってもできる事だ
と思います。
　２度の延期にもか
かわらず、快く引き
受けてくださり感謝
いたします。また、お忙しいところご参加くださっ
た皆様、ありがとうございました。
　最後に、池谷氏より伝言があります。『ゴルフ、
呼んでくださいね。本当に呼んでくださいね！』
 橋本　幸代

演　題 ｢夢は果てしなく永遠に｣
講　師 池谷幸雄体操倶楽部株式会社

 池 谷  幸 雄 氏 （代表取締役）

創立50周年記念講演

｜ 12｜



　昭和46年８月に発足したOACも、令和３年を
もって50周年を迎える事ができました。昭和・平
成・令和と３時代を邁進することができましたの
も、50年という長い年月の中、ご支援、ご協力賜
りました関係各位と、皆様の日々のたゆまぬ努力
の賜物であると心より感謝申し上げます。
　そして、コロナ禍ということもあり、１年延期
という形にはなりましたが、関係各位皆様のご協
力もあり、今年５月に無事OAC50周年記念式典、
記念講演、祝賀会を開催する事ができました。
　記念式典におきましては、冒頭、開式にあたり、
OAC組合関係物故者並びに時勢の様々な出来事に
よりお亡くなりになられました皆様のご冥福を祈
り、黙祷を捧げさせて頂きました。
　そして、OACの歌斉唱では、笠谷副理事長に登
壇頂き高らかな歌声で皆様を引っ張って頂く形で
「OACの歌」を斉唱、改めてこの組合の持つ活力
を体現して頂きました。
　その後、任期を延長、留任して頂いた松本理
事長よりの式辞においては、コロナやウクライナ
情勢など我々を取り巻く厳しい経済状況ではあり
ますが、皆で手を取り、「古い伝統、新しい運営、
明日を考え、仲良く進もうOAC」のスローガンの
もと、60周年、70周年を目指し乗り越えていこうと、
熱いメッセージを賜りました。式典の中で、「50年
の歩み」の映像も流れましたが、そこに映る諸先

輩方も、松本理事長と同じように苦境に立ち向か
う強い気持ちと何事も積極的に取り組む情熱を持
ち合わせていたからこそ、OACという組織が50年
と言う年月を邁進することができた要因だと強く
感じさせられ、これこそ我々が引き継いで行かな
ければならないものだと痛感致しました。
　また、今回コロナ禍の中ではありますが、多く
の来賓の皆様にご出席と、祝辞、祝電を賜りまし
た。このように多くの方々から祝いの言葉を頂く
事が出来ましたのもOAC発足から今日まで、発足
当初の諸先輩の時代から現在まで、常に前を向き
活動を続けた結果ではないかと思っております。
今後もご支援、ご協力頂いております関係各位の
皆様の御期待に応えられるよう、組合員皆で協力
し、変わらぬ姿勢で邁進していきたい所存であり
ます。
　式典後の記念祝賀会では、和やかな雰囲気の中
で出席頂いた皆様で50周年を祝う事が出来たので
はないかと思っております。
　冒頭、松本理事長が挨拶の中で会場に向け「元
気ですか！」と問いかけると即座に会場から「元
気です！」とレスポンスがある一幕もありました。
このようなエネルギー溢れるやり取りも、OACの
団結力と活力をご来賓頂いた皆様方に肌で感じて
頂く良い機会なのではと思っております。
　続いてOAC顧問の左藤様、釜中様、木下様より

創立50周年記念式典・祝賀会

組合員一丸となって明るい未来へ邁進
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ビデオメッセージによる祝辞を頂きました。それ
ぞれ大変心暖まるメッセージを頂き、祝賀会の場
の空気を更に温かくしていただきました。
　乾杯のご発声は大阪屋外広告美術協同組合理事
長松田政幸様にご発声頂きました。その挨拶の中
で舞台両袖の「OAC創立50周年」の書を絶賛頂
きました。こちらは祝賀会中にも動画にて紹介さ
せて頂きましたが、OAC相談役の夏目敏昭様に
書いて頂きました。僭越ながら私自身の手で撮影
させて頂きましたが、出来上がりは勿論ですが、
書いているその姿にも大変圧倒させられ、歴戦の
職人の姿を見せつけられました。
　歓談の後、ゲストとして河合美智子さんに登場
いただき、ヒット曲「夫婦みち」を披露して頂き
ました。河合さんは現在、兵庫・但馬の魅力をPR
する「たじま観光大使」も
務められており、旦那様の
峯村純一様も登場して共
にご当地ソングを歌い上
げ、場に彩りを添えて頂き
ました。
　そして皆様お待ちかねの
お楽しみ抽選会では講演
をして頂いた池谷幸雄様に
ルーレットを廻して頂き、
大盛り上がりの中で皆様
に楽しんで頂けたのではな
いかと思います。最後には

ジャンケン大会にまで発展しましたが、和気あいあ
いと同じ時間を満喫頂けたのではないでしょうか。
　宴もたけなわとなったところで金井副理事長に
閉宴の挨拶を頂き、大阪〆にてお開きとさせて頂
きました。大阪〆では僭越ながら私堀ノ江が拍子
木を打たせて頂きました。あまり大勢の前で拍子
木を打つ事はないのですが、60周年の折にはより
高らかな音を打てるよう精進して参ります。
　今回ご協力頂きました役員をはじめ、組合員の
皆様、ご出席頂いた皆様、本当にありがとうござ
いました。コロナ禍の難しい状況の中、無事開催
する事が出来ましたのも皆様のご協力あっての事
だと思います。今後も組合員一丸となって前を向
いて明るい未来へ進んで行ければと思います。

副理事長　堀ノ江　良

各記念式典の詳細は
右記QRコードより
ご覧ください　→
（2022年12月31日まで公開） OAC50周年記念式典

オープニング
OAC50周年記念祝賀会

ダイジェスト
夏目相談役
文字書き風景
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松　原　久美子 ㈲塗夢創屋
木　南　憲　二 一工芸

大阪市長表彰

笠　谷　周　正 ㈱桃太郎
伊　藤　陽　祐 第一宣伝㈱
金　井　和　人 三晃プラスチック工業㈱
大　亦　康　雄 大亦商店
柏　原　将　吾 柏原テント㈱
秋　村　敬　三 ㈲秋村泰平堂
山　岸　友　彦 ㈱ミリオン
橋　本　幸　代 センム工芸
夏　目　健　一 ㈲一心堂
小　西　恭　正 コニシ工芸
大　湾　政　次 ㈱オオワン企画

中央会会長表彰

信　貴　　　優 ㈱シギスタデイオ
岡　野　守　博 ㈱岡野工芸社
夏　目　敏　昭 ㈲一心堂
森　川　英　雄 ㈱劇団往来
浦　　　正　文 サイン・アート
悦　　　美　子 ㈱アドエース
堀ノ江　　　良 ㈱シーピー
松　林　泰　弘 ㈱堺博光社
長　澤　達　也 ㈱本州堂
松　本　正　敏 山中田テント製作所
上　田　亨　二 ㈱岡野工芸社
大　島　祥　一 ㈱山崎標記

理事長感謝状

創立50周年記念表彰
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大阪広告美術協同組合　組合運営組織表

技能士会 OACG会 青 年 部

相 談 役

岡野　守博
夏目　敏昭
会　　長

廣田　満也
副 会 長

木南　憲二
夏目　健一
幹　　事

上田　亨二
山本　康浩
浦　　正文
堀ノ江　良
廣田　良子
会計幹事

平城　彰雄
監　　事

中筋　敦生

会　　長

堀ノ江　良
キャプテン

中筋　敦生
副キャプテン

金井　和人
中元　秀行
会　　計

信貴　理伸
監　　査

伊藤　陽祐

部　　長

岸田　充正
副 部 長

大川　由保
太田　博崇
幹　　事

北川福太郎
会計幹事

松林　達也
監　　査

秋村　敬三

支 部 長

東

秋村　敬三
西

長澤　達也
南

石井　大介
北

大島　祥一

監　　事
小西　恭正
大湾　政次
悦　　美子

相 談 役
信貴　　優
岡野　守博
夏目　敏昭

参　　与
浦　　正文

理事参与
森川　英雄

顧　　問
左藤　　章
釜中　優次
木下　吉信

担当副理事長

笠谷　周正
委 員 長

木南　憲二

組織委員会

事 務 局

今村　良子
畑中　裕美
山村　綾美

理 事 長
松本　　優

執行部会

総務担当副理事長

財務担当副理事長

金井　和人

担当副理事長

堀ノ江　良
委 員 長

柏原　将吾

事業委員会
担当副理事長

夏目　健一
委 員 長

山岸　友彦

厚生委員会
担当副理事長

松林　泰弘
委 員 長

橋本　幸代

広報委員会

委　　員

松原久美子
大亦　康雄
大島　祥一

委　　員

荒井　慎一
松本　正敏
石井　大介

委　　員

秋村　敬三
伊藤　陽祐
中元　秀行

委　　員

岸田　充正
長澤　達也
上田　亨二
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司会　本日は皆様お忙しい中お集まりいただきあり
がとうございます。
本日の座談会は50周年記念号の特別企画として、
歴代の理事長、副理事長経験者の方にお集まりい
ただき、各周年の記念号に載せられた『あゆみ』
の内容以外で、私たちが知らない創立当時のエピ
ソードや思い出をお聞かせいただけたらと計画致し
ました。本日はよろしくお願いします。色々と質問
事項を広報委員の皆さんと考えてきましたので、一
つずつお話をお聞かせ下さい。

OACに加入された年、いきさつは

岡野　私の記憶では創立間のない頃やったと思い
ます。時の理事長・松本光七さんと副理事長で総
務担当・西野周吾さん、上六広告の先代・木下さ
んが財務担当でおられました。それらの方々が各
支部の役員会に全員で出席して、組合創立の主旨
を説明、100社増強を計られ勧誘活動が盛んに行
われていました。
そのような時に村上さんの弟弟子の私は入らされ

創立50周年記念　特別座談会
出席者　岡野　守博　相談役（第８代理事長・第４代技能士会会長）
　　　　信貴　　優　相談役（第７代理事長）
　　　　夏目　敏昭　相談役（第５代技能士会会長）※第５～９代理事長の下で副理事長歴任
　　　　松本　　優　理事長（第９代理事長）
司　会　松林　泰弘　副理事長
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たというか、それが加入のきっかけです。夏目さ
ん、当時は出資金は１万円でしたよな？
夏目　そうです。
司会　信貴さんや夏目さんも同じ頃ですか。
信貴　わし、いつ入ったんやったかな。事務局に
来たら聞こうと思てて。
今村　信貴さんは昭和47年の７月です。
司会　夏目さんはいつですか。
夏目　私は実はこの会館の前の会館の時代から来
たことがあるんです。マツダ一心堂の親方が理事
をしてはって、その方が亡くなって、奥さんのキ
ヌさんが組合員として入ってました。当時、毛利
製作所の先代から勧誘されまして「夏目君、なん
ぼ腕があってもただの職人で終わってしもたらあ
かんで」と言われ、一従業員としてOACに参加
することになりました。入ったとたんに理事でも
ないのに広報委員にさせられ、原田さんから「夏
目君、若いから写真班になってくれ」と言われて
各行事で写真を撮る係になりました。あんまりい
つも写真を撮っているので、他の組合員さんから
「夏目さんは事務局の方やと思ってました」と言
われたことがありました。
司会　その当時は番頭さんとして参加されてたん
ですね。
夏目　先代の奥さんが組合員でしたからね。その
あと、理事に選ばれて組合に入りました。そやか
ら私は割と古いんですわ。
司会　その当時の組合員さんと、今の組合員さん
との違いについてお話いただけませんか。
夏目　だいぶ違うね。松本理事長が今でも「夏目
さん、おしゃれやね」と言うてくれるんやけど、
組合とはどういうもんや、理事とはどういうもん
やと言われれば、「組合における理事会言うたら
国でいえば国会と同じやから、作業着で来たら絶
対あかんで。別にいいもん着て来い言うんとちゃ
う。きちっとした格好で」と徹底的に村上さんか
ら叩き込まれました。村上さんは僕のこと「なっ
ちゃん」と言うてかわいがってくれはったんやけ
ど、とにかく理事は各委員会に入る。委員は委員
長の言うことを守る。委員長は担当副理事の言う
ことを守ってやってくれ。そして副理事長は理事
長の言うことをきちっと守ってくれ。こう言うピ

ラミッドみたいになることが組織というもんや。
村上さんはそういうことに大変きびしい方で、私
は忠実に守りました。
司会　松本理事長はOACに何年に入られたんで
しょうか
松本　僕が28才の時でした。何年だか今村さん、
わかる？
今村　昭和61年の３月です。
松本　とにかく、理事になったのは20周年の時で
山中田テントの先代社長と一緒にOACに来たの
覚えてます。
司会　お父さんの時代からですか。
松本　いえ、私の名前で入りました。昔、親父が
一時入ってましたけど、やめてしまって、南支部
の方からから「息子さんの名前でもう一回入った
らどう？」って言ってもらって、その当時、松林
さんのお父さんも入ってはったね。
司会　はい。昔の機関誌を見せてもらったら、当
時の活動の活発さがわかりますね。マージャン大
会、カラオケ大会、ソフトボール大会など。
岡野　そうやね、活発やったね。
夏目　うちの嫁はんもソフトボールの選手として
出てました。
岡野　支部によっては、歩こう会なんかも企画し
てました。各支部でいろんなプラン出して、活発
に動いてましたね。

一番印象に残る行事は？

司会　その中で特に印象に残る行事を教えて下さ
い。
岡野　私の場合は今も続くOACG会です。古庄さ
んをはじめゴルフを通じて知り合いになった方が
数多くいらっしゃいます。ゴルフを通じて組合員
獲得を目指そうと随分アピールして増やしたんで
すよ。OACG会メンバーの田中賢一さんなど家族
も含めてハワイでゴルフに行ったのを覚えていま
す。ゴルフだけでなく家族連れで観光もしました。
当時の理事長の村上さんも伊丹空港に見送りに来
てくれて、盛大やったのを覚えています。
司会　え、ハワイに行かれたんですか？
岡野　ハワイに行きました。これがOACが海外
で行事をした第１回ですね。私の記憶では、ゴル

｜ 19｜



フが26人か28人、楠本ネオンさんの楠本さんがハ
ワイで商事会社をしてたりして総勢30人以上、旅
行に参加されました。当時、日本航空は飛んでな
く、キャセイ航空かどこか外国の飛行機で行き
ました。これがOACG会のはしりです。私が一番
印象に残っていることです。それとOACG会が大
きく発展した要因としては、当時の事務局におら
れた木村さんが、田辺カントリーに勤められてた
ことがあり、会員制が主でエントリーが取りにく
かった時代にもかかわらず、スムーズに取れて大
変助かりました。
司会　信貴さんは印象に残る事業、行事は何です
か？
信貴　俺、理事長させてもろたんは何年から何年
までかわかる？
今村　平成10年５月から14年４月です。
信貴　…うーん、そやな…。
夏目　そしたら、私から先に言わしてもらいます。
私が一番印象に残っているのは、交番の色紙の差
し替え事業です。当時、理事長の北山先生から広
報文化担当の副理事長でした私に「殺風景な交番
の中に絵を飾ったらどうやろうか。その絵も技能
士会で描いてもろたら一石二鳥やないやろか」と
いう提案を頂きました。私は、「先生、素晴らし
いですね。さっそく正副理事長会議にかけましょ
う」と言うと、「ちょっと待ってくれ。いくらい
い計画でも大阪府警がNoと言ったら何にもなら
ないので、府警の地域活動課の担当者のところに
行って承認を得るのが先決だ」と言われました。
そこで私、単身で理事長の承認だけを貰って府警
の担当者に計画書を提出しました。その後、「結
構なことです。是非お願いします」との確約を得
た上で、正副、理事会とかけて承認を貰いまし
た。そして大阪府下50ヶ所の交番に色紙を掲示す
ることになるんですが、10ヶ所の警察署が管轄し
ている中、北山先生と私で７ヶ所、当時の広報委
員長の原さんと事務局長の瓜生さんで３ヶ所、手
分けしてお願いにまわりました。松本理事長には
いろいろ尽力いただいたのですが、近年色紙交換
事業もなくなり寂しい思いです。北山先生とお願
いに上がって名刺交換させてもらった東警察署の
署長さん、佐野さんと言うんですが、後々、息子

健一の嫁になる娘さんの家に挨拶に行った際、「ど
こかでお会いしたことありませんか？」「署長さ
んでは？」「看板組合の？」お相手のお父さんが、
偶然、元署長さんの佐野さんだったということが
ありました。
司会　それが一番印象に残った事ですか？
夏目　それともう一つは、村上さんが亡くなった
時、奥さんから弔辞を読んで欲しいと言われ固辞
したところ、「主人の遺言です。何とかお願します」
息子さんからは葬儀委員長もお願いできませんか
と言われ、「私より適任者がおられます。お父さ
んの弟弟子でOACの前理事長の岡野さんという
方がおられます」と言うことで電話番号をお教え
して、岡野さんに葬儀委員長になって頂きました。
村上さんとは、色々言い合いもし、怒られもしま
したが、本当に可愛がって頂きました。
司会　ありがとうございました。信貴さんはいか
がですか。
信貴　今、調べて貰って、私が加入したのは、昭
和47年らしいですわ。その当時、この会館は出来
上がってなくてね。48年オイルショックの資材不
足で難儀でしたね。
岡野　当時、会館を建てる準備委員会があり委員
長の長谷川さんが毎日ここに来ておられました。
信貴　あの人も熱心な人やったね。
夏目　私も長谷川さんに叩き込まれました。総務
の仕事は苦労して手に入れたこの会館の維持運営
が大きなものがあると。
信貴　一番ピークで何社位加入してましたかな。
司会　記録では、360社ということになってます
ね。
松本　あの頃はOACだけやなく、景気が良くて
他の友好団体さんもバーっと増えた時期やったで
すね。
信貴　各支部で棒グラフ作ってね。
松本　今でも覚えているけど、信貴さんがローラー
作戦やとか言うて看板保険に入れることを売りに
勧誘に走ったんです。朝、ここ（OAC会館）に集まっ
て、車４～５台で４人ずつ乗って各支部回って「ホ
ケン入りませんか」って３日間回るんですわ。当時、
本部理事になりたての頃で、なんでこんなことせ
なあかんのやろかと思いました。（笑）。
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信貴　支部の人から、どこどこで未加入の看板屋
がいる、との情報があると競争で勧誘に回りまし
たな。
夏目　でも当時増えた組合員さんは結局やめて、
元の数字位に戻っているんですわ。賦課金の滞納
が増えて、信貴さんも「要らんやつは辞めさせる」
言うて、私、総務で滞納の集金に行ってました。
信貴　360社が最高やったんやね。
松本　旅行会も観光バス３台で行ってましたもん
ね。
夏目　今と違って景気のいい時代でしたな。
岡野　それでも、会館の建設当時は組合員さんが
まだ少なくて財源が乏しく、土地は持ってました
が建設資金は商工中金からの借金で賄いました。
当時は金利が高くて、もったいないとのことで、
組合員さんに出資金の増額をお願いしました。亡
くなられた役員の中には、100万円以上出資され
た方もいらっしゃいました。それによって、当初
10年の計画が５年で全額返済できたんです。これ
によって、賦課金だけに頼らない安定運営ができ
る様になったんです。
司会　他の組合で自前で建物保有しているとこは
ありませんね。
信貴　株式会社OACと言われてね。配当して、
利益出して、税金も払ってるんですからね。ただ、
組合の中で揉め事が起こるんは、いつも金がらみ
ですわ。
夏目　事業をやってた時がありましたね。手形を
持ってきて払ったりとか、融資したり。ここでは
詳しく言えませんが、色々と苦労しました。
松本　副理事長になった時、保証人になってくれ
言われて、嫁に「なんでそんなことせなあかんの」
と、えらい怒られた記憶があるんですわ。
夏目　そんな話も出たことありましたが、結局、
それはなくなりました。
岡野　ありましたな、そんなこと。
信貴　まあ、色々ありましたが、建物があるとい
うことは大きいですな。
岡野　組合の会費を値上げしなくていいですし。
夏目　それもこの会館のお陰ですね。
信貴　あと、話が変わるけど、タイムカプセルが
あったでしょ？50周年で開けへんの？

岡野　地中に埋められへんから、ここ（OAC会
館５階会議室）に在りますわ。20年後に開けます。
司会　平成３年の組合創立20周年に、「50年後開
封を約束して納められた」と書いてますので、創
立70周年に開封ですね。
夏目　あと20年言うたら、私ら相談役は皆おらん
な。あんたらはおるやろけど。（笑）
松本　信貴さんはおるかもわからんで。
ここに来て、「まだかいな～」って言うてるんと
違いますか？（笑）
信貴　ところで、我々の業界にコンピューターが
入ってきたのはいつ頃やろな。それまでの筆から
カッティングマシーン変わったのは。
司会　昭和55年頃でしたか？
松本　もうちょっと後やと思うけど。
夏目　業界として、時代の波に乗っていかなあか
んかったし、何より若い子が入って来やすくなっ
たのは確かやね。「何年経っても、字、書かれへ
んのか」言うてる様では若い子が入って来ず、我々
の業界も衰退したと思う。コンピューターが入っ
てきて良かったと思いますよ。そして、また最近
は手書きの良さも見直されてきているというのも
嬉しいことです。
司会　文字書きという仕事について、お話しして
頂けませんか？
夏目　岡野さんも私も子供の頃から文字書いた
り、絵を描いたりするのが好きやからこの道に
入ったんやけど、「この道より我を生かす道なし、
この道を歩く」という武者小路実篤の詩を会社で
額に入れて飾っているんですが、その一本で来て
ます。
岡野　OACが創立して５年目の時に技能士会が
できました。その歴史の中でOACは技能集団で
あることを売りにしていました。大阪府技能士会
連合会の会長を私が２期、夏目さんは５期10年
されてOACの存在感が増しました。技能検定も
OACにプラスになったと思います。夏目さんは
技能士育成ということで検定委員として永きに亘
り取り組んでくれましたな。
夏目　長谷川さんが技能士会連合会の副会長をさ
れていた時に「夏目君、理事長になったらあかん
で」と言われ、「僕、元々理事長になるつもりは
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もうとうありません」と言うと、「技能士のてっ
ぺんになれ」と言われました。今、東京の全技連
の副会長もさせてもらってます。私が、皆さんに
一番自慢したいことは、北山先生、西野さん、信
貴さん、岡野さん、そして松本さんと、５人の理
事長の下で24年間副理事長をさせてもらったこと
です。

人生を振り返って、一番楽しかったこと、
苦しかったこと、後輩に伝えたいこと

司会　これからは、OACに限らず、個人的なお
考えをお聞きしていこうと思います。人生を振り
返って、一番楽しかったこと、苦しかったこと、
後輩に伝えたいことは何でしょうか？
岡野　楽しかったことは組合に入って皆さんと交
流を図り、いろんな行事に参加して楽しかったと
いうことですね。組合にいると行動しやすい。単
独でいると制約があるしね。従業員も何人か参加
させてもらって良かったと思います。組合のお陰
で「現代の名工」なんて、なかなか貰えないもの
を頂いたり、素晴らしい仲間と出会えたのが楽し
かったことですね。
夏目　苦労は当然あるけど自分が好きで選んだ道
やから、それは苦労やないんやね。私は、「お金
を貯金するより腕に貯金せよ」とよく言われまし
た。お金は貯めても使えば無くなるが、腕にした
貯金は無くならないと叩き込まれました。そして
私は、組合が大好きなんです。だから、全ての行
事に参加するし、うちの嫁はんも組合が大好きで、
旅行は必ず参加するし、公共サイン展でも一緒に
物運んだり、穴掘ったりしてくれるしね。新年会
や総会も必ず参加するしね。義務からやなしに、
好きやから参加してくれる。夫婦で参加できる。
それが楽しいことですね。
司会　信貴さんはどうですか。
信貴　私は夏目さんみたいに真面目ではなかった
んでね。掛け声ばっかりで。毛利さん、古庄さん、
夏目さん、私で西支部４羽ガラスと言われて仲が
良かったですね。特に、古庄さんは頭が良かった
から、公的な事業を探してきて財政が一気に良く
なりましたね。数年間で2,000万以上の補助金が
OACに入り、様々な事業ができました。私は掛

け声だけですが（笑）
夏目　掛け声が大事ですよ。
松本　理事会の司会は総務の副理事長がやること
になってまして、信貴さんの時は私が司会をやっ
てたんですが、信貴さんの方を見ると、机の下で
週刊誌読んでるんです。（笑）なんや、このおっちゃ
んは！と思うやん。それでいて、ややこしくなる
と、「オイ、早よ締め。終われ。終われ！」て言
うんですわ。やっぱり、カリスマ性があったから
ね。
信貴　どちらかと言うと、まじめではなかったね。
夏目　それが、信貴理事長のええとこや。
松本　まだ理事長になる前、南支部の納涼会かな
んかで本部から信貴さんに来賓として来てもらっ
てた時ですわ。挨拶の時に大きな声で、「あいつ、
理事にならせ」って言うんですわ。その後、理事
になってからしばらくして、「こいつな、理事長
になるぞ。ならせ」ってずっと言ってはったんで
す。それが、こうなってしもたんやけどな。
信貴　それで、10何年やな。ごくろうさん（笑）
理事会終わってからミナミに飲みに出ましたな。
大体、コースも決まってたしね。
松本　OACの財政が逼迫して、このままではえ
らいことになるでという時期があったんですわ。
その後、古庄さんが会計になって、色々と経費を
見直しされたんです。それに加えて、先ほどの公
的な補助金を引っぱって来られて１年で黒字化さ
れたんです。まさしく古庄マジックです。
岡野　個人的にも色々アドバイス受けて、常に助
かりました。
信貴　あの時は良かったなぁ。楽しかったなぁ。
ハッハッハー。

司会　それでは次に、広報誌には載せられない武
勇伝やおもしろい話をお聞かせ頂けませんか。
松本　僕も厚生とかやってたから、旅行会の世話
してた時、洞爺湖のホテルで、信貴さんが「もっ
と広い部屋に替えろ！」って言いだしたんです。
ホテルの支配人が「本日は満室で無理です」と言
うと「ほんまに無いんか？」「本当にありません」
すると、「隣のホテル、今から予約しよ」とか言
い出して、とにかく聞かへんね、この人は。ナン
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ギしたの覚えてますわ。
夏目　信貴さんが理事長の時、組合の有志夫婦８
組、総勢16人で「ヨーロッパ15日間ロマンチック
街道」言うて、ドイツ・オーストリア・スイス・
フランスと４ヶ国回ったことがありました。そん
時も途中で「気に入らん」言うてね。添乗員に「帰
れ」って言うたんですわ。それで、私と古庄さん
で、この人に酒飲ませて、なだめて説得したんで
す。帰られたら困るのに、そんなこと平気で言う
んです。
信貴　あの添乗員の女の子とは、行く前に毛利さ
んと３人で食事したこともあったんです。あの
時は１人100万円で総額1,600万円の企画でした。
1,600万円も払ってるのに対応が悪かったんです
わ。
夏目　いやいや、そうでもなかったんやけどね。
松本　ワガママやねん、性格が。
夏目　羽田で買った日本酒をホテルのレストラン
で飲みたいと言ったら、どこのホテルでもダメで、
添乗員も「規則でダメです」と言って聞かないん
ですわ。私も怒ったんですが、信貴さんは、「帰れ」
て言うたんですわ。そしたら泣いて、「帰らして
もらいます」って。困るので、古庄さんと二人で
必死でなだめて事なきを得たんです。
信貴　ほんまに「帰らしてもらう」って言うたん？
夏目　あんたには言われへんわ。あんたに言うた
ら、「ほんなら、早よ帰れ」言うでしょ。帰られ
たら困るもん。結局、日本酒は最後のスイスのホ
テルでOKが出て飲んだんです。
信貴　俺、知らなんだわ（笑）
夏目　えらい親分やろ？まあ、でも思い出に残る、
いい旅行でした。西支部でおしどり会というのも
やったしね。
岡野　夫婦で交流を図るのは村上さんの発案で
ね。
夏目　新年会で奥さんを連れてきたらワインプレ
ゼントするとかね。

大切にしている言葉・座右の銘

司会　最後のテーマです。商売をしていく上で、
又は人生においてでもいいのですが大切にしてい
る言葉・座右の銘があればお教えください。

岡野　私の場合は努力。人の倍の時間働こうとい
う気持ちを大切にしています。座右の銘は「努力
無くして前進なし」ですかね。
夏目　私の座右の銘はさっきも言った通り武者小
路実篤の「我この道を行く　この道の他に我を生
かす道無し」ですね。
司会　その道を見つけるということが大事です
ね。
夏目　もちろん。うちの孫にも「ナンバーワンよ
りオンリーワンを目指せ」て言うんやけどね。平
均ではだめで、これやったら誰にも負けないとい
うものを見つけなさいとということですわ。
あと個人の目標としては、80才を超えて以来、年
の初めに「昨年と変わらず同じ状態で仕事をこな
し１年を終わる」を目標にして日々精進してるん
ですわ。
司会　信貴さんはいかがですか。
信貴　難しいな。
司会　やってみたい夢でもいいんですが。
信貴　趣味として今、ネットの囲碁をやっている
んですが、今後は油絵を描いてみたいと思ってま
す。
夏目　呼んで。
信貴　え？
夏目　指導したるから呼んで（笑）
司会　松本理事長お願いします。
松本　商売していくといろんなことがありますで
しょ。その中でも本当にどうしようもないことが
ありますわ。そういう時には「当たって砕けろ」
ですね。そういう気持ちでぶつかっていって何と
かうまくいったことが３回ほどありました。だか
ら「当たって砕けろ」という気持ちは大切にして
います。

司会　本日は長時間にわたり本当にありがとうご
ざいました。皆様いつまでもお元気でOACを御
支え下さい。

令和４年７月６日　OAC会館５階応接室にて
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日　　程 行　き　先 旅　　行　　内　　容
第１回 昭和47年８月５日～７日 下 呂 温 泉 夜出発車中泊　２泊目下呂温泉　44名
第２回 昭和48年11月17日～19日 草 津 温 泉 夜出発車中泊　２泊目草津温泉　37名
第３回 昭和49年９月８日～９日 熱 川 温 泉 浜名湖・箱根富士五湖　45名
第４回 昭和50年10月10日～11日 湯 原 温 泉 蒜山高原・神庭の滝　82名
第５回 昭和51年10月３日～４日 蓼 科 温 泉 霧ケ峰高原　50名
第６回 昭和52年５月２日～３日 石 和 温 泉 ５周年記念　身延山・河口湖・富士５合目　97名
第７回 昭和53年10月22日～23日 湯 村 温 泉 鳥取砂丘・余部鉄橋　約70名
第８回 昭和54年10月28日～29日 三 瓶 温 泉 三瓶高原・帝釈峡
第９回 昭和55年10月26日～27日 山 中 温 泉 東尋坊・永平寺
第10回 昭和56年９月23日～24日 焼 津 10周年記念　三保の松原・久能山・日本平
第11回 昭和57年10月17日～18日 皆 生 温 泉 足立美術館・蒜山高原　50名
第12回 昭和58年９月18日～19日 下 呂 温 泉 飛騨の里・高山陣屋高山屋台会館　80名
第13回 昭和59年11月11日～12日 能 登 半 島 輪島温泉・千里山　78名
第14回 昭和60年９月28日～29日 吉 良 温 泉 養老の滝・明治村　約70名
第15回 昭和61年10月12日～13日 高 松 15周年記念　金刀比羅宮・大鳴門橋　約70名
第16回 昭和62年９月26日～27日 三 朝 温 泉 鳥取砂丘　奥津渓谷　網代港　52名
第17回 昭和63年９月４日～５日 片 山 津 温 泉 兼六園　関ヶ原古戦場　96名
第18回 平成元年９月29日～30日 有 馬 温 泉 六甲
第19回 平成２年９月１日～２日 霧 島 温 泉 20周年記念　日南海岸　他
第20回 平成３年９月１日～２日 玉 造 温 泉 出雲大社・松江城
第21回 平成４年９月６日～７日 鳥 羽 本 浦 温 泉 伊勢神宮・鳥羽真珠島
第22回 平成５年９月５日～６日 山 口 秋芳洞・松下村塾・秋吉台
第23回 平成６年９月４日～５日 白 浜 串本海中公園
第24回 平成７年９月３日～５日 北 海 道 25周年記念　洞爺湖温泉　他
第25回 平成８年９月１日～２日 山 代 温 泉 加賀百万石時代村・ゆのくにの森

OAC旅行会50年の記録
2022/07/13 20:45  - Google 
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日　　程 行　き　先 旅　　行　　内　　容
第26回 平成９年９月５日～７日 別 府 温 泉 湯布院　他
第27回 平成10年９月５日～６日 下 呂 温 泉 飛騨高山
第28回 平成11年９月５日～６日 箱 根 湯 本 河口湖・白糸の滝
第29回 平成12年９月２日～４日 北 海 道 30周年記念　網走・知床・阿寒湖　他
第30回 平成13年９月８日～９日 立山黒部アルペンルート 大町温泉・黒部ダム　63名
第31回 平成14年10月27日～28日 鞆 の 浦 温 泉 帝釈峡　他　53名
第32回 平成15年９月22日～23日 新 祖 谷 温 泉 大歩危峡　他　53名
第33回 平成16年９月11日～12日 玉 造 温 泉 出雲大社　他　58名
第34回 平成17年６月12日～13日 愛 地 球 博 35周年記念　愛・地球博　69名
第35回 平成19年２月24日～25日 和 倉 温 泉 能登・金沢　37名
第36回 平成19年11月16日～17日 富 士 河 口 湖 白糸の滝　他　27名
第37回 平成20年10月25日～26日 小 豆 島 寒霞渓　他　33名
第38回 平成21年10月17日～18日 由 加 温 泉 倉敷・呉戦艦大和ミュージアム　他　26名
第39回 平成22年８月28日～30日 中　　　国（上海） 40周年記念　上海万博　他　33名
第40回 平成23年10月２日～３日 指 宿 温 泉 仙厳園・知覧　他　36名
第41回 平成24年10月28日～29日 愛 知 西 浦 温 泉 トヨタ産業技術記念館　他　23名
第42回 平成25年11月14日～16日 韓　　国（ソウル） KOSIGN展視察　28名
第43回 平成26年10月17日～18日 静岡焼津黒潮温泉 浜松・大井川鉄道　29名
第44回 平成27年10月18日～19日 粟 津 温 泉 45周年記念　白川郷・金沢市内　38名
第45回 平成28年10月21日～22日 伊 勢 相 差 温 泉 伊勢神宮　他　32名
第46回 平成29年10月27日～28日 湯 布 院 温 泉 別府地獄めぐり　他　21名
第47回 平成30年10月20日～21日 道 後 温 泉 しまなみ海道　23名
第48回 令和元年10月３日～５日 沖 縄 首里城　他　20名
第49回 令和２年11月28日　日帰り 日 和 山 温 泉 ホテル金波楼　16名
第50回 令和３年 コロナ感染症拡大により中止
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　OACが50周年を迎えるにあたり記念のロゴマークの公募とピンバッジを製作することになりました。ロゴマークは鈴木さ
ん（㈱桃太郎）の原案で、山岸さん（㈱ミリオン）がバッジ用にアレンジを加えてスタートしました。晴れやかで上品で軽いバッジ。
　バッジ本体を平板で姿に抜きシールを貼り、その上に透明エポキシを盛る方法で製作に掛かりました。透明エポは作業時は
液体です。バッジに盛った後、高温乾燥（この場合80度で２時間）すると硬化し表面を保護し、全体がくっきりと見栄えが良
くなります。
　今回、ピンバッジの出来上がるのが知りたい！との要望があり記すことになりました。 大亦　康雄（大亦商店）

デザインにあたっては、あまり飛び出したり、切
り込まないようにお願いしました。液体のエポキ

シを表面張力の要領でバッジ本体の表面にのせるので角を丸
くしてこぼれないようにします。まずは原画に0.5㎜の白の
縁どりをします。これはシールの発色を良くする事とシール
のカットラインがずれることがあり白の縁どりがカバーして
くれます。これがシールのデータになります。このシールの
データの外側に約1㎜の縁をとり、これがバッジ本体の形に
なります。この時にご覧の様にオエッシーの首元やリボンの
合わさる部分を丸くしてエポキシのこぼれるのを防ぎます。
これがバッジ本体の抜型のデータになります。

平板を形に抜きます抜型　凸凹 プレス機に凸凹型をセッ
トして抜いていきます

金メッキの槽に入れます先にニッケルメッキを付
けます

一個づつメッキ金具に取
り付けていきます

金メッキの出来上がり

今回は0.8㎜厚の真鍮板を使用し形に抜きます。
まずは抜型を作ります。ワイヤーカット(放電）加
工になります。その昔は「のこ挽き」で作ってい
ました。出来てきた抜型をプレス機にとりつけ１
枚づつ抜いていきます。

バッジ本体の裏にタイタック
の針をはんだ付けします。そ
して金メッキ加工をします。
今回は上仕上げの為、裏にホー
ニング艶消し加工をして、傷
がつかないように個別にメッ
キ金具（ラック）に取り付け
をします。通称タコ掛けメッ
キと呼んでいます。
先にニッケルメッキを付け、
その後金メッキ加工をします。

デザイン画ができてきました

切り込みをゆるめました

バッジ用に修正原図

バッジの構造

バッジができるまで

1

2

バッジ本体の作製

メッキ加工

OAC50周年記念ピンバッジ製作
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プロッター機械にデータを入力。
ハーフカットで仕上がりました。

シールを貼ったバッジ本体を
水平に並べます。細長い三角
錐の袋に透明液体のエポキシ
樹脂を入れ、この三角錐の先
の切り口から徐々にエポを押し
出しバッジの表面に盛ります。
この作業も一個一個加減しな
がらの手作業になります。盛
過ぎてもこぼれますし、デザ
イン上のお願いしてます急な
切れ込みがあればそこからこ
ぼれます。
今回、見本で提出した物より
厚くできないかとの要望があ
りました。それで通常より厚
い目に盛っています。

シールを貼ったバッジ本体
にエポキシを慎重に盛った
のち、エポを硬化するため
高温乾燥機に入れます。こ
の場合、乾燥機内の温度80
度で２時間入れます。する
と、ご覧の様にカッチンカッ
チンに固まります。

カッターの刃先にシールをのせ、もう片方の手先にバッ
ジ本体を持ちます。そのバッジの上にシールを重ねる様
に持ってきます（まだ貼りません）。シールの外側に金の
縁どりが均等に見えるところで貼り付けます。１個１個
手作業になります。

3

5

6

4シールの製作

透明エポをバッジの表面に盛る

エポを硬化するため高温乾燥機へ入れる

金メッキのバッジ本体にシールを貼る

シールが出来ました プロッター機械

カッターナイフの先でシー
ルを取ります

バッジの上に合わせてい
きます

拡大！

ピンボケ（笑）

ぞくぞく出来
上がり

乾燥機に入れます

あとはタイタックのキャッチをつけて
これで出来上がり

※写真はイメージです
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支部だより

西支部
総会

　４月26日、スイスホテル南海大阪
でOAC西支部総会を開催いたしまし
た。
当日は合同の懇親会が後ほどあると

いうことで各支部ごとに大きな会場の一角を使っ
ての総会でした。with コロナにもかかわらず、た
くさんの支部員の方にご参加いただ
きありがとうございました。
　コロナ禍でこの２年間はOAC事
務局で小規模に総会を行ってきたの
で、晴れ晴れしい気持ちでの総会
でした。当日は役員改選も行われ追
分看板店の追分庄太郎さんが新た
に役員に加わっていただいておりま
す。これから宜しくお願い致します。
　そして、不詳ながら私、長澤も西
支部支部長を続投ということで拝命
致しました。

　１期２年務めてまいりましたが、コロナ禍だっ
たのであまり活動はありませんでした。もう１期
２年ということで、今期は気を引き締めて支部活
動に邁進したいと考えております。
　どうぞ皆様、西支部をよろしくお願い申し上げ
ます。 支部長　長澤　達也

東支部
総会

　令和４年４月26日にスイスホテル
南海大阪にて、旧中央支部と東支部
の合併第１回目となる支部総会を開
催致しました。それぞれ旧支部での

総会成立後、新東支部の総会が開催され、全ての
議案が滞りなく進行し、今後のOACを盛り上げ
ていく新支部のスタートにふさわしい秋村氏が新
支部長に選任され無事総会が終了いたしました。
　総会終了後に懇
親会を開催いたし
ましたが、コロナ
の感染拡大後に行
われるのは実に３
年ぶりです。今回
は全支部同じ会場
での合同懇親会と
いうこともあって
か、今までにも増
して活気があるよ
うに感じられ、出
席者それぞれに話
が盛り上がり懇親

を深められておられるようでした。
　一時は落ち着いたかと思ったコロナもまた増加
傾向にあり、まだまだ終息する気配は見られず、
円安、ウクライナ情勢と次から次へと襲い掛かる
経済的にも非常に困難な状況ですが、秋村新支部
長を筆頭に新支部、そしてOACから業界を盛り
上げてもらえれば良いなと思います。
 幹事　笠谷　周正
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南支部
総会

　令和４年４月26日、スイスホテル
南海大阪にて南支部総会を開催い
たしました。
　同じ会場で各支部総会と合同懇

親会を開催することになり、私にとって初めての
経験で思い出に残る支部総会となりました。
　南支部は13社15名の出席で、樫山議長のもと全
ての議案が原案通り可決承認されました。役員改
選も行われ、支部長はじめ役員全員が再任となり、
新年度に向けて動き出しました。
　懇親会では合同ということも相まって、いつも
よりさらにOACらしい和気あいあいとした時間
が流れ、徐々に日常を
取り戻しつつあるので
はないかとひと時の喜
びと安心を味わうこと
が出来ました。
　広い会場での新支部
長の挨拶はとても緊張
しながらでしたので、
うまくお伝え出来たか
分りませんが、あまり

行事に参加されない会員さんにも気楽にご参加い
ただいて、コミュニケーションの輪を広げられる
ように働きかけていきたいと挨拶させて頂きまし
た。また、コロナ禍の長い自粛期間を経験し、積
もる話もたくさんあるのではないかと思います。
　まだまだ安心という世情ではない中での開催で
したが、ご参加ご協力頂きました皆様、ありがと
うございました。元気と伝え、元気をもらい、明
るい考えに繋がる支部総会になったと感謝してお
ります。
　今年度もご協力のほど宜しくお願いいたしま
す。 支部長　石井　大介

北支部
総会

　４月26日、スイスホテルにて北支
部総会を開催しました。７社７名、
委任出席11社11名にて岡野議長の元、
第１号議案～５号議案までを審議さ

せて頂き無事終了致しました。
　またこの度、審議の結果今期も支部長を引き続
きさせて頂くことになりました。若輩者ではござい
ますが、何卒宜しくお願いします。
　コロナも少しだけ落ち着きつつあると思いま
すので、少しずつ支部イベントも開催していこ
うと思います。皆様、開催する際は是非ご参加
下さい。
　今夏は政府が７年ぶりに全国的な節電を呼
びかけています。値上がりが続く電気代も気に
しながら上手に節電をして、熱中症に気を付け
ながらこの夏を乗り切っていきましょう。
　支部長２期目となり思うことは、やはり皆さ
んの力を借りないと支部は発展しないと思いま

した。先日、梅田北ヤードの完成図と現在の工事
状況を少し見る機会がありました。この建設も土
台を建設する人、内装工事を行う人など、それぞ
れが作業をして立派な建物が完成する。
　我々北支部もさまざまな人が集まり、それぞれ
の立場、個性を発揮しながら力を合わせて明るく
前向きにコロナに負けず頑張っていきましょう。
 支部長　大島　祥一
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支部だより

東支部
役　職 氏　　名
支 部 長 秋　村　敬　三（㈲秋村泰平堂）
会計幹事 松　原　久美子（㈲塗夢創屋）

幹　　事

森　川　英　雄（㈱劇団往来）
金　井　和　人（三晃プラスチック工業㈱）
笠　谷　周　正（㈱桃太郎）
大　亦　康　雄（大亦商店）
堀ノ江　　　良（㈱シーピー）
岸　田　仁　良（㈱光陽銘板）
山　田　善　輝（ヒカリネオン㈱）
中　筋　敦　生（不二工芸㈱）
小　寺　俊　秀（㈲レッドホット）

会計監査 荒　井　慎　一（㈲プラス）

西支部
役　職 氏　　名
支 部 長 長　澤　達　也（㈱本州堂）
副支部長 夏　目　健　一（㈲一心堂）
副支部長 中　元　秀　行（㈲阪神彫刻工業所）
会計幹事 山　岸　友　彦（㈱ミリオン）

幹　　事

小　西　恭　正（コニシエ芸）
松　岡　裕　二（松岡広告㈱）
安　岡　昌　雄（ヤスオカ㈱）
追　分　庄太郎（追分看板店）

会計監査 伊　藤　陽　祐（第一宣伝㈱）

相 談 役
信　貴　　　優（㈱シギスタデイオ）
夏　目　敏　昭（㈲一心堂）

南支部
役　職 氏　　名
支 部 長 石　井　大　介（サインクラフトイシイ工芸）
副支部長 樫　山　宗　嗣（㈱カシヤマ）
会計幹事 松　本　正　敏（山中田テント製作所）

幹　　事

松　本　　　優（㈱フジネオン）
木　南　憲　二（一工芸）
緒　方　　　智（Climb Sign ㈱）
吉　田　晋　介（プラスアート㈱）
飯　島　旬　也（㈱飯島工業）

会計監査
浦　　　正　文（サイン・アート）
松　林　泰　弘（㈱堺博光社）

北支部
役　職 氏　　名
支 部 長 大　島　祥　一（㈱山崎標記）
副支部長 柏　原　将　吾（柏原テント㈱）
副支部長 上　田　亨　二（㈱岡野工芸社）
会　　計 橋　本　幸　代（センム工芸）
幹　　事 岸　本　富　男（㈱岸本工芸社）
会計監査 大　湾　政　次（㈱オオワン企画）

相談役
岡　野　守　博（㈱岡野工芸社）
悦　　　美　子（㈱アドエース）

支部役員一覧
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松本　光七

昭和53年３月
〜

昭和58年５月

▶ 初代会長 ◀ 

平成６年５月
〜

平成12年６月

岡野　守博

▶ ４代会長 ◀ 
平成22年６月

〜
平成24年６月

木南　憲二

▶ ７代会長 ◀ 

昭和58年５月
〜

昭和63年４月

長谷川照彰

▶ ２代会長 ◀ 

平成12年６月
〜

平成20年６月

夏目　敏昭

▶ ５代会長 ◀ 

平成24年６月
〜

平成26年６月

夏目　健一

▶ ８代会長 ◀ 

昭和63年４月
〜

平成６年５月

池田　岩男

▶ ３代会長 ◀ 

平成20年６月
〜

平成22年６月

原　　秀一

▶ ６代会長 ◀ 

平成30年５月
〜
現　在

廣田　満也

▶ 10代会長 ◀ 
平成26年６月

〜
平成30年５月

上田　亨二

▶ ９代会長 ◀ 

ＯＡＣ
広告美術
技能士会
昭和53年３月発足
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　さる６月21日㈫堺・南海グリルに於きまして「第
45回技能士会通常総会・ 懇親会」を開催しました。
　ようやくコロナも少しばかり落ち着き始め、今
回は嬉しい事にご来賓に大阪府技能士会連合会
の小林会長、肥後事務局長、ＯＡＣ本部より松本
理事長、 金井副理事長、笠谷副理事長を招き、ま
た当会員も多数出席頂きました。
　総会では昨年度の事業報告に始まり収支報告、
今年度の事業計画、収支予算と滞りなく審議され、
また、今回は役員改選の年度でしたが、私が会長
職にそのまま留任の運びとなりました事、ご報告
申し上げます。
　１期目は右も左もわからず、２期目はコロナ禍で
活動にも様々な制約を受けましたが、色々な方に
支えられなんとか務める事が出来ました。３期目
こそは皆様のお役に立てるよう努力する所存です。
　懇親会では久しぶりに皆様集まっての宴となり
ましたので、技能士会でも奮発して（笑）ここ南

海グリル名物の鉄板焼フル
コースの伊勢エビやステー
キを楽しんで頂きました。
　皆様のお陰で技能士会会
員も年々増え、今年から幹
事に、浦氏、堀ノ江氏、廣
田（良）氏の３名が新しく
加わり、さらに活動を充実
させて参りたいと思います
ので、これからも皆様の温
かいご理解、ご協力、並び
にご指導、ご鞭撻の程宜しくお願いいたします。
 会長　廣田　満也

役員一覧
役　職 氏　名 事 業 所 名
相 談 役 岡野　守博 ㈱岡野工芸社
相 談 役 夏目　敏昭 ㈲一心堂
会　　長 廣田　満也 看太郎
副 会 長 木南　憲二 一工芸
副 会 長 夏目　健一 ㈲一心堂
幹　　事 上田　亨二 ㈱岡野工芸社
幹　　事 山本　康浩 ㈱キヌガワ
幹　　事 浦　　正文 サイン・アート
幹　　事 堀ノ江　良 ㈱シーピー
幹　　事 廣田　良子 看太郎
会計幹事 平城　彰雄 ファンファクトリー㈱
監　　事 中筋　敦生 不二工芸㈱

第45回技能士会通常総会・懇親会
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OAC青年部だより

初代部長

石井　大介
（サインクラフト　イシイ工芸）

　青年部の思い出かぁ～…。この依頼を受けたと
きの最初の一言でした。
　2006年、当時私は35歳…16年前になるしね～？
あっそうや、困ったときは広報誌！ということで青
年部10周年記念誌を片手に記憶をたどっていこう
と思います。
　まず設立時の６人の写真、若いですね～。ガラ
の悪い眼鏡かけてるのが私ですが前歯が見えてる
のは今も変わりません。
　初年は若手数名と理事長、本部の重鎮の方々と
での会議がほとんどで、顔合わせや規約作成、部
員募集などでした。会議の後もこれからについて
居酒屋などでよく話しました。総会を経て２年目
となり部員も十数名と形が出来上がりいよいよ本
格的に動き出しました。
　初のイベントはNHK朝ドラの舞台セット視察で
した。建具の高さが小さめに作ってあるなど細々
と解説して頂き、ツアーさながらの視察会でとて
も勉強になりました。ご同行ご支援くださいまし
た三好様、森川様大変お世話になりました。（これ
がきっかけで朝ドラファンになりました）

部長の思い出 　楽しかった思い出は北海道キロロスキーです。
なかなかこの企画は無理したかなと思うくらいの
少人数でしたが、快晴のゲレンデを満喫し夜空に
咲く花火も見れたんですよ。夕食では木南さん流
の豪快ジンギスカンを皆でガッつきました。一緒
に参加した娘（当時小学１年）が今もいい思い出
だったと楽しそうに話してくれます。
　その他も様々な研修会・見学会を開催している
写真を見ながら色々と思い出されますが、最後に
松本理事長宅でバーベキュー！をしました。目が
点になりそうな食材や煙がもんもんとするやらで
大変お騒がせしました。本当にありがとうござい
ました。
　思い出話はこのくらいにしときまして、思い返
せば「青年部は単なるサークルではなく組合とし
ての活動を念頭に自由にやっていきましょう」と
表向きはそう言いながらも心中は経験もなく行動
力もない私に何が出来るのかと不安でいっぱいで
した。
　でもいざ動き出すと部員の方々がイベントごと
に中心となって盛り上げてくれました。
　長年に渡り部員の皆様が部を引き継ぎ、さらに
発展させておられる事に頭が下がる思いです。
　10年が過ぎ、いよいよ20年という節目も近くなっ
てきました。引退となる年齢の方も多くなり今後の
心配もあると思いますが、OAC青年部現役メンバー
ならではの実行力とアイデアで楽しい思い出を作
りながら益々ご活躍されることを願っております。

石井　大介

平成18年８月～
平成21年４月

▶  初代部長 ◀ 
平成25年４月～
平成27年４月

笠谷　周正

▶  ３代部長 ◀ 
平成21年４月～
平成25年４月

夏目　健一

▶  ２代部長 ◀ 
平成31年４月～

現　在

岸田　充正

▶  ５代部長 ◀ 
平成27年４月～
平成31年４月

北川福太郎

▶  ４代部長 ◀ 

OAC青年部
平成18年８月発足
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２代部長

夏目　健一
（㈲一心堂）

　私は初代石井部長のあと平成21年から24年まで
部長を２期務めさせてもらいました。
　任期当初は試行錯誤しながらも、自分らしさをどう
やって出すかなどを考えていたことを覚えています。
　実際には青年部役員の皆さんに色々な意見を出
し合っていただき、その時代に適した研修会などを
開催出来ことが全てであり、自分らしさを出すとい
うことは特に重要ではないと気付いてから気持ちに
もゆとりが出ました。
　部長となり少し手間がかかったことの一つに、各
役員への役員会の日程確認があります。当時はま
だLINEが主流ではなかった為、日時の相談は電話
連絡で決めるのがほとんどで、一人一人に確認を
していました。
　その役員会では毎回色々な案が出ていたおかげ
も有り、バランスが取れた事業が出来たかと思いま
す。当時の皆さんには本当に感謝申し上げます。
　青年部部長を務めて得た様々な経験は今では私
の大事な財産です。

３代部長

笠谷　周正
（㈱桃太郎）

　OAC青年部長時代の思い出をとの事で改めて振り
返ってみますと、あまりに思い出が多すぎて短文で
は書き記すことは難しく、掛け替えのない出会いと
経験を頂いたことへの感謝しか頭に浮かびません。
　その中でも自己満足になるのですが、青年部長
をやらせて頂いて１番良かったなと思うことは、青
年部発足時６人だった部員数をどうすれば増やせ
るか、いかに楽しい会にして参加率を高めるかと
いったことを考え、副部長時代から様々な事業を企
画、開催し、部長就任時には約30名の部員数に達し、
参加率も常に高かったという事です。非常に達成
感があり、自信にも繋がり貴重な経験となりました。
　また石井初代、夏目２代、北川４代、岸田５代

（現）の各歴代部長の執行部員として唯一全員と携
わらせて頂き、それぞれの部長カラーを間近で見さ
せて頂き、青年部以外にもOAC諸先輩方や大広協、
関ネ協等友好団体青年部の方々とも交流する機会
を頂き、沢山の刺激をもらい大変勉強になりました。
　OAC青年部のメンバーは個性豊かで本当に素晴
らしい方が多く、仕事の話を熱く語り合ったり、朝
まで大はしゃぎで飲み明かしたり、海外旅行にも一
緒に行き、時には大喧嘩をしたり、集まる度に毎回
毎回繰り広げられた色々な濃い出来事が、昨日の
事のように鮮明に思い出され、部員皆さんとの出会
いと思い出は私の一生の財産であり、正に青春？オ
ジサン？の１ページだと思います。
　月日が流れるのは早く16年間お世話になりました
OAC青年部をつい先日卒業し、無事OBとなりまし
た。
　今後もますます魅力ある青年部を目指し、OAC
のみならず業界を率先していける活気あふれる部
となりますようお祈りしつつ、私も微力ながら応援
できればと思います。

４代部長

北川福太郎
（㈱劇団往来）

　OAC４代目青年部長北川です。
　私が笠谷部長から青年部長を引き継がせていた
だいた時は自信に満ち溢れ、青年部を盛り上げる
んだという気持ちでしたが、その自信はあっという
間に無くなりました。
　初代石井部長が青年部という土地を耕し、２代
目夏目部長が種をまき、そして３代目笠谷部長が
芽を出し、花を咲かせ、OAC青年部は活気のある
素晴らしい組織になりました。
　一番の思い出は青年部10周年記念式典です。自
分の経験や人脈を活かし、とにかく皆さんに喜ん
でもらえる様に内容にこだわりました。そして、青
年部の皆さんのご協力の下、自分の中では最高の
式典ができたと思っています。（かなり大変でした
が…笑）式典以外にも視察旅行会で海外（香港・
マカオ）に行けた事も思い出に残っています。
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　しかし、華やかなことばかりではなく、私になっ
てからは部員数の激減、行事参加率の低下、新規
部員の加入率が過去最低と、自分が思い描いてい
たのとは違う方向に進んでいきました。私が部長
になったせいで青年部が衰退してくと、自分はこの
まま部長を続けて良いのか？という自問自答の日々
が続きました。
　新入部員さんを獲得するためにOACに加入され
ている全事業所を回らせて頂きましたが、それも
結果としてはうまく行かず、自社の事業もある中一
緒に各事業所を回ってくれた青年部役員の皆さん
に申し訳ない気持ちで一杯になりました。当時は
多くの部員さんから頂いた叱咤激励も勝手に変換
して悪い方向に捉えていました…。
　そんなとき、２代目夏目部長からふとした言葉を
かけて頂きます。「新しいことばかりに囚われすぎ
ず、過去の事も振り返ったら良いと思うよ！」
　自分は歴代の部長がやってこなかった新しい事
をして組合を盛り上げよう！とか歴代の部長の中で
一番の部長になろうと考えすぎていたのかもしれ
ません。自分は自分らしく、歴代の部長に勝てる
わけがないので、オリジナルで勝負すれば良いし、
できないことは歴代の部長さんたちがしてきたこ
とを見よう見まねでやれば良いんだ！と思う様にな
り、そこからは自分らしく限られた部長の任期を楽
しませて頂きました。と言っても、岸田部長にバト
ンを渡す時に自分が招いた３つのマイナス（部員
数の激減、行事参加率の低下、新規部員の加入率
が過去最低）を改善できぬまま渡してしまったこと
は心残りでしたが、逆に部長経験者として岸田部
長のサポートをしようと思い今に至っています。

５代部長

岸田　充正
（㈱光陽銘板）

　青年部発足12年目、４代目部長北川さんから部
長のバトンを引き継ぎました。非常に重く感じまし
た。今までの部長の方々は素晴らしい成果がありま
すので、私なんかでいいのだろうかとすごく思いま

OAC青年部だより

した。何をする？どうしていく？と考える度に疑問
がわき出て、答えは出ないまま、とりあえず楽しむ
ことが大事だと思い、正解かどうかはやってみてか
ら、少しずつ正解に結びつけていく事にしようと思
いました。
　私は、ちょっと思いやりの心が欠けていますが、
皆様の事を一生懸命考えています。路線がずれる
と皆様に軌道修正してもらい、何回も助けていただ
いて感謝しております。歴代部長に相談しながら、
激励の言葉までいただき、なんとか頑張っており
ますが、ノープランで行き当たりばったりの結果に
なったり、チャレンジしようと思っても、詰めの甘
さが結果として出てきたりして皆様にご迷惑ばかり
おかけしたことをお詫び申し上げます。
　部長２年目の時コロナの状況が悪化していき、
事業の判断が難しくなっていきました。個人でする
のは何とも思わないけど、青年部としての事業は、
この時期はどうなのかと、状況を見ながら判断する
という結果になっていき、あまり事業ができないこ
とがこんなにも悔しいものかと感じました。でもこ
の状況の中ではどうしようもないので、落ち着くか、
慣れるかしかないと思いました。
　Zoom会議がはじまり、パソコンやスマートフォ
ンがあれば参加できるシステムを活用することが増
えていくにつれ、会って話すこととZoom会議で話
すこととでは少し温度差を感じます。便利ですけど
何か物足りないような気がし、会って話すことが、
こんなにも素晴らしい事だと身に染みて感じていま
す。
　この時期だからこそ強くなったものを探し出し、
案を出し合って、皆様が楽しく活動できる場をこれ
からも考えて事業をしていきます。参加して楽しく
青年部の時期を過ごしていきましょう。
　これからも青年部をよろしくお願いいたします。
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長、海中様による乾杯のご発声にて歓談がはじま
りました。その後、副理事長の金井様、大阪屋外
広告美術協同組合青年部部長、鎌田様にご挨拶を
いただきました。
　また、３年前、２年前、そして今年３月に卒部
された方々に前に出てもらい、お礼の感謝状をお

渡ししました。コロナ禍の影響で３年越しで
やっとでき、空白の時間があったのだなと振
り返り、皆さんの前でできたことを心から嬉
しく思いました。
　これからも青年部はどんどんと活動して
いきますので、皆様どうぞこれからもよろし
くお願いします。
　最後になりましたが総会にご参加いただ
きました皆様ありがとうございました。
 部長　岸田　充正

OAC青年部総会
　令和4年５月18日「ホテルロイヤル
クラシック大阪」にて青年部総会を行
いました。コロナが少し和らいだタイ
ミングで、担当の方と何度も打ち合わ
せを行い、今回、ちょっと屋外の空気
を堪能できるこちらのホテルでの開催
となりました。
　議案も全て可決承認され、無事に総
会を終了する事ができ青年部のありがたみを身に
しみて感じました。
　懇親会は部員11名、ＯＢ５名、来賓５名、合計
21名のご参加をいただきました。
　まず、ご来賓を代表して理事長からご挨拶をい
ただき、続いて関西ネオン工業協同組合青年部部
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　2022年５月14日㈯、大阪産業創造館６階会議室
にて第２回フルハーネス型墜落防止用器具使用作
業特別教育講習会を開催いたしました。コロナ対
策として、マスクの着用・消毒等、皆様のご協力
のもと、今回は大阪屋外広告美術協同組合の組合
員様との合同で、OACからの参加者は13名でした。
　前回同様講師は、林勝義氏をお迎えいたしまし
た。受講者の皆様は、普段からフルハーネスの取
り扱いをされていらっしゃる方が多かったように
お見受けいたしましたが、フルハーネスはメーカー
が違うと仕様も違う箇所があるようで、普段使っ
ていないフルハーネスの着用を確かめられる機会
にもなったかと思います。
　修了証は必ず現場へ持参し、ご安全に作業をし
てくださいますようよろしくお願いいたします。
　林先生、参加してくださいました事業所の皆様、
お忙しい中ありがとうございました。また、この

第２回フルハーネス型墜落防止用器具使用作業
特別教育講習会を開催

講習会を企画するにあたり、笠谷副理事長にご尽
力いただきました。ありがとうございました。
　今後とも、役立つ企画を考えてまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
 橋本　幸代
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　私のおすすめは、大阪国際空港（伊丹空港）の
南側にあります千里川土手です。空港周辺にお住
まいの方や職場がある方にはおなじみだとは思い
ますが、飛行機を近距離で見る事ができる場所で
す。ＣＭや映画やテレビで取り上げられているの
で、ご存知の方が多いのではないでしょうか。
　頭上を飛行機が通りますので、初めて行く方や
小さいお子様には、飛行機の音が大きすぎてびっ
くりするかと思います。
　関西国際空港ができてからは国内線のみとなり
飛行機の本数が減り、また飛行機の性能も良くな
り大きい音も以前と比べるとまだ静かになりまし
た。私自身飛行機の音に慣れていますが、慣れて
いない方にとったら轟音ですので、大きい音に慣
れていない方や小さいお子様を連れて行くには、
配慮が必要になるかもしれませんが、是非１度は

行っていただきたい場所です。近くには、コイン
パーキングも増えましたので、ドライブの際に目
的地の一つに入れるのもおすすめです。
　もし、土手で飛行機を見られないと思われる方
は、伊丹市にあります伊丹スカイパークもおすす
めです。離着陸を横から見る事ができますし、遊
具もありますので小さいお子様も楽しめるかと思
います。
 橋本　幸代

　中央区上本町西２丁目、空堀商店街をまっすぐ
東へ向かい、上町筋に出る信号の左角にある『す
し政』さん。たくさんの狸の置物が出迎えてくれ
る昔ながらのお寿司屋さんです。
　回らないお寿司屋さんにしてはお値段もリーズ
ナブルだし、ゴルフ大好きな大将とは気軽にお話
がはずみます。

　必ず注文する
のが海鮮巻き寿
司で、鰻・鮪・
烏賊・玉子・サー
モン等、数種類
の寿司ネタを焼
き海苔で巻いて
います。全ての
お寿司を一度に
食べてしまえる
満足感がたまりません。
　その巻き寿司１本で充分満足なのですが、旬の
食材でその都度変わる一品料理もついつい注文し
てしまいます。 松原久美子

私のおすすめ

大阪市中央区上本町西2-1-14
06-6762-6106
地下鉄谷町6丁目駅　3番出口

すし政
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第287回OACG会コンペ
令和４年４月５日㈫
小野東洋ゴルフ倶楽部／22人参加

　令和４年４月５日に小野東洋ゴルフ倶楽部で第
287回OACG会が開催されました 。
　このコースは初めてで、また第21回ASG会と
の同時開催で平日にもかかわらず73人参加の大き
な会となりとても緊張しておりました。
　この第287回のOACG会からハンデ11.7を頂き、
優勝の権利が発生したと喜んでいましたが、２日
前の月例会で大叩きをしており自信の無いままス
タートしました。
　同組でプレーして頂いたセルカム株式会社の保
田様に緊張をほぐして頂き、前半は４つパーを取
れ良い感じでラウンドでき、昼からも２ホール連
続でパーを取り、その後も大叩きをせず、80台で
ラウンド終了しました。
　素晴らしいコースで今年のベストスコアで優勝

優勝　出口　靖洋
２位　保田　昌伸
３位　溝上　耕一

でき、とても喜んでおります。
　今後も練習に励み、伝統あるOACG会で結果を
出せればと思っております。本当にありがとうご
ざいました。 出口　靖洋
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第288回OACG会コンペ
令和４年５月17日㈫
センチュリー三木ゴルフ倶楽部／16人参加

　今回は兵庫県のセンチュリー三木ゴルフ倶楽部
にて第288回OACGゴルフコンペが開催されました。
　朝一番のティショットが緊張してかドライバー
でチョロをしてしまい、２打目もラフからうまく
当たらず５オン２パットの７打スタートでした。
出だしがそんな状態だったのがかえって落ち着け
たのか…。その後は安定でき、また、ハンディ
キャップのお陰で優勝出来ました。
　初めてお楽しみクジも当てることが出来まし
た。有難うございました。
　やっぱり優勝はうれしい～ ! ! 溝上　耕一

優勝　溝上　耕一
２位　松本　　優
３位　保田　昌伸
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第289回OACG会コンペ
令和４年７月26日㈫
信楽カントリー倶楽部　田代コース／15人参加

　第289回OACG会ゴルフコンペが７月26日に信
楽カントリー田代コースで開催されました。
　もともと青年部長を仰せつかった時に嫌々始め
たゴルフですが、長いブランクがあったものの、
いつの間にかどっぷりとゴルフ沼に嵌り、なかな
かスコアが縮まらず、もがき苦しんだ数年でした
が、ようやく這い上がりベストスコアを更新して
の初優勝を飾ることができました。
　実は約２年前にOACG会初参加時にもベストス
コアを更新し実質優勝だったのですが、初参加は
４位までという事で泣く泣く逃し、いつか必ず優
勝してやると意気込んでいたものの実現するまで
にはかなり時間がかかってしまいました。
　ここまで来れましたのもゴルフバカ集団と言っ
ても過言ではない、異例の猛暑にも負けないほど

優勝　笠谷　周正
２位　悦　　美子
３位　岸本　富男

熱い熱いOACG会メンバーの方々の刺激とご指導
のおかげと感謝しております。
　また次回からも優勝目指して頑張りたいと思い
ますが、ハンデが19.2から一気に7.0となるらしく
当分お預けになりそうです。 笠谷　周正
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筆跡診断

松本理事長は、包容力があり、
手堅く動いたり融通をきかせ
たりとＴＰＯによって臨機応
変に行動ができる方だと思わ
れます。感性が豊かで人とは
違う想像力やアイデア力があ
るのではないでしょうか。穏
やかな人柄で協調性があり、
懐が深く聞き上手、手早くス
マートに対応できる気質をお
持ちですので、良好な対人関
係を築くことができる方だと
思われます。

　2018年２月と2019年２月の２回、山上りるも先生を講師にお招きし筆跡診断セミナーがありました。それがご縁
で、2019年３月から勉強をはじめ、通信教育で２年半かかりましたが筆跡診断士の資格をとりました。OACで何か
お役に立てる事があればと思いつつ、何ができるかと考えていたところ、広報委員会に入りましたので、委員会の集
まりの時に筆跡診断をしたいと伝えましたら、委員の皆さん、快く了承してくださいました。早速、松本理事長にお
願いして文字を書いていただきました。

　いかがでしたでしょうか。文字からみた松本理事長の姿と実際の理事長の姿、イメージ通りでしたか？違ってい
ましたか？人に見せる文字は人から見られている姿が表れるといいます。日によっても体調が良い日・悪い日でも、
心境の変化によっても文字が変わります。もし日記など書いていらっしゃる方がいましたら過去の文字と今の文字
とを見比べると、文字の変化を見つけられるもしれませんね。
　松本理事長、急なお願いにもかかわらず引き受けてくださり、ありがとうございました。

①上開下開型
　さばけてつき合いよいが、ややルー
ズの傾向。お金がよく入っても、よ
く出ていく。
②転折角丸混合型
　行動パターンは状況により手堅かっ
たり融通性があったりと変化型。
③頭部突出控え目型
　自己主張が控え目のタイプ。協調性
に富む。
④開空間狭型
　閉鎖型気質。自分の縄張りを守り、
外部と打ちとけにくし。スペシャリ
スト型。
⑤はね弱型
　軽快で手早いが無責任傾向。切り換
えが早い。ねばり強さに不足。
⑥線湾曲型
　技巧派、アイデア力あり、個性的で
あることを好む。
⑦行うねり型
　芸術家肌。音楽・スポーツ・話術な
どに優れることが多いが、愛情遍歴
傾向もあり。
⑧字間アキ型　おっとり、のんびり型。
せっかちな行動にはついていけない。

橋本　幸代

リンテックサインシステム株式会社
代表取締役社長
小 島　一 仁 様 明るく元気に粘り強く

〔会社モットー〕

新和興業株式会社
松 尾　朗 杜 様 終わり良ければ全て良し

KKホケンプロジェクト
代表取締役
近 藤　勝 則 様 ※仕事や趣味、スポーツ等に於いても初心（基本）を大切に

行動することを心掛けております。

初心忘れるべからず

「座右の銘」「モットー」賛助会員さんに「座右の銘」「モットー」をききました。
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OAC理事会

第607回理事会報告
日　　時 令和4年４月14日㈭　午後６時
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長
出　　席　21名（本人20　書面１）
審議事項
　⑴監事提出書類及について
議長は伊藤副理事長に監事に提出する決算関係書類に
ついて説明させ、４月15日に監事に提出することが可決
承認された。なお、剰余金処分案のうち出資配当を３％
とすることとした。

　⑵通常総会提出議案について
議長は金井副理事長に内容を説明させ、以下の通り全
て可決承認された。

　　第１号議案　令和３年度事業報告について
　　第２号議案 令和３年度収支決算・剰余金処分につい

て
　　第３号議案　令和４年度事業計画設定について
　　第４号議案　令和４年度予算設定について
　　第５号議案 令和４年度借入金残高の最高限度額設定

について
　　第６号議案　役員改選について
　⑶通常総会について
議長は金井副理事長に５月27日㈮スイスホテル南海大
阪にて開催する通常総会について説明させ、夏目相談役
にお願いすることが承認された。

　⑷創立50周年記念事業について
議長は金井副理事長に総会終了後に行う記念式典・記
念講演・祝賀会について説明させ、準備の都合で記念
式典・祝賀会を浪華ＢＣＤ、記念講演を浪華Ａにて行う
こととした。なお、緊急事態宣言が発令された場合は延
期せず事業自体を中止することとする。

　⑸支部編成について
議長は金井副理事長に支部編成について説明させ、中
央支部と東支部合併後の支部名を東支部とすることが
承認された。なお、今年度の本部役員推薦者数は現状通
りとする。

第608回理事会報告
日　　時 令和４年５月12日㈭　午後６時
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長
出　　席　19名（本人18　書面１）
審議事項
　⑴監査を受けた決算関係書類の承認について
議長は伊藤副理事長に監事の監査を受けた令和３年度
決算関係書類について説明させ、承認された。

　⑵予算について
議長は伊藤副理事長に予算について資料を基に詳細に
説明させ、承認された。

　⑶通常総会について

議長は金井副理事長に通常総会進行等の最終確認と総
会の円滑な進行への協力依頼がなされた。

　⑷記念式典・講演・祝賀会について
議長は金井副理事長に記念式典・講演・祝賀会の最終
確認と円滑な進行への協力依頼がなされた。

第609回理事会報告
日　　時 令和４年６月９日㈭　午後６時
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長
出　　席　17名
審議事項
　⑴出資配当金の還付方法について
議長は金井副理事長に総会で承認を受けた出資配当金
の還付方法について説明させ、税引き後の金額が１万円
未満は会費に充当相殺し、１万円以上は会費充当もしく
は現金（振込）支払いとすることが承認された。

　⑵委員会編成について
議長は金井副理事長に委員会編成について説明させ、
以下（◎は委員長）の通り承認された。７月理事会までに
委員会を開催し、今期方針である『研鑚と寄与』に沿った
事業活動について検討、それぞれ２案を７月理事会で発
表することとした。

　　総務・財務　金井和人副理事長
　　組織委員会 笠谷周正副理事長、◎木南憲二、岸田充

正、長澤達也、上田亨二
　　広報委員会 松林泰弘副理事長、◎橋本幸代、松原久美

子、大亦康雄、大島祥一
　　厚生委員会 夏目健一副理事長、◎山岸友彦、荒井慎

一、松本正敏、石井大介
　　事業委員会 堀ノ江良副理事長、◎柏原将吾、秋村敬

三、伊藤陽祐、中元秀行

第610回理事会報告
日　　時 令和４年７月14日㈭　午後６時
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長
出　　席　18名（本人11　書面７）
審議事項
　⑴事業活動について
議長は事業活動についてそれぞれの委員会担当者より
説明させ、引き続き検討していくこととした。

　⑵移動理事会について
議長は金井副理事長に移動理事会について説明させ、
８月５日㈮四季まつりにて16時より開催することが承認
された。

　⑶新年交歓会会場について
議長は金井副理事長に新年交歓会会場について説明さ
せ、第１候補としてホテルモントレグラスミア大阪（令
和５年１月24日㈫）とし、第２候補を帝国ホテル（令和５
年１月20日㈮）とした。
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あとがき
　本年度は役員改選があり委員会メンバーも変わったの
で、今までで１番準備期間が短かったように感じていま
す。今回委員長を拝命し、未だに務まるのかと不安では
ありますが、出来る限り努力していきたいと思っており
ます。
　時間に余裕はなかったのですが、良い機関誌を作ろう
と広報担当の松林副理事長を筆頭に、メンバーの松原さ
ん、大亦さん、大島さんと共に一致団結し取り組むこと
ができました。
　また、今回の記念号発行にあたり、記念広告並びに記
事等にご協力を頂きました皆様へ感謝を申し上げます。
　コロナ禍の影響で事業の中止や延期があり、記念式典
ができてほっとしたのも束の間、また感染者が増えてい
ます。手洗い・うがい・消毒を忘れがちだった人（私）は、
改めて気をつけてくださいね。
 広報委員長　橋本　幸代

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　〒543-0027
 TE L06（6771）9010㈹
 FAX06（6774）0426
発行人 松　本　　優
 （大阪広告美術協同組合理事長）

編集人 広報文化委員会

OAC 創立50周年記念号　№235 （令和４年８月30日発行）

お知らせ
◇代表者変更
　・東 支 部　㈲塗夢創屋
　　　　　新　松原　　崇
　・東 支 部　㈱ミツワプランニング
　　　　　新　天野　智敦

◇社名変更
　・賛助会員　アイケーシー㈱
　　　　　新　ＩＫＣＳ㈱

◇支部変更
　・㈱アドバンスサイン
　　　　　新　北支部
　・㈱オオサカネーム
　　　　　新　北支部
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名刺広告＆賛助会員

東 支 部
 支部長 秋　村　敬　三
  （㈲秋村泰平堂）
提灯製造・卸

有限会社 秋 村 泰 平 堂
代表取締役　秋　村　敬　三

〒542-0064 大阪市中央区上汐1－1－11
 TEL ６７６１-７５４０／FAX ６７６１-７５２９

木工装飾の製作及び販売

Atelier CCC 株 式 会 社
代表取締役　原　口　一　郎

〒581-0041 八尾市北木の本1－25－2
 TEL ０７２-９９０-４５０１／FAX ０７２-９９０-４５１１

haraguchi@atelierccc.jp

看板製作・施工

株式会社 石川デザイン工芸
代表取締役　石　川　浩　司

〒583-0995 大阪府南河内郡太子町太子47－１
 TEL ０７２１-２６-７１６１／FAX ０７２１-２６-７１６２

koji4848@aroma.ocn.ne.jp

看板・テント

株式会社 岩 井
代表取締役　岩　井　正　行

〒544-0022 大阪市生野区舎利寺1－7－12
 TEL ６７４１-９２９０／FAX ６７４１-５３０３

屋外広告・看板電飾・懸垂幕・横断幕

上 六 広 告 株 式 会 社
代表取締役　木　下　純　之

〒543-0002 大阪市天王寺区上汐3－2－20
 TEL ６７７１-４７８６･８０８１／FAX ６７７９-０５０７

徽章・バッチ･メタル・サイン等製造販売

大 亦 商 店
大　亦　康　雄

〒546-0035 大阪市東住吉区山坂4－8－19
 TEL ６６９２-２２２９／FAX ６６９２-２７２２

marumokko-omata@oct.zaq.ne.jp

看板

株式会社 カ タ ウ ラ 工 芸
代表取締役　形　浦　修　司

〒577-0015 東大阪市長田1－2－17
 TEL ６７８９-１９１２／FAX ６７８８-７２７５

株式会社 カ マ ダ 工 芸
代表取締役　鎌　田　和　重

〒577-0067 東大阪市高井田西1－1－5
 TEL ６７８３-５５６１／FAX ６７８２-０５６５
info@kamada-kogei.co.jp　http://www.kamada-kogei.co.jp

電飾･書文字看板･ネオン工事･テント･シート･カッティング文字加工

共 栄 社
森　　　豊　彦

〒581-0084 八尾市植松町4－8－22
 TEL ０７２-９２２-７４１４／FAX ０７２-９９４-５４６９

広告電気照明メーカー

協 和 電 工 株 式 会 社
代表取締役　梅　原　敏　裕

〒547-0041 大阪市平野区平野北1－7－12
 TEL ６７９２-５０００㈹／FAX ６７９２-５２５５
kikaku@kyowadenco.co.jp　https://www.kyowadenco.co.jp

株式会社 劇 団 往 来
代表取締役　森　川　英　雄

〒540-0028 大阪市中央区常盤町2－4－2 一久ビル４F
 TEL ６９４５-４６５５／FAX ６９４５-４６５１

ourai@vega.ocn.ne.jp　http://www.gekidan-ourai.jp

セロハン加工及びカッティングシート加工

公 成 社
西　村　耕　一

〒577-0006 東大阪市楠根１－10－29
 TEL ６７４６-７７７９／FAX ６７４６-２１１９

ko-nishi@rd5.so-net.ne.jp

金属エッチング加工･看板･案内図･ネームプレート・表札

株式会社 光 陽 銘 板
代表取締役　岸　田　仁　良
担　　　当　岸　田　充　正

〒547-0001 大阪市平野区加美北8－4－8
 TEL ４３０３-７７１３／FAX ４３０３-１８７２

koyo-m@jeans.ocn.ne.jp

紙卸売・プラスチックシート販売

株式会社 五　　　　　　徳
代表取締役　𠮷　田　勝　一

〒578-0966 東大阪市三島２－８－21
 TEL ６７４７-１７０１／FAX ６７４７-１７０３

deguchi@gotoku-p.co.jp
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チャンネル文字・鈑金枠製作

斉 藤 鈑 金 工 作 所
斉　藤　達　雄

〒547-0025 大阪市平野区瓜破西2－3－14
 TEL ６７０５-２９１７／FAX ６７９０-７０９３

看板製作と取付・プラスチック加工・外装

株式会社 貞 岡 工 芸 社
代表取締役　貞　岡　克　彦

〒543-0043 大阪市天王寺区勝山2-21-2
 TEL 6771-8400･2918／ FAX 6771-2918／工場／6704-7573

sadaoka@osk2.3web.ne.jp

プラスチック加工

三晃プラスチック工業株式会社
代表取締役　金　井　和　人

〒583-0848 羽曳野市川向2061
 TEL ０７２-９５８-０４４７／FAX ０７２-９５８-０４８７

舞台美術･テレビ･展示会･イベント等の装飾セット製作･看板製作

株式会社 シ ー ピ ー
代表取締役　堀ノ江　　　良

〒578-0984 東大阪市菱江2－16－8
 TEL ０７２-９６６-６００１／FAX ０７２-９６６-６００３

cp@hh.iij4u.or.jp

マーキングシート・機械等の販売

シ ン エ ー 産 業
上　岡　秀　行

〒583-0856 羽曳野市白鳥3-5-16
 TEL ０７２-９５７-７６７１／FAX ０７２-９５７-７６７２

sineihk@yahoo.co.jp

看板設計・施工・アクリル加工､ 看板から工業まで展示､ ウィンド等装飾

株式会社 大 協 社
代表取締役　伊　藤　和　也

〒547-0011 大阪市平野区長吉出戸6－14－36
 TEL ６７０５-７８８８／FAX ６７０５-５３００

http://www.daikyosha.co.jp

展示装飾・舞台・テレビ大道具製作

有限会社 高 洲 工 芸
代表取締役　茂　利　孝　二

〒660-0805 尼崎市西長洲町3－2－9
 TEL ６４８８-５６７９／FAX ６４８８-２６２１

takasu-kougei@r4.dion.ne.jp

装飾及び看板金物・広告塔・広告鈑金・建築金物・アルゴン・其他製作一式

株式会社 高  山  製  作  所
代表取締役　髙　山　晃　秀

〒537-0023 大阪市東成区玉津２－６－11
 TEL ６９８１-０５００／FAX ６９７４-０５３０

takayama-ss@mub.biglobe.ne.jp

テレビ･舞台美術､ 施設運営､ 内装･装飾、造形企画立案､ 設計施工管理､ 運営進行管理

株式会社 つ む ら 工 芸
代表取締役　浜　田　　　晋

〒550-0003 大阪市西区京町堀2－12－24
 TEL ６４４８-２７６１／FAX ６４４８-２７６４
front@tsumura-kogei.com　http://www.tsumura-kogei.com/

屋外広告看板枠の製造販売

株式会社 電 飾 工 業
代表取締役　三　浦　亮　一

〒577-0836 東大阪市渋川町4－5－12
 TEL ６７２２-３０６１～４／FAX ６７２７-２５７４

各種サイン製作･取付工事･レーザー加工・ダイレクトプリント･シルク印刷

有限会社 塗
ト

    夢
ム

    創
ソ ウ

    屋
ヤ

取締役会長　松　原　久美子
代表取締役　松　原　　　崇

〒542-0012 大阪市中央区谷町6－2－2
 TEL ６１９１-０８５８／FAX ６７６２-２５７７

matubara@tomsouya.co.jp

照明器具製造販売及び看板用資材販売

株式会社 ナ ニ ワ
代表取締役　田　辺　光　代
担　　　当　百　田　正　仁

〒581-0027 八尾市八尾木1－233
 TEL ０７２-９２２-０２４５／FAX ０７２-９９１-３７７９
m-momota@ibex-naniwa.co.jp　http://www.ibex-naniwa.co.jp

看板製造及取付

日 東 広 告 社
田　中　義　昭

〒556-0006 大阪市浪速区日本橋東2－2－6
 TEL ６６４１-８１５５／FAX ６６４１-８１５５

コンピュータ切文字制作・鉄骨電照サイン制作一式

株式会社 Ｈ Ａ Ｒ Ａ
代表取締役　原　　　大　介

〒581-0869 八尾市桜ヶ丘2－95
 TEL ０７２-９９６-７９５６／FAX ０７２-９９９-５８９１

サイン全般

バ ン ブ ー カ ン パ ニ ー
光　武　　　勉

〒543-0002 大阪市天王寺区上汐3－8－11－904
 TEL ７５０４-７６２９／FAX ７５０４-７６３０

bamboo.kk216@gmail.com

ネオン・サイン・電飾看板・屋外広告設計施工

ヒカリネオン株式会社
代表取締役　山　田　善　輝

〒538-0041 大阪市鶴見区今津北3－3－2
 TEL ６９６９-７６９１／FAX ６９６９-７６９３

hikarineon@mx7.alpha-web.ne.jp
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塗装工事全般､ ネオン工事、電飾看板・屋外広告全般

株式会社 ヒ ノ テ ッ ク
代表取締役　日　野　守　之

〒573-0047 枚方市山之上2－17－1
 TEL ０７２-８４３-５２２５～７／FAX ０７２-８４４-５２５４

屋外広告看板・電飾ネオン

富 士 広 告 株 式 会 社
代表取締役　北　野　長　和

〒577-0841 東大阪市足代3－9－22
 TEL ６７２８-９００１／FAX ６７２８-９００２

o-kitano@ja3.so-net.ne.jp

店舗装備・ディスプレイ・高級看板

不 二 工 芸 株 式 会 社
代表取締役　中　筋　尚　一

〒551-0002 大阪市大正区三軒家東2－10－8
 TEL ６５５４-５９３０㈹／FAX ６５５４-７３３３

kayak@mist.ocn.ne.jp

サイン全般

有限会社 プ ラ ス
代表取締役　荒　井　慎　一

〒536-0016 大阪市城東区蒲生1－4－25
 TEL ６９３３-７８７８／FAX ６９３３-０８０８

info@plus-co.jp　http://plus-co.jp

サイン・広告

株式会社 ミツワプランニング
代表取締役　天　野　智　敦

〒530-0047 大阪市北区西天満5－8－3
 TEL ６３６３-３５００／FAX ６３６３-３５１０

看板製造・取付

株式会社 村 上 造 型
代表取締役　河　上　信　博

〒542-0062 大阪市中央区上本町西3－2－6
 TEL ６７６２-８６２１／FAX ６７６８-５８０２

m.zoukei@giga.ocn.ne.jp

電飾看板･屋内外広告看板製造･販売･取付

株式会社 桃 太 郎
代表取締役　笠　谷　周　正

〒542-0075 大阪市中央区難波千日前7－12
 TEL ６６３１-５７０１／FAX ６６４３-６２７２

sogo@momosign.com　http://www.momosign.com

レタリング一般、看板製作施工

レタリングスタジオ KASAMATSU
笠　松　峰　男

〒536-0004 大阪市城東区今福西3－10－11
 TEL ６９３９-４４５３／FAX ６９３９-５７６２

有限会社 レ ッ ド ホ ッ ト
代表取締役　小　寺　俊　秀

〒542-0081 大阪市中央区南船場1－6－17　大桑ビル3階
 TEL ６２６８-７００５／FAX ６２６８-７００４

redhot-kodera@clock.ocn.ne.jp

西 支 部
 支部長 長　澤　達　也
  （㈱本州堂）
看板製造・取付・アクリル・粘着シート加工

有限会社 浅 井 看 板 店
代表取締役　浅　井　　　悠

〒554-0012 大阪市此花区西九条2-7-19
 TEL ６４６５-７３９０／FAX ６４６５-７３９３

sign@asai-sign.jp

屋外広告・媒体物・企画・調査から製作まで全国ネットサービス

アド・ブレーン株式会社
代表取締役　藤　井　謙　一

〒557-0014 大阪市西成区天下茶屋3-14-10
 TEL ６６５４-１７１１／FAX ６６５３-５１７３

ad-brain@aia.ne.jp

屋外広告看板・プラスチック電飾看板・車輌サイン・カッティング加工

有限会社 一 心 堂
取締役会長　夏　目　敏　昭
代表取締役　夏　目　健　一

〒552-0003 大阪市港区磯路3－12－26
 TEL ６５７１-０７１３･０３４３／FAX ６５７１-５５７３
mac@sign-isshindo.co.jp　http://www.sign-isshindo.co.jp

アクリ、塩ビ、板加工・切文字全般

エ ム 工 芸
森　岡　常　明

〒553-0006 大阪市福島区吉野2－4－3
 TEL ６４４１-８５９０／FAX ６４４３-８５９０

msan@f6.dion.ne.jp
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看板全般

追 分 看 板 店
追　分　直　二

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1－19－19
 TEL ６４４３-０５１６／FAX ６４４３-７６２６
kanban.oiwake@nifty.com　http://homepage2.nifty.com/oiwakekanban/

ディスプレイ・インテリア材料販売・加工

株式会社 キ ヌ ガ ワ
代表取締役　衣　川　正　一
営業部部長　石　川　　　洋

〒559-0016 大阪市住之江区西加賀屋2-4-9
 TEL ６６８１-０７４１／FAX ６６８１-８５２２

info@kinugawa.com　http://www.kinugawa.com

各種看板・プラスチック電飾看板

コ ニ シ 工 芸
小　西　恭　正

〒558-0033 大阪市住吉区清水丘3－16－8
 TEL ６６７１-３３１０／FAX ６６７１-５２２４

テント・看板・コンピューターカッティング・鉄骨工事

株式会社 サ ワ イ
代表取締役　澤　井　耕　一

〒535-0031 大阪市旭区高殿4－4－23
 TEL ６９５５-５０００／FAX ６９５５-５００７

sawai@tomato.ne.jp

レタリング・カッティング加工・施工全般

サ ン シ ャ イ ン 企 画
伊　達　　　實

〒552-0002 大阪市港区市岡元町3－4－16
 TEL ６５８６-３３６０／FAX ６５８６-３４６４

date_sun@f3.dion.ne.jp

スクリーン印刷全般・各種サイン・企画制作・大型インクジェット出入力

株式会社 シギスタデイオ
代表取締役会長　信　貴　　　優
代表取締役社長　信　貴　理　伸

〒556-0023 大阪市浪速区稲荷2－１－16
 TEL ６５６８-２５５５／FAX ６５６７-０９６９

info@shigistudio.co.jp　http://www.shigistudio.co.jp/

電装看板・一般看板

シ ラ イ 工 芸
白　井　　　聡

〒558-0043 大阪市住吉区墨江1－10－8
 TEL ６６７１-３５６３･６６７８-６３５６／FAX ６６７１-３５６４

info@shirai-kougei.com

あらゆるサインの設計・施工

有限会社 創 元
代表取締役　岡　田　　　武

〒591-8044 堺市北区中長尾町1－7－1
 TEL ０７２-２５５-３９３９／FAX ０７２-２５７-６３３３

sog@pearl.ocn.ne.jp

交通広告・球場広告・屋外広告

第 一 宣 伝 株 式 会 社
代表取締役　伊　藤　陽　祐

〒553-0003 大阪市福島区福島5-1-12（阪神福島駅ビル）
 TEL ６４５１-０４５２㈹／FAX ６４５１-０４６０

info@daiichisenden.co.jp

屋外ネオン広告・電飾看板の企画・製作・取付・建築・電気・鋼構造物の工事・損害保険の代理業務

株式会社 中 外 ネ オ ン
代表取締役　吉　永　康　雄

〒566-0052 摂津市鳥飼本町5－11－22
 TEL ０７２-６５３-２５３０／FAX ０７２-６５３-２６３５

chugai-n@cup.ocn.ne.jp

スクリーン印刷・スコッチプリント・旗・幕・テント・シート・大型インクジェット

テ ン 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長　古　庄　雄　二
代表取締役専務　古　庄　　　修

〒552-0001 大阪市港区波除2－7－23
 TEL ６５８２-４１０１／FAX ６５８２-４１０２

info@the10.co.jp　http://www.the10.co.jp/

テント・シート建設資材の加工・たれ幕・横断幕の製作・インクジェット出力加工

株式会社 ナ ニ ワ
代表取締役　刀　祢　賢 一 郎

〒566-0064 摂津市鳥飼中2－4－14
 TEL ６３８１-５３２６／FAX ０７２-６５４-７１４０

naniwa@galaxy.ocn.ne.jp　http://www.kk-naniwa.com

テント・シート・看板設計・施工

株式会社 ニシマツテント
代表取締役　西　松　勇　介

〒535-0003 大阪市旭区中宮5－1－21
 TEL ６９５２-１０４３／FAX ６９５４-７９８４

y66012596@yahoo.co.jp

看板・テント

西 森 テ ク ノ 株 式 会 社
代表取締役　西　森　賢　二

〒583-0008 藤井寺市大井1－4－60
 TEL ０７２-９５２-２３０９／FAX ０７２-９５２-２８３３
shigehiko@nishimori21.com　http://www.nishimori21.com

プラスチックの彫刻看板及び表示板・プラスチック名札バッチ製作及びプラスチックの加工・あらゆる金属の彫刻

有限会社 阪神彫刻工業所
代表取締役　中　元　秀　行

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲3－4－15
 TEL ６４５３-０８９１／FAX ６４５１-１５３２
info@hanshinchokoku.co.jp　http://www.hanshinchokoku.co.jp

屋外広告全般

ヒ ロ タ 工 芸
廣　田　直　也

〒551-0031 大阪市大正区泉尾3－22－14
 TEL ６５５１-０１０１／FAX ６５５１-１１０６

yasutoshi@s-hsp.com
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ネオン看板・屋内外サイン工事・カッティングシート切文字加工・一般塗装

富 士 電 装 株 式 会 社
代表取締役　米　田　幸　司

〒553-0005 大阪市福島区野田6－3－36
 TEL ６４６８-３１６１／FAX ６４６１-４８３１

info@fuji-denso.com　https://www.a-signworks.com

各種看板・プラスチック看板・カッティングシート

フ タ バ 工 藝 社
宇　都　俊一郎

〒556-0029 大阪市浪速区芦原1－3－8
 TEL ６５６１-３１８７／FAX ６５６１-３１８７

POP資材・販売促進材料販売・POP企画・店内看板装飾・印刷

株式会社 ブンショードー
代表取締役　細　井　洋　久

〒558-0003 大阪市住吉区長居4－3－21
 TEL ６６０６-１００１／FAX ６６９２-２０８２

bsd@mug.biglobe.ne.jp

広告代理業及び広告物の製作

株式会社 本 州 堂
代表取締役　長　澤　達　也

〒542-0081 大阪市中央区南船場4－12－24－7
 TEL ６２４５-７５００／FAX ６２４５-５２９５
t-nagasawa@naninunet.co.jp　http://www.naninunet.co.jp/hsd/

電飾看板・ネオン工事・総合看板設計

松 岡 広 告 株 式 会 社
代表取締役　松　岡　裕　二

〒558-0046 大阪市住吉区上住吉1－3－24
 TEL ６６７５-５３７３／FAX ６６７５-５３７６

看板全般

株式会社 マ ツ ヤ サ イ ン
代表取締役　松　井　　　清

〒571-0002 門真市岸和田3－6－3
 TEL ０７２-８８３-９２９０／FAX ０７２-８８３-９２９０

matsuya.sign@cyber.ocn.ne.jp

各種看板製作・施工・プラスチック板加工・マーキングフィルム加工

株式会社 ミ リ オ ン
代表取締役　山　岸　友　彦

〒555-0023 大阪市西淀川区花川2－21－28
 TEL ６４７４-０３１４／FAX ６４７４-８１０５

mail@1000000.co.jp　http://www.1000000.co.jp

あらゆる看板･ネオン製作一式･カッティングシート切文字加工一式

モ リ 工 芸 社 事 業 部
森　　　典　嗣

〒552-0023 大阪市港区港晴1－10－23
 TEL ６５７１-００２６／FAX ６５７１-８８６０

info@morikougei.com　http://www.morikougei.jp

テント・シート・装飾テント・ヨットセール・ワイヤーロープ・作業衣・船舶金物

ヤ ス オ カ 株 式 会 社
代表取締役　安　岡　昌　雄

〒556-0021 大阪市浪速区幸町3－8－16
 TEL ６５６７-３３５１／FAX ６５６７-３３５０

yasuoca@bca.bai.ne.jp

アクリ･塩ビ･ディスプレイ加工･看板･その他･材料販売

株式会社 ヤ マ テ ッ ク
代表取締役　青　山　良　一

〒590-0017 堺市堺区北田出井町1－5－9
 TEL ０７２-２２２-３６７５／FAX ０７２-２２７-００３７

yamatec@blue.ocn.ne.jp

看板全般

株式会社 ラ イ ン ア ー ト
代表取締役　繁　田　洋　介

〒559-0024 大阪市住之江区新北島5－2－66
 TEL ６６８３-６４８１／FAX ６６８３-６４８２

lineart@bu.iij4u.or.jp

南 支 部
 支部長 石　井　大　介
 （サインクラフト　イシイ工芸）
看板製作

有限会社 ア ド 工 芸
代表取締役　清　水　啓　二

〒631-0055 奈良市大和田町263－3
 TEL ０７４２-４３-３９８５／FAX ０７４２-４８-８１２９

adver@e-net.or.jp

看板・ネオン・テント

アドマックキョーエイ株式会社
代表取締役　金　井　和　人

〒582-0027 柏原市円明町686－1
 TEL ０７２-９７５-２９７７／FAX ０７２-９７５-２９７８

admac58@ia4.itkeeper.ne.jp
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屋内外広告看板の企画・設計・制作並びに施工

アポロサイン株式会社
代表取締役　河　口　伸　一

〒590-0955 堺市堺区宿院町東1－2－8
 TEL ０７２-２３２-３６１０／FAX ０７２-２２９-３９２１

staff@apollosign.co.jp　http://www.apollosign.co.jp

看板全般

株式会社 ア リ シ ア
代表取締役　岡　野　稔　功

〒597-0021 貝塚市小瀬529－１
 TEL ０７２-４３６-１１３０／FAX ０７２-４３６-１１３１

okano@alishia.net　https://www.alishia.net

サイン工事一式

株式会社 飯 島 工 業
代表取締役　飯　島　旬　也

〒590-0804 堺市堺区緑ヶ丘南町2丁2－3
 TEL ０５０-１４９６-４６８７／FAX ０７２-２４２-４３８８

iijima.industry@gmail.com

看板全般

サインクラフト イ シ イ 工 芸
石　井　大　介

〒593-8312 堺市西区草部834
 TEL ０７２-２７３-０４６０／FAX ０７２-２７３-０４６１

kanban@ishiikougei.com

塩ビ・アクリ板・カッティングシートの販売

ウメタニ商事株式会社
代表取締役　梅　谷　　　護

〒591-8002 堺市北区北花田町4丁94－37
 TEL ０７２-２５２-３５３５／FAX ０７２-２５５-８１０７

umesho@umeshocorp.co.jp　http://umesho1983.com

各種看板・表示板・銘板

栄 光 美 芸 株 式 会 社
代表取締役　辻　本　良　彦

〒590-0821 堺市堺区大仙西町4－126－5
 TEL ０７２-２４７-３７０２／FAX ０７２-２４７-９３１１

看板・企画・製作・施工

株式会社 OSエンジニアリング
代表取締役　平　山　　　誠

〒594-1103 和泉市浦田町99－１
 TEL ０７２５-９９-８３０２／FAX ０７２５-９９-８３０３

info@os-eng..jp

看板製作

小 笠 原 サ イ ン
小笠原　誠　二

〒594-0022 和泉市黒鳥町3－3－45
 TEL ０７２５-４６-８８９０／FAX ０７２５-４６-８８９１

テント・シート・看板・展示

株式会社 カ シ ヤ マ
代表取締役　樫　山　宗　嗣

〒590-0026 堺市堺区向陵西町3-1-30　第2カシヤマビル
 TEL 本社０７２-２２１-６６１１／FAX ０７２-２２１-３３３５

看板全般

上 一 工 芸
溝　上　耕　一

〒596-0831 岸和田市畑町1－22－11
 TEL ０７２-４２７-４３０５／FAX ０７２-４２７-４３０６

クリエイティブサインボードスタジオ

看 太 郎
廣　田　満　也

〒599-8234 堺市中区土塔町3088－2
 TEL ０７２-２３４-０１９９／FAX ０７２-２３４-０１９５

sign@kantaro.jp　http://kantaro.jp/

看板製作・取付

看 板 の よ ろ ず や
原　　　騎　之

〒580-0043 松原市阿保1－16－12
 TEL ０７２-３３２-４６２８／FAX ０７２-３３２-４６２９

看板制作

C l i m b  S i g n株式会社
代表取締役　緒　方　　　智

〒585-0035 大阪府南河内郡河南町寛弘寺853－１
 TEL ０７２１-６５-８２１１／FAX ０７２１-５５-４７０３

climbsign11@gmail.com

広告看板

サ イ ン・ ア ー ト
浦　　　正　文

〒584-0085 富田林市新家1－2－17
 TEL ０７２１-２５-４１６１／FAX ０７２１-２５-４１６９
signart4161@gaia.eonet.ne.jp　http://www.signart-ad.com

プラスチック板､ 加工看板､ 資材卸

株式会社サインズドットコム 大阪本社
代表取締役　𠮷　田　　　司

〒595-0033 泉大津市板原2－8－10
 TEL ０７２５-３３-８２５０／FAX ０７２５-３３-８２５５

skishida@sea.plala.or.jp

広告看板製作・取付

株式会社 堺 博 光 社
代表取締役　松　林　泰　弘

〒590-0820 堺市堺区高砂町2－75－2
 TEL ０７２-２４３-００７７／FAX ０７２-２４５-４５０８

s-hakko@aioros.ocn.ne.jp
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看板・デザイン・施工

サ カ タ 工 芸
酒　田　雅　俊

〒591-8013 堺市北区野遠町376－1
 TEL ０７２-２５５-０６３３／FAX ０７２-２５５-０６３３

彫刻機及び資材販売・彫刻加工

巧 商 行
森　井　正　憲

〒594-0004 和泉市王子町1－4－41
 TEL ０７２５-４４-２４４５／FAX ０７２５-４３-７８１２

看板全般

田 崎 看 板 工 芸 社
田　崎　保　洋

〒590-0021 堺市堺区北三国ヶ丘町1－1－24
 TEL ０７２-２２１-７８３４／FAX ０７２-２３３-８７２４

広告電気資材卸

株式会社 東 洋 商 事
代表取締役　西　井　謙　二

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里5－19－27
 TEL ６７９７-５７２６／FAX ６７０２-３８９３

各種看板・プラスチック造型看板

ト ク ダ 看 板 イ ン 土
ハ

師
ゼ

徳　田　賢　志
〒599-8238 堺市中区土師町3丁5－9
 TEL ０７２-２７０-２０１６／FAX ０７２-２７０-３５１６
qqa47rs9k@smile.ocn.ne.jp  http://www3.ocn.ne.jp/~tokukan

西 島 工 芸
西　島　　　優

〒590-0126 堺市南区泉田中254－3
 TEL 072-289-7859／ FAX 072-289-7863

看板全般

株式会社 白 竜 社
代表取締役　高　橋　成　光

〒590-0056 堺市堺区神保通3－9
 TEL ０７２-２３２-６３９３／FAX ０７２-３５０-８６７０

kuni@hakuryusha.co.jp

阪 堺 広 告
内　田　猛　夫

〒599-8245 堺市中区辻之809
 TEL 072-235-6660／ FAX 072-235-2945

看板製作・取付

一
ピン

工 芸
木　南　憲　二

〒596-0101 岸和田市包近町516－２
 TEL 072-440-3377／ FAX 072-440-3399

ken@pin-kougei.com　http://www.pin-kougei.com

ネオン・電飾看板設計施工取付

株式会社 フ ジ ネ オ ン
代表取締役　松　本　　　優

〒590-0836 堺市堺区楠町３－４－12
 TEL 072-245-7174／ FAX 072-245-8749

info@fujineon.co.jp　http://www.fujineon.co.jp

看板全般

有限会社 藤 原 工 芸
代表取締役　藤　原　健　策

〒594-1104 和泉市万町944
 TEL 0725-55-2898／ FAX 0725-55-1615

k-fujiwara@siren.ocn.ne.jp

屋外広告・広告代理店

プラスアート株式会社
代表取締役　𠮷　田　晋　介

〒594-0052 和泉市阪本町246－４
 TEL 0725-24-1646／ FAX 0725-24-1647

info@plus-art.jp　http://www.plus-art.jp

看板全般

マ ル ビ S i g n
半
ナ カ ラ イ

井　美　行
〒587-0041 堺市美原区菅生178－74
 TEL 072-369-7302／ FAX 072-369-7301

UV5出力機・durstP5（高速ダイレクト印刷）・リボード製作・マルチカット機

株式会社 ミケランジェロ
代表取締役　香　西　良　晴

〒559-0031 大阪市住之江区南港東3－1－26
 TEL 6613- ５７８５／FAX 6613- ５７８１

info@michelangelo.co.jp

広告媒体

株式会社 美 原 広 告
代表取締役　平　本　　　孝

〒587-0032 堺市美原区さつき野東3－2－20
 TEL ０７２-３６２-７５０６／FAX ０７２-２２０-０７００

miharakoukoku@k6.dion.ne.jp

装飾テント・シート・看板

山 中 田 テ ン ト 製 作 所
松　本　正　敏

〒584-0036 富田林市甲田１－８－８
 TEL 0721-25-7064･7363／ FAX 0721-25-7363

yamatyuda@osaka.email.ne.jp
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野立て広告・屋外広告・各種電飾看板・各種トタン看板・施工

湯 井 製 作 所
湯　井　　　勇

〒599-8241 堺市中区福田483
 TEL 072-236-9325／ FAX 072-236-0746

北 支 部
 支部長 大　島　祥　一
  （㈱山崎標記）
店舗改装・看板・広告・ホームメンテナンス

株式会社 ア ー ト 広 業
代表取締役　眞　鍋　安　則

〒561-0894 豊中市勝部１－９－27
 TEL 6843-3312㈹・（工場）6855-0816／ FAX 6843-3310

t-yamamoto@artkogyo.co.jp

電飾・平看・切り文字・制作・取付

ア ー ト メ イ キ ン グ 雅
畠　田　温　司

〒533-0021 大阪市東淀川区下新庄2－7－18－101
 TEL 6325- ７６６３／FAX 6325- ７６６３

info@art-miyabi.com　http://www.art-miyabi.com/

屋外広告物の企画・製作

株式会社 ア ド エ ー ス
代表取締役　悦　　　美　子

〒661-0021 尼崎市名神町３－15－１
 TEL 6424- ６６１７／FAX 6424- ６６１８

info@ad-ace.jp　http://www.ad-ace.jp

ネオン・看板製作及販売

株式会社 アドバンスサイン
代表取締役　矢　野　将　祟

〒564-0004 吹田市原町2－4－3－1
 TEL ４８６１-７３３０／FAX ６１７０-３３７９

屋外広告・ディスプレイ全般、テレビ・ラジオ等広告全般

株式会社 エヌグローイング
代表取締役　古　澤　みちよ

〒530-0027 大阪市北区堂山町1－5　三共梅田ビル5階
 TEL ４３０９-６７６７／FAX ４３０９-６７７４

箱文字・電照文字・ネオン文字・切文字・各種看板製作、スクリーン印刷、金属装飾加工

株式会社 オオサカネーム
代表取締役　井　手　義　治

〒561-0881 豊中市中桜塚2－20－12　田中ビル403
 TEL ４９６７-１１３１／FAX ４９６７-１１３２

電飾･一般看板設計､ 製作､ レタリング､ カッティングシート､ 切文字､ 店舗装飾､ ディスプレイ

株式会社 オ オ ワ ン 企 画
代表取締役　大　湾　政　次

〒554-0012 大阪市此花区西九条4－3－26
 TEL ６４６７-７７１７／FAX ６４６７-７７１８

osaka@ohwan.com

展示装飾・広告看板

株式会社 岡 野 工 芸 社
代表取締役　上　田　伸　一
会　　　長　岡　野　守　博

〒564-0044　吹田市南金田2－19－10
 TEL ６３８０-１３４６／FAX ６３３０-７０３８

okanosan@pc4.so-net.ne.jp

テント・シート＆リース・電飾看板

柏 原 テ ン ト 株 式 会 社
代表取締役　柏　原　将　吾

〒567-0037 茨木市上穂東町6－13
 TEL ０７２-６２６-１０１０㈹／FAX ０７２-６２２-６６９３

kashi10@pearl.ocn.ne.jp

看板・ネオン設計・製作・施工

加 藤 広 告 株 式 会 社
代表取締役　加　藤　　　健

〒532-0022 大阪市淀川区野中南1－7－13
 TEL ６３０５-２３３１／FAX ６３０２-２７０９

屋内外看板企画・設計・施工、店舗内装、塗装工事、電気工事

株式会社 岸 本 工 芸 社
代表取締役　岸　本　富　男

〒661-0962 尼崎市額田町17－11
 TEL ６４９９-０７４１／FAX ６４９８-０３７９

k-kisi@estate.ocn.ne.jp

看板製作

コーソー・アートサイン有限会社
代表取締役　増　田　範　郎

〒566-0011 摂津市千里丘東4－11－18
 TEL ６３８１-６４２１／FAX ６３８２-３２０３
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サイン全般

有限会社 新 栄
代表取締役　水　沼　　　博

〒562-0031 箕面市小野原東1－3－16
 TEL ０７２-７３０-６１０６／FAX ０７２-７２８-５５５６

テント・シート・看板の企画・製造・施工

株式会社 セ　イ　コ　ー
代表取締役　奥　　　圭　介

〒567-0831 茨木市鮎川４－24－16
 TEL ０７２-６３５-１５９２／FAX ０７２-６３５-１５１６

seiko-tent@nifty.com　 http://www.seiko-tent.com

看板・展示装飾

セ ン ム 工 芸
　　　橋　本　治　彦
担当　橋　本　幸　代

〒561-0845 豊中市利倉2－9－32
 TEL ６８６６-１５９８／FAX ６８６６-１４９８

大型パネル絵の販売

株式会社 大 神
代表取締役　可　児　勝　喜

〒582-0023 柏原市国分東条町28-8
 TEL ０７２-９７６-１２２１／FAX ０７２-９７６-２３３３

dai-shin@arion.ocn.ne.jp

スコッチカル加工・施工、フリートマーキング設計・施工、屋外用ステッカー全般・窓用フィルム施工

デコラティブシステム株式会社
代表取締役　鶴　見　芳　令

〒564-0011 吹田市岸部南3－6－15
 TEL ６３１８-０６００／FAX ６３１８-０６０６

dcr@decora.jp　http://www.decora.jp

広告ネオンサイン全般

阪 神 ネ オ ン 有 限 会 社
代表取締役　前　田　親　孝

 〒661-0983 尼崎市口田中1－10－20－403 TEL 6492-1787／ FAX 6497-2992
［工場］ 〒561-0842 豊中市今在家町21－3 TEL 6865-2326／ FAX 6865-2326

hansineo@leto.eonet.ne.jp

交通看板取扱・看板製作

日 の 出 装 飾 有 限 会 社
代表取締役　岩　切　光　生

〒553-0001 大阪市福島区海老江7－1－26
 TEL ６４５１-２６０５／FAX ６４５１-２６０６

hinode@mx4.alpha-web.ne.jp

屋内外看板製作・施工

ファン ファクトリー株式会社
代表取締役　平　城　彰　雄

〒566-0051 摂津市安威川南町4－13
 TEL ０７２-６５３-５５６９／FAX ０７２-６５３-５６１８
seisaku@funfactory-n43.com　 http://www.funfactory-n43.com

サイン・ディスプレイ全般

有限会社 ベーシックジム
代表取締役　織　田　貴　子

〒530-0047 大阪市北区西天満3－2－6
 TEL ６３６２-８６２７／FAX ６３６２-８６２８
kanbanya3@basicgym.co.jp　 http://www.basicgym.co.jp

看板製作・取付

株式会社 平 成 美 装
代表取締役　尾　関　宗一郎

〒573-0127 枚方市津田元町2－54－10
 TEL ０７２-８０７-３７２３／FAX ０７２-８０７-３７２４

bheisei@lime.ocn.ne.jp

金属看板全般・銘板エッチング・ピット文字製作

株式会社 山 崎 標 記
代表取締役　大　島　祥　一

〒531-0076 大阪市北区大淀中2－8－21
 TEL ６４５１-１５３６／FAX ６４５３-２３４０

info@hyouki.net

名刺広告＆賛助会員

｜ 55｜



O A C 顧 問
５４５
００５２

大阪市阿倍野区阿倍野筋３─５─11
　前 衆議院議員 左　藤　　　章

TEL ６６２１─０３１０
FAX ６６２４─０７７７

５９２
８３３５

堺市西区浜寺石津町東４─１─４
　前 大阪府議会議員 釜　中　優　次

TEL （０７２）２４５─３９３９
FAX （０７２）２６６─７２１０

５４５
００２１

大阪市阿倍野区阪南町１─52─13
　大阪市会議員 木　下　𠮷　信

TEL ６６２１─２６５１
FAX ６６２４─８６５１

OAC賛助会員（順不同）
事　業　所　名 所　　在　　地 電 話 番 号 主な事業内容

三和サインワークス㈱
〒530－0001

大阪市北区梅田3－1－3
ノースゲートビルディング16Ｆ

TEL 6453-3002
FAX 6453-3022

アルミ・鈑金
規格・別注看板

ニ チ エ ㈱ 〒532－0033
大阪市淀川区新高1－6－28

TEL 6399-6601
FAX 6399-7501

粘着カラーフィルム各種
看板・装飾用塗料
その他広告用資材全般

㈱ 中 川 ケ ミ カ ル
大 阪 営 業 所

〒550－0021
大阪市西区川口2－8－28

TEL 6586-5520
FAX 6586-5521

カッティング・シート
タフカル・螢光・ウィンディ

新 和 興 業 ㈱ 〒555－0025
大阪市西淀川区姫里2－6－26

TEL 6473-1255
FAX 6473-6978

スコッチカル及びダイノック・
シート施工販売

㈱ニップコーポレーション
〒552－0007

大阪市港区弁天1－2－1
大阪ベイタワーオフィス12F

TEL 4395-1010
FAX 4395-0020

総合インテリア
壁装材・床材販売

好 川 産 業 ㈱ 〒550－0015
大阪市西区南堀江1－19－5

TEL 6538-3951
FAX 6531-7729

塗装用ハケ・ローラー
塗装機器・用品

㈱ ケ イ エ ス ビ ー 〒543－0043
大阪市天王寺区勝山2－2－14

TEL 6775-9220
FAX 6775-9232

事務用ＯＡ機器
キャノン･コクヨ･シャープ製品

Ｉ Ｋ Ｃ Ｓ ㈱ 〒533－0031
大阪市東淀川区西淡路4－3－4

TEL 7176-3320
FAX 7176-3323

マーキングフィルム各種
熱線､ ＵＶカットフィルム

松 倉 商 事 ㈱ 〒577－0065
東大阪市高井田中3－6－32

TEL 6782-9051～3
FAX 6782-9054 塗料・溶剤全般

フ ジ 建 機 リ ー ス ㈱ 〒590－0901
堺市堺区築港八幡町1－23

TEL 072-229-1150
FAX 072-229-1522

高所作業車･クレーン･フォーク
リフト等リース･レンタル

大 生 塗 装 工 業 ㈱ 〒552－0003
大阪市港区磯路3－10－20

TEL 6577-7716
FAX 6571-5878

塗装・住環境改善・アスベスト
対策工事・防水工事

㈱ホケンプロジェクト
〒530－0055

大阪市北区野崎町7－8
梅田パークビル６階

TEL 6809-1130
FAX 6809-1131
hokenproject@able.ocn.ne.jp

各種保険取扱い

エ プ ソ ン 販 売 ㈱
〒530－6122

大阪市北区中之島3－3－23
中之島ダイビル22Ｆ

TEL 7708-8930
FAX 7708-8910

サイン＆ディスプレイ用インク
ジェットプリンターの販売

リンテックサインシステム㈱
〒550－0013

大阪市西区新町1－4－24
大阪四ツ橋新町ビル９Ｆ

TEL 6539-3102
FAX 6531-5613

サインディスプレイ表示素材（マー
キングフィルム）、化粧シート、関連
資材、及びシステムなどの販売

㈱ 旭 商 会 〒639－2112
奈良県葛城市笛堂221

TEL 0745-69-7252
FAX 0745-69-7303

プラスティック板・看板・広告資材
等　卸販売

セ ル カ ム ㈱
〒540－0008

大阪市中央区大手前1－7－31
OMMビル19階

TEL 6942-4436
FAX 6943-7468

大判インクジェットプリンター及びメ
ディアの販売

名刺広告＆賛助会員
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