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巻 頭 言

仕事力を深める
理事長

松本　優

　新年あけましておめでとうございます。
　組合員の皆様方には、ご家族お揃いでご健勝の
うちに輝かしい新春をお迎えになられたことをお慶
び申しあげます。
　また、旧年中は当組合に対しまして多大なるご
理解、ご協力を賜り誠にありがとうございました。
心より厚くお礼申し上げます。
　さて、消費税増税が話題になった平成26年でし
たが振り返えってみると、その他にもテレビのワイ
ドショーを賑やかす出来事もたくさんありました。
特に謝罪会見が話題になった年でもあります。ネッ
ト上を騒がした泣き顔の政務活動費疑惑会見や美
人理研研究員のＳＴＡＰ細胞会見、ゴーストライ
ターの逆切れ会見も大きな話題となりました。
　喜ばしいところでは日本人３人によるノーベル賞
受賞は我々に大きな喜びと感動を巻き起こしてく
れました。日本が世界に誇るものづくり国というこ
とを再度アピールできた輝かしい出来ことでした。
　一方景気の方では消費税増税により駆け込み受
注が起こり、にわか景気となりましたが、その反動
は大きく、結局は消費マインドの足踏み状態を誘
因してしまいました。
　再増税は延期になったものの年末の衆議院解散
選挙になったのも記憶に新しいところでございま
す。
　しかし、現在では原油安、円安要因による景気

回復の兆しが昨年末から騒がれています。これら
の要因とアベノミクスの成長戦略とが絡まり景気
回復が実感できるよう期待をするところでござい
ます。
　そんな中、今年のＯＡＣの方針は昨年に引き続
き「仕事力を深める」です。昨年１年間もこの方
針のもと素晴らしい事業を執り行って参りました。
７月には専門講師をお呼びしての知識を深める講
習会、屋外広告物条例勉強会をＯＡＣ会館にて開
催。11月には人脈作りと題してビジネスマッチング
名刺交換会を80人参加のもと元気に楽しみながら
行いました。今年の３月には人材育成をテーマに
著名な講師による講演会を企画しております。ま
た、６月には屋外広告物条例勉強会第２弾が待っ
ています。
　これらの企画が組合様の企業活動に少しでもお
役に立てれば幸いと役員理事が企画立案に精を出
しているところでございます。是非本年もＯＡＣの
事業にご参加をお願いいたします。
　そしてＯＡＣの事業が皆様の元気に繋がり業界
の活性化に繋がるものと信じ、これからも役員一
同精進してまいりたいと思いますので、今後ともご
指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。
　新しい年を迎え、今年も「組合から元気を！」
をスローガンに皆様方のご活躍を祈念申し上げ、
年頭のご挨拶とさせていただきます。
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新年のごあいさつ

大阪府知事

松　井　一　郎
大阪市長

橋　下　　　徹

　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方には、お健やか
にすがすがしい新春をお迎えのこととお喜び申し
あげます。
　皆様方には、平素から大阪市政の推進に格別の
ご支援、ご協力をいただき、とりわけ道路上の違
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
尽力を賜り、心から厚くお礼申しあげます。
　近年、都市の魅力や景観に対する市民の意識や
関心は高く、建築物や屋外広告物にも、周囲の景
観や環境と調和し、地域の魅力向上に寄与するこ
とが求められております。
　こうした中、皆様方が屋外広告物業界の振興は
もとより、都市環境の向上や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、
そのご熱意とご尽力に深く敬意を表する次第であ
ります。
　大阪市といたしましても、良好な景観形成に向
けて、屋外広告物条例を定めて取り組みを進めて
おりますが、昨今の規制緩和の流れの中で、地域
活性化に寄与する公共的な地域の取り組みの支援
などのために、従来規制の一部緩和を行いながら
も景観との調和を図るよう努めているところで
す。
　本年は大阪城まちづくり 400 年や天王寺動物園
100 周年といった様々な節目の年を迎えるシンボ
ルイヤーでもあり、さらなる都市魅力創造に向け、
官民一体となり大阪を水と光の魅力でより一層盛
り上げ、賑わいを創出してまいりますので、皆様
方には、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
願い申しあげます。
　年頭にあたり、大阪広告美術協同組合のますま
すのご発展と、皆様方のご健勝、ご繁栄を心から
お祈り申しあげまして、ごあいさつといたします。

　あけましておめでとうございます。
　昨年は、青色LED開発に対するノーベル物理
学賞が授与され、iPS細胞を用いた再生医療の世
界初の臨床研究がスタートするなど、日本の科学
技術力の高さに世界の注目が集まりました。また、
日本、そして大阪でも日本一の高さを誇るあべの
ハルカスの開業もあって、外国人旅行者数が過去
最高を記録するなど、景気回復に向けた明るい兆
しが見えた年でもあります。
　観光集客については、2020年の目標である来阪
外国人旅行者数650万人の達成に向けて、大阪の
都市魅力をさらに高めていく必要があります。今
年は、新たな大阪のまちづくりの契機となった大
坂の陣、道頓堀川開削から400年など、さまざま
な節目が重なる年です。この2015年度を、大阪の
都市魅力を発信する「シンボルイヤー」として、
2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向
けたキックオフの年とも位置づけ、都市魅力の創
造と内外からの集客を戦略的に展開していきま
す。
　成長の源泉となるイノベーション創出と、世界
最高のビジネス環境整備にも力を注いでいきま
す。
　その拠点のひとつである「うめきた」は、世界
中から人材、資金、情報を呼び込むためのリーディ
ングプロジェクトとして、２期のまちづくりの方
針の策定を踏まえ、民間の力を活かして都市形成
を着実に進めてまいります。
　大阪が変われば日本が変わると確信していま
す。改革を着実に進め、東西二極の一極を担う「強
い大阪」を目指してまいります。
　皆さまの一層のご理解とご協力をお願いいたし
ますとともに、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　山　修　身
大阪府中小企業団体中央会 会長

尾　池　良　行

　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、新しい年の始まりを健やかにお迎えのことと
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賜りま
したことに厚くお礼申し上げます。
　さて現在本市では、将来にわたって持続的な発
展を図るため、堺３つの挑戦プラスワンとして「子
育てのまち」「歴史文化のまち」「匠の技が生きる
まち」そして「市民が安心・元気なまち」の実現
にむけて、着実に取り組んでいるところです。
　とりわけ「歴史文化」を活かしたまちづくりで
は、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向
けて、平成27年度の国内推薦、平成29年度の登録
をめざし、全力で取り組みを進めております。
　仁徳天皇陵古墳をはじめとする古墳群を人類の
宝として末永く守るため、建築物や屋外広告物に
一定の制限を設けるなど、周辺環境も含めた一体
的な保全が必要となっています。
　これら取り組みを進めるにあたっては、皆様の
ご理解とご協力を欠かすことができません。今後
とも魅力ある景観形成にご配慮いただき、美しく
安全な広告物掲出により、堺市のまちづくりに一
層のご支援ご協力を賜わりますようお願い申し上
げます。
　結びにあたり、大阪広告美術協同組合並びに会
員企業各位の益々のご発展と、この一年が皆様方
にとりまして幸多き年となりますことを祈念いた
しまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

　新年明けましておめでとうございます。
　平成27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、４月の消
費税率引き上げに伴う消費の冷え込みや、駆け込
み需要の反動等が懸念されましたが、個人消費の
反動減が徐々に和らぎ、設備投資の下支えや雇用
情勢の改善が見込まれるなど、全体として緩やか
な回復基調がみられました。
　しかしながら、多くの中小企業は円安による原材
料や人手不足に伴う人件費の高騰等により収益が
圧縮されるなど、景気回復を実感できる状況では
なかったかと存じます。
　人口減少、超高齢社会を迎えた今、持続的な経
済成長を図るためには、ＩＴ化や省力化投資等によ
る生産性の向上を図り、もって企業収益を改善させ、
新たな投資や雇用を生み出し、消費拡大に結び付
ける「経済の好循環」を実現することが重要です。
　そのためには、地域経済を担い、雇用と暮らしを
支える中小企業が持続的に発展できるよう、多様な
主体と連携推進することが不可欠であり、技術開
発や新商品・新サービス、新分野・新市場開拓等
を積極的に推進するとともに、国際化の進展や資源・
エネルギー、環境問題等への共同事業の取組みを
進めることは極めて重要となっており、そういう意
味でも組合の役割、それを支援する本中央会の社
会的役割はますます重要となってきております。
　このような状況の中、大阪府は平成23年度から
中小企業連携組織に関する事業予算を大幅に削減
するとともに、本中央会への補助金を全廃しました。
　本中央会は、他の支援団体との競争の中で、国
や大阪府の委託事業の獲得に努めるとともに、共済
事業収入等の自主財源の確保に努めるなど、独自事
業の積極的な展開を図り、組合等の連携組織を基
盤とした支援事業を積極的に推進してまいります。
　大阪経済を支える府内の中小企業が事業を継続
し、雇用の維持に努めていくために組合等の支援
をより一層充実させ、中小企業連携組織の専門支
援機関として多角的連携組織の組織化支援にも全
力で取り組んでまいります。
　皆様におかれましては、引き続き厳しい情勢下
ではございますが、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。



｜ 4｜

大阪府職業能力開発協会 会長

野　村　　　剛

　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、我が国のものづくりの現状は、団塊の世
代の退職、若者のものづくり離れ・技能離れによ
り、伝統的な技能・技術がスムーズに伝承されず、
日本の経済力の源泉である現場力が弱まってきて
いると言われており、若者が進んで技能者を目指
す環境の整備、産業の基礎となる高度な技能を有
する技能者の育成が課題となっています。
　このため、大阪府職業能力開発協会では、国家
検定制度であります技能検定試験をより多くの方
に周知し、厳正・公平な実施に努めるとともに、
これまで行ってきました啓発事業に加え、「若年
技能者人材育成支援等事業」により、「ものづく
りの魅力」を広く発信し、技能尊重気運の醸成を
図って参ります。
　また、社員の方々のスキル向上や事業主の方へ
の事業内職業能力開発計画作成等の支援にも努め
て参りたいと存じます。
　どうか皆様方におかれましては、今後とも当協
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。

顧問・衆議院議員

左　藤　　　章

　あけましておめでとうございます。
　昨年は総選挙もあり、何かとお世話になり感謝
申し上げます。2年前からスタートしたアベノミ
クスでは、昨年の4月に消費税を8%へと引き上げ
ましたが、予想に反して消費動向は想うように回
復せず、安倍総理は本年10月に消費税を10%とす
る事を延期し、確実な景気回復への対策を行う事
になりました。財政再建の為に消費税を上げてい
くという手法は、理屈として理解はできますが、
それで景気が減速してしまっては何にもなりませ
ん。我々はアベノミクスを成功させ、日本の景気
を回復し、財政再建の為頑張っていきたく存じま
す。2020年には東京オリンピック・パラリンピッ
クを控え、日本には明るい兆しが見えてきていま
す。取り組む課題は様々ですが、日本の為、大阪
の為にこれからも懸命に取り組んでまいります。
また、私は防衛副大臣として国の安全保障、災害
派遣等に日々励んでおります。お蔭様にて防衛省、
自衛隊の活動へ国民の皆様方からのご理解をいた
だき、支持率は90%を超えているとの事です。国
民の生命・財産・生活を守りぬく為、日米安保体
制の下、責任ある外交防衛をやっていきたく存じ
ます。
　本年もお元気にて活動され、益々ご発展されま
すようお祈り申し上げております。今後も引き続
きご支持、ご支援よろしくお願い申し上げます。

新年のごあいさつ
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顧問・大阪市会議員

木　下　𠮷　信
顧問・大阪府議会議員

釜　中　優　次

　新年、明けましておめでとうございます。
　平成27年の初春を、ご家族お揃いでお健やかに
お迎えの事と、心よりお慶び申し上げます。
　また、旧年中は公私にわたり、種々のご指導を
賜わり、厚く御礼申し上げますとともに、本年も
どうぞよろしくお願い申し上げます。
　さて、昨年暮れに執行された第47回衆院総選挙
では、組合員皆様のご支援のおかげで、自公連立
政権が大勝を収め、大阪でも比例復活を含め、自
民党公認の候補者15人全員が当選させていただく
事ができました。
　改めて、厚く御礼申し上げます。
　安倍政権の目指す経済政策（アベノミクス）が、
信任を得たとはいうものの、まだまだ厳しい環境
での事業運営が続く事と思います。
　特に、平成29年４月に延期された消費税の増税
に向けた対策が、今後の課題であり、こんな時こ
そOACの皆様が一致団結して種々の情報交換な
どに取り組んでいただかなければならないと考え
ているところであります。
　そういう意味では、今年はOACにとって勝負
の年。
　OAC関係企業の「業績回復元年」となるよう、
積極的なお取り組みを期待するものであります。
　私も顧問団の一人として、微力ながら、皆様の
お役に立てるよう、働かせていただく所存でござ
いますので、ご用の節は、遠慮なくお気軽にお申
し付け下さい。
　大阪広告美術協同組合の皆様にとりまして、今
年一年が幸多き実りのある年となりますよう祈念
申し上げ、年頭のごあいさつといたします。

　新年明けましておめでとうございます。
　平成27年の輝かしい新春を皆様と共に迎える事
ができ、各位皆様におかれましては、益々ご健勝
の事と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
援とご指導を賜り、又昨年に施行されました衆議
院総選挙衆議院総選挙に於きましても、多大なご
協力戴きました事衷心より厚く御礼を申し上げま
す。
　はなはだ微力でありますが、大阪府政発展を望
み、皆様のご期待に添えるべく真剣に取り組んで
参る所存でございますので、今後共ご指導ご鞭撻
賜りますよう心からお願い致します。

　昨年、5月より警察常任委員会に所属しており、
これまで以上に地域の安全・安心・防犯・防災等
に繋げて参ります。
　これからも皆様の負託に応え、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
を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、40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
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、新年のご挨拶とさせて
頂きます。

新年のごあいさつ



｜ 6｜

　平成26年10月17日㈮・18日㈯恒例のOAC親睦
旅行に楽しく参加して参りました。
　天気は快晴、心地よい秋風に心弾ませながら
OAC会館前に集合です。
　おはようございます！おはようございます！参
加者の皆さんから元気な挨拶が飛び交っておりま
す。もう既に旅行はスタートしているのです。集
合の20分前には全員スタンバイです。その中で緊
張していたのは、バス内の司会者：大亦厚生委員

でしたが、素晴しい司会ぶりを発揮され、厚生委
員一同、人選に間違いは無かったと確信した瞬間
でもありました。
　バスの中では松本理事長の「元気ですか！仕事
してますか！」の挨拶から始まり、夜の宴会に向
けてのお楽しみゲーム（参加者平均年齢当てクイ
ズ、ホテル到着時間当てクイズ）等も進行され、
特に堀ノ江厚生担当副理事長の合いの手は絶妙で
感心いたしました。

〜 世界遺産  富士山をのぞむ絶景露天風呂が自慢の
焼津黒潮温泉と大井川鉄道SL列車情緒を楽しむ旅〜

ハイタッチ
で心は一つ

に
第43回 OAC親睦旅行会開催

平成26年10月17日㈮・18日㈯
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　昼食は添乗員さんお勧めの岡崎の料亭です。お
造り、ふぐから揚げ、松茸ご飯（おかわりOK）な
ど大変豪華な料理で、とても美味しく頂きました。
　お腹一杯にした一同が次に訪問したのは「航空
自衛隊浜松広報館エアパーク」です。
　見学・体験した後、滑走路から離陸するジェッ
ト機の迫力には歓声が上がっていました。迫力満
点です。いい体験をさせて頂きました。
　時間は午後３時、天気は今も快晴、宿泊ホテル
焼津黒潮温泉「松風閣」の露天風呂から富士山の
絶景をのぞむ事は出来るのだろうか、頼みますよ
と思いながらホテル到着です。
　良かった！世界遺産：富士山がにっこりと一同
を迎えてくれました。感動！
　露天風呂から眺める富士山はしっかりと心のア
ルバムの一枚となりました。
　さあ！いよいよ宴会の始まりです。さすがは焼
津、船盛りの魚が美味しい！豪華料理に上機嫌！
　名前ビンゴ、銭当てゲームで大いに盛り上がり、
笑顔笑顔の船盛り状態です。最後に全員で輪にな
りハイタッチで心を一つにしたところで、森川副
理事長の大阪締めで閉会です。本当に楽しい時間
をありがとう！
　2日目の朝を迎えました。
　豪華な朝食バイキングでお腹一杯状態にして、

「焼津さかなセンター」へ出発。

　新鮮な海産物のショッ
ピング。本当に安い、新
鮮、手は買物の荷物で一
杯です。
　静岡と言えばお茶の名
産地。「グリンピア牧之原」
で工場見学の後、お茶詰
め体験です。お店の方に
コツを教えて頂き120グラ
ムの袋に220グラム詰め
た方もいましたね。全員
で体験した事が楽しい時
間でした。
　売店にはちょっと微妙
な味の「しずおかコーラ」
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　ご参加の皆様、お疲れ様でした。そして、あり
がとうございました。
� 厚生委員長　山元　栄一

も販売していました。
　最後の体験は、新金谷駅から下泉
駅までの「大井川鉄道SL列車」乗
車です。
　鉄道弁当を食べながらの大井川沿
いの景色には情緒があります。
　線路沿いから手を振ってくれる町
の人達や旅行客に嬉しく思い、美し
い景色（茶畑、渓谷、吊り橋、他）
に感動し、川根温泉露天風呂から裸
で手を振ってくれる大勢の人達には
大笑いし、列車内の独特な売子さん
の可笑しさや、ハーモニカを吹いて
くれた車掌さん、そして何と言って
もSL列車の美しさと迫力、レトロ
感に大変満足しました。
　いい体験をありがとうございました。
　今回の旅行は２日間快晴で皆様と心を一つにす
ることが出来、本当に楽しい時間を過ごす事が出
来ました。
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　音楽鑑賞会開催
　平成26年11月４日に西支部音楽鑑賞会をビル
ボード大阪にて開催し、西支部から８名、そして
森川副理事長、笠谷支部長、金井支部長、今村局
長の計12名が参加しました。
　アーティストは色々と悩んだ結果、中村あゆみ
にしました。皆さんもご存じの「翼の折れたエン
ジェル」です。他の曲名は出てもこないとは思い
ますが。
　今回ビルボード初体験の人がほとんどで、会場
の雰囲気には私も少し感動しました。
　ステージ近くのテーブル席に座り、まずは全員
で乾杯。しばらくして中村あゆみの登場。始めに
カバーを数曲、中盤はオリジナル曲、そして最後
に「翼の折れたエンジェル」。やはりこの曲が一
番の盛り上がりどころでした。
　ライブ終了後は場所を移して全員で懇親会。少
し長時間となりましたが、今回参加して頂いた皆

さん有難うございました。そして会場の準備をし
て頂いた山岸副支部長ありがとうございます。
� 副支部長　夏目　健一

西支部支部だより
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　組合のテーマである「仕事力を深める」に役立
てれば、又組合員以外の方の参加で組織拡充につ
ながればと11月７日「名刺交換会＆ダンスショー」
と銘うって組織委員会の企画としてミナミのオ・
セイリュウで開催致しました。
　どうすれば全員が名刺交換ができるか、どうす
れば喜んでもらえるか、委員皆で様々にシミュ
レーションしました。
　当日、到着された方々が各々すでに名刺交換を

始めておられ、少しあせりましたが、何とか無事
に計画どおり全員の方が名刺交換されたようで、
食事しながら歓談されていました。
　後半のダンスショーは外国人ダンサーによる世
界のダンスショーで、出席された方々も参加する
等楽しく賑やかに皆様それぞれ交流できた様にみ
えました。
　皆様の御協力、多数の御参加ありがとうござい
ました。� 組織委員長　栩野　幸保

名刺交換会＆ダンスショー開催
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大阪市「かたづけ・たい」活動に参加!!
　平成26年12月11日㈭午後４時30分よりJR鶴橋
駅周辺で「かたづけ・たい」活動を行いました。

北支部長　柏原　将吾

各地域「交番」に色紙差替え文化事業継続中
お正月用色紙の作者のことば

　今年は「未」年。十二支の第８番目です。可愛い未に目出度い恵美須さんと大黒さんが仲良く、
楽しく乗っている。
　今回は郷土玩具で愛知県の「名古屋土人形」を題材に描いてみました。
　未は紙（紙幣）を食ってしまい、お金が貯まらないとか言われますが、未は人なつこく、誰に
でも可愛がられる動物である。
　地球上で色んな争いごとが後を絶たない現代、未のように争いごとを嫌う平和な年であってほ
しい。
　また、小生も未のような一年を送りたいものである。
 夏目　敏昭
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　12月９日㈫心斎橋のパーティー会場モノリスに
おいて、平成23年の40周年記念大忘年会以来、３
年ぶりの合同忘年会が開かれました。今回の忘年
会は、私を含め、５支部の支部長が、新しく発足
した支部長会において、今までに無い何か新しい
事を企画しようとの趣旨で始まったものです。何
回か会議を経て、少しでも組合員の皆様を驚かせ、

かつ楽しんで頂けるよう、色々な意見が飛び交う
内に、シナリオが固まりついに本番を迎えました。
　いつの間にか支部長最年長となってしまった
私の短い挨拶で静かに開幕するつもりでしたが、

「そんなんでは面白くない」と他の支部長さん達
の意見がエスカレート。アントニオ猪木のテーマ
ミュージックと共にモノマネで、松本理事長お株
の「元気ですか〜」を先に言ってしまおうとの事
になりました。生まれて50数年、忘年会での芸な
どとは無縁の人生でしたが、「まあええか」と観
念し引き受けることにしました。
　柏原北支部長（完璧なるバカ殿のコスプレ）、
伊藤西支部長（青塗
り 悪 役 レ ス ラ ー）、
私、松林南支部長（全
然似てないアントニ
オ猪木）の３人はモ
ノリススタッフの女
の子の秒読みに緊張

2014年�OAC合同忘年会
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しつつ、「３．２．１」の声に押し出されイノキボ
ンバイエの大音響の中、暗い会場に入りました。
　でも、「元気ですかー」「元気があれば何でもで
きる」「いくぞ〜１、２、３、ダー」の３つのセ
リフを覚えるのに必死で、伊藤ブッチャーとの寸
劇をすっ飛ばしてしまいました。重い鎖まで体に
巻きつけて出てきたのに、伊藤さん、すみません
でした。
　そのあと、期待通りの松本理事長のナイスリア
クションの挨拶。そして、これも伊藤さん発案の
ミニスカートのサンタコスチュームを身にまとっ
たコンパニオンさんが一斉に登場。続いてＯＡＣ
の人間国宝？夏目相談役の乾杯の音頭で、総勢81
人参加の合同忘年会が始まりました。
　次々、運ばれてくる美味しい料理とお酒を堪能

するのもつかの間、私はトナカイの着ぐるみに着
替えに控室へ。理事長賞争奪各支部アピール合戦
では、26人参加と最大派閥の我が南支部が勝利し
ました。（南支部の皆様、遠路多数のご参加あり
がとうございました。）
　まだまだアトラクションは続きます。笠谷中央
支部長と北支部橋本さんの息の合ったデュエット
が始まりました。お二人ともビシッと気合の入っ
たコスチュームで登場。アニメから抜け出てきた
みたいでした。楽しい曲が終わると、会場の照明
が落とされ、東支部の松本香織さんがブルーのロ
ングドレスで登場。白塗りちょんまげの柏原支部
長の曲紹介でイントロに続き、まさにプロ級の歌
声が響きます。曲はアナと雪の女王のテーマ曲
レットイットゴー。おまけに、なんと伴奏は笠谷



支部長の生ピアノです。（さすが音大出身）会場が一瞬静まり返るほど素晴
らしい、今年を締めくくる１曲でした。
　今年ＯＡＣで催された色々な行事の動画が壁のスクリーンに映される中、
会場の皆様の目は、長身のスーツ姿に黒マントをまとい、怪しいマスク（他
にも使い道が色々ありそうな）を付けて登場した金井東支部長に注がれま
す。フィギィアスケートでもおなじみのオペラ座の怪人の大そうなミュー
ジックに合わせ、次々繰り出される小ネタのマジック。これも後から登場
するプロのマジシャンのショーを盛り上げるための伏線でしょうか。事実、
そのあとの本物のマジックショーでは、悦副理事長をアシスタントガール
に迎えての、リングやロープを使ったマジックや、重そうな木のテーブル
が宙に舞ったりする不思議なマジックに会場は、盛大な拍手にわきました。
　お酒がまわり、お腹も一杯になってきた終盤のメインイベントは、高級
牛肉・高級ワイン・かに道楽御食事券・商品券等、各１万円相当の豪華賞
品争奪の大ジャンケン大会です。中央支部の北川さんのプロ顔負けの機転
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の利いたスピーディーな司会進行の中、和気あい
あいと各商品の受賞者が決まっていきました。こ
こでも南支部の会員様が多数勝ち残られ、南支部
の運とパワーと声の大きさを見せつけました。
　そして最後は、恒例の森川副理事長の大阪締め
で2014年合同忘年会は盛会のうちに幕を閉じまし
た。
　全ては「会員の皆様に思いっきり楽しんでもら
いたい。」との思いを基に各支部長は、会場の準
備から、アトラクション、コスプレ司会と精一杯
頑張りました。その他、色々お手伝いいただいた
青年部の皆様や、そして、なにより年末の平日に
もかかわらず、多数参加いただいた会員様のおか
げで無事合同忘年会を行うことができました。

　今回の企画に参加させてもらった者として、帰
りがけに皆様から「よかった」「楽しかった」と
声を掛けていただいたことは大変ありがたく、嬉
しい事でした。ただ、近場で顔なじみの揃う各支
部の忘年会、ゆっくり鍋をつつきながら今年有っ
た様々な話の花を咲かせる落ち着いた忘年会が良
かったというご意見もあると思います。今年の暮
れは多分例年の形に戻るとは思いますが、しかし、
これから数年の内には、青年部の皆さんら未来の
理事さんたちが、きっと今回以上のパワーを発揮
してＯＡＣをより良く、素晴らしい方向に進めて
いってくれそうな、そんな予感を感じる合同忘年
会でした。
 南支部長　松林　泰弘
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　この度の企画は、我が青年部の幹事としてもご
活躍の岸田さんが工場長を務めていらっしゃる㈱
光陽銘板さんの社内見学会でした。
　東支部やお仕事上のつながりでも大変お世話に
なっている光陽銘板さんなのに、私自身はきちん
と会社に訪問してお仕事を見させていただいたこ
とがなく、今回の見学会がとても楽しみでした。
岸田さんは皆がわかりやすいようにと、たくさん
の銘板のサンプルをつけたボードを首からぶら
さげて各部署を順番に説明してくださいました。

（あ、途中からそのボードは秋村さんの首にかかっ
ていましたけどね）
　キューピー３分クッキングよろしく、それぞれ
の工程での加工後の商品を用意してくださってい
たので、短時間で全体的な作業の流れがよくわか
りました。

　その後、㈱アサヒ工芸製作所さんへ移動し、大
型のレーザー加工機や箱文字を手作業ではんだ付
けされているところや切文字を磨いている現場も
見させていただきました。
　光陽銘板さんもアサヒ工芸製作所さんも機械化
はされているものの、｢やはり大部分のところは
人の目で見ての細かい調整や手作業になるので、
時間もかかるし大変です｣ とおっしゃっておられ
ましたが、作業を見させ
ていただいて本当にそう
だなぁと、ものづくりの
大変さを実感しました。
　最後になりましたが、
訪問者全員に其々の社名入り銘板プレートのサン
プル帳まで作っていただき、お忙しい中ご準備、
ご尽力いただいた光陽銘板さん、アサヒ工芸製作
所さん、本当にありがとうございました。
 坂東　志保（㈲塗夢創屋）

OAC青年部だより

青年部研修会（会社見学）
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　2014年の青年部忘年会は11月28日㈮にミ
ナミにある玄品ふぐ法善寺店で行いまし
た。僕がすっごく“ふぐ”を食べたかったの
で、皆様には申し訳なかったですが強引に
決めました。幹事として任されるのが初め
てだったので、どのタイミングで店を予約
しようか、何人集まるのか、どの料理がい
いのか、安からず高からず、特にメニュー
選びは結構悩みましたが、なかなかいい内
容に決まったので凄く楽しみでした。
　ご来賓の浦副理事長をはじめ総勢19名の方々に
参加いただきました。
　当日、何も考えず何も用意せず店に行き、皆さ
んの前で喋るのに緊張してあがってしまい、滑舌
悪くカミカミでしたが、皆さんは温かい心で受け
入れてくれて嬉しかったです。
　てっさ、てっちり、やきふぐ、からあげも付い
ている大満足のコースで、皆さん楽しく歓談され、
途中のゲームでは大変な盛り上がりようで、何度
となく店の方から注意されてしまいました。終盤
には伊藤副理事長（青年部員）と共に大広協青年
部の方の飛び入りもあり、更に盛り上がりました。
　無事に忘年会が終わりホッとしたのか、ひれ酒
がきいたのか、セーターを店に忘れてしまったこ

とに気がついたのは電車の中でした。
　今回は良い経験をさせていただきありがとうご
ざいました。
� 幹事　岸田　充正

青年部忘年会

OAC青年部だより
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技能士会だより

ものづくりコレクション2014
　平成26年11月16日㈰梅田ハービスホールに於い
て大阪府職業能力開発協会主催の「ものづくりコ
レクション2014」が開催され、我らＯＡＣ技能士
会もものづくり教室に参加し、コンパクトミラー
にカッティングシートで作った〝おえっしー〟な
どのキャラクターを貼ってもらいました。
　午前２回、午後２回の教室は全て満員となり、
幼稚園児、小学生低学年の子供たちが楽しそうに
作っていました。
　デモストレーションで熟練技能士のよる実演が

行われ、夏目名誉会長も看板文字の手描きを披露
し、その匠の技に観客を賑わしていました。
　他のブースの教室も大変好評で、伝統工芸品製
作販売、ファッションショーや洋菓子などのコン
クールもありました。専門学生による無料ネイル
アートもあり、今村さんがとても喜んでいました。
　当日ご協力頂きました夏目健一技能士、尾関技
能士、今村局長、お疲れ様でした。

会長　上田　亨二
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平成26年12月５日㈮
寝屋川第７中学校１年生11名

平成26年11月28日㈮
堺市立御池台小学校６年生11名ものづくり教室

ものづくり教室
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　今回優勝させて頂いたアドエースの悦です。
　50歳からの手習いで始めたゴルフが最近やっと
楽しくなってきたところでした。いまだスクール
には通っていますが、なかなかうまくなりません。
やめようかと思ったらチップインパーが４回も出
たりして、嬉しくて続けてやって良かったと思っ
たり、OBばかり出て嫌になったりの繰り返しで
した。
　やっと念願の優勝が出来て本当にうれしかった
です。
　今回のキャディさんは外人（シンガポール？）
の男の子でした。ボールの行方をよく見て走って
くれましたので何球か助かりましたし、メンバー
に恵まれ楽しくラウンドができました。
　それから最後に、３回以上欠席されていて繰り
下げとなった木下先生にも感謝しています。
　皆様有難う御座いました。
 悦　美子

247回ＯＡＣＧ会コンペ
平成26年11月19日㈬
有馬カンツリー倶楽部／16人参加

優勝　悦　　美子
２位　木下　吉信
３位　木南　憲二
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講演会のお知らせ

講 師 木
き の

下
し た

  晴
は る

弘
ひ ろ

 氏
（株式会社アビリティートレーニング　代表取締役）

1965年、大阪府生まれ
同志社大学卒業後銀行に就職するが、学生時代大手進学塾の講師経験で得た充
実感が忘れられず、銀行を退職して同塾の専任講師になる。
生徒からの支持率95％以上という驚異的な成績を誇り、多数の生徒を灘高校を
はじめとする超難関校合格へと誘う。
その後、関西屈指の進学塾の設立・経営に役員として参加。「授業は心」をモットー
に、学力だけではなく人間力も伸ばす指導は生徒、保護者から絶大な支持を得た。
以後10年間にわたり、講師および広報・渉外・講師研修など様々な業務を経験。
現在、株式会社アビリティトレーニングの代表取締役として、全国の教育機関
で教員・保護者・生徒向けのセミナーを実施している。
そしてそのセミナーは様々な分野の各企業からも注目され、いまやセミナー受
講者は200,000人を超えている。
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魔女のひとりごと

かつらで雰囲気を変えたり、服装でイメージを変えた
りと人は努力します。でも中身は変わり様がありませ
ん。今年政策に関わる人たちがする事はそれと同じ事
と思ってよいでしょう。根本を変えるのは外的要因か
と思います。

1月～
3月

卯少しずつ新しい道に踏み出しています。
あわてず、欲張らず行けば望は叶う。一

切の甘えを捨ててクールに生きないと後年後悔
する羽目になる。
１月… 移転の話。いずれ移転する事になるが延

期しても今は大丈夫。
２月… 一進一退。周囲を巻き込んでの集まりで

まだ結果がだせません。
３月… 口約束にしがみついて、相手を責めても

効果なし。諦める事。

辰強力なライバル出現。本音と建前を使い
分けると周囲ともめない。感性を磨くた

めに美術館・博物館めぐりなど楽しみながらの
勉強がお勧め。
１月… 年末の疲労がたまっている。のんびり

ゆっくりスタートでＯＫ。
２月… 人に頼るとあと始末が大変。自分でする

方が早い！確実！です。
３月… 買い替えの時期が集中するので、予算を

組んで順次処理する事。

巳過去の清算が終わり、人目につかないよ
うにしていた人は公に出てこられます。

やっと身辺整理ができた処です。蓄えていた力
を発揮できます。
１月… 計算間違いや単純ミスが多い。信号を渡

るときは注意して。
２月… 今月入ってきた仕事は大きく広がる。但

し５月までに完了。
３月… 未婚で相手がいる人は、結婚に向かって

大きく一歩前進する。

子行動するときには、それに対しての保険
をかけておくと良い。何かと邪魔が入る。

代替案があれば、そちらにシフトして事無きを
得る
１月… 食べすぎで胃腸炎になる。グルメもよい

が量も考えましょう。
２月… 真面目すぎて疲れる。少しキャラを変え

て今を楽しんで下さい
３月… 夢の様な話が夢で終わる。実害がないな

らラッキー。運頼み。

丑人生曲がり角。何度も曲がっていても辛
くなる。もう一度曲がってみましょう。

元の場所に戻ることもある。やり直すチャンス
が来たのかも。
１月… 早起きの習慣をつけて、生活全般を見直

せば今年の運はＵＰ。
２月… 本業から離脱したくなるが、ここは我慢

して、進むしかない。
３月… 運気の上下が多い。結局はプラスになる

が、ハラハラします。

寅財テクにはまっている人。読めない相場
で毎日刺激的です。自分の性格を分析し

て臨むのがコツですね。専業はお勧めしません。
2016年痛い目に。
１月… 自分の意見は封印して、人の声に耳を傾

けて利益を得る。
２月… 正直すぎてうとまれる。兄弟姉妹との関

係は徐々に修復できる。
３月… 前半気候的の影響で減益ですが、後半は

その分も含め盛り返す。
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午長年心の奥にあった問題は解消されます。
大金を掴むが大金を消費するゲームのよ

うな運気が一生の内に経験できます。残すかは
貴方次第。
１月… 体調が悪いようです。飲酒が原因です。

夜更かしは厳禁。
２月… 太っ腹です。奢りすぎて家計がピンチ。

回数減らしましょう。
３月… 一部の業種転換は上手くいく。成果が見

えるのは大分先です。

未人生は波の繰り返しですが、良い波がき
ているので上手に乗りましょう。こうい

う時は何もかもが案外スムーズに運びます。逃
す手はありません。
１月… 迷っているならやらない。同じ提案がき

た時に考えればよい。
２月… 同じグループで派閥ができイヤな思いを

する。振り回される。
３月… 花粉症に悩まされる。マスクが必需品に

なり兼ねません。

申順調に見える一面、普段の努力が実って
いるとも言えます。例年になく多忙です。

張り切りすぎるとメルトダウンしますよ。普段
通りが一番。
１月… 部下や同僚をほめてあげる。お互い幸せ

に仕事ができます。
２月… 契約できていても、納得していない相手

先がある。説明不足。
３月… 指導的役割は向いている。チャンスがあ

れば挑戦して下さい。

酉去年充実して築いてきた人間関係は、今
年も引き続き満足できるものとなります。

何かあれば駆けつけてくれる人達ばかり。お人
柄ですね。
１月… 気管支炎の疑いあり。呼吸器系が弱点。

予防策を講じること
２月… 気遣いのできる貴方の介護で、家族の方

は安心と感謝です。
３月… 細かい仕事が多く、気を遣う。手先の器

用さでカバーできる。

戌年齢に逆らわず自然体でいるほうがケガ
が少ない。年齢故に欠けた所は、照れず

に補いましょう。力仕事も手分けして安全管理
に備えます。
１月… すべりだしは好調とは言い難い。世間一

般も同じで余波のせい。
２月… ぶれない経営方針が今を支えています。

世代交代すれば変わる。
３月… ちょっと充電して、英気を養いましょう。

気分転換が必要です。

亥多くを望むと厳しい現実に直面する。し
かし追い求める事は大事なことです。挑

戦をし続けるには強い志が必要ですが、貴方に
は有ります。
１月… 去年の仕事は完璧でしたか？漏れがない

か確認した方が良い。
２月… 新旧交代が始まっている様です。担当部

門の縮小が起こる。
３月… 前年同月比はプラマイゼロで推移し、こ

れがこのまま持続する。

有名なマーケティングアナリスト達が今年の景気動向を予想していました。これから日
本はどんどん良くなると。本当ならとても喜ばしい事ですが……
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第520回理事会報告
日　　時　平成26年10月9日㈭　午後６時10分
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長
本人出席 松本理事長、森川・浦・堀ノ江・伊藤

副理事長、笠谷・金井・松林・大亦・
山元・夏目・橋本理事

書面出席 悦副理事長、栩野・秋村・山岸・木南
理事

審議事項
　⑴諸団体の各種講座活用について
　　議長は、橋本理事に諸団体の各種講座活用に

ついて説明させ、諸団体が行うセミナーや講
演内容を参考に講演会等を開催する方向で進
めていくことが承認された。多くの方の参加
をいただけるよう講師については有名な方に
依頼するなど、講演内容、会場、日時等を含め、
引き続き審議していくこととした。

　⑵支部合同忘年会の組合予算について
　　議長は、森川副理事長に支部合同忘年会の組

合予算について説明させ、組合会計より15万
円助成することが承認された。なお、笠谷理事
より助成金の使途についての説明がなされた。

第521回理事会報告
日　　時　平成26年11月13日㈭　午後６時
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長
本人出席 松本理事長、森川・伊藤副理事長、笠谷・

金井・松林・柏原・山岸・可児・橋本
理事

書面出席 悦・浦・堀ノ江副理事長、栩野・秋村・
松原・山田・大亦・山元・夏目・木南
理事

審議事項
　⑴第２四半期報告について
　　議長は、事務局に資料に基づき内容を説明さ

せた後、これを議場に諮ったところ満場異議
なく承認可決した。

　⑵屋外広告フォーラムについて
　　議長は、理事長として屋外広告フォーラムが

開催するセミナーについて説明し、屋外広告
フォーラム自体の説明とセミナー開催の紹介
依頼があった旨を記載し組合員に案内するこ
とが承認された。

　⑶講演会について

OAC理事会
　　議長は、橋本理事に講演会について事業計画

書を基に説明させ、以下のことが承認された。
講演内容、参加費、動員目標等は委員会にて検
討の上、引き続き審議していくこととした。

　　　開催日時　平成27年３月７日㈯
　　　　　　　　13：30 〜 15：30
　　　開催場所　あいおいニッセイ同和損保
　　　　　　　　フェニックスタワー 16階
　　　講　　師　木下　晴弘氏
　　　　　　　　（㈱アビリティトレーニング代表取締役）

　⑷スマートフォン購入について
　　議長は、事務局にスマートフォン購入につい

て説明させ、料金定額契約により事務局通信
費削減、機能活用による随時情報発信、カメラ
の代替等の理由により契約することが承認さ
れた。

　⑸新年交歓会について
　　議長は、森川副理事長に平成27年１月21日㈬

ホテルニューオータニ大阪で開催する新年交
歓会について説明させ、参加費は昨年同様の
１社１名5,000円、２人目以降8,000円とするこ
とが承認された。なお、アトラクションについ
ては厚生委員会に一任し、12月初めに案内す
ることとした。

第522回理事会報告
日　　時　平成26年12月11日㈭　午後5時30分
場　　所　ＯＡＣ会議室
議　　長　松本理事長
本人出席 松本理事長、森川・浦・伊藤副理事長、

笠谷・金井・松林・柏原・秋村・松原・
大亦・山元・可児・橋本理事

書面出席　栩野・山岸理事
出　　席　岡野相談役、小西・大湾監事
審議事項
　⑴講演会について
　　議長は、橋本理事に講演会について説明させ、

動員目標100名、参加費は無料とすることが承
認された。開催案内チラシについては現在作
成中の為、次月理事会にて検討、承認の上案内
することとした。また、講演会終了後の懇親会
を望む意見が出たので、委員会にて検討する
こととした。

　⑵新年交歓会について
　　議長は、森川副理事長に新年交歓会について

説明させ、進行、業務分担についての最終確認
と協力依頼がなされた。
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●行政からのお知らせ

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
　　　　TEL 06（6771）9010 ㈹
　　　　FAX 06（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 2015年新春号　№214
 （平成27年１月20日発行）

あとがき
　あけましておめでとうございます。
　組合員の皆様には新しい年の始まりをお健やか
にお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

　昨秋以降、様々な行事があり、今号も盛り沢山
の機関誌となりました。特に、支部長５名が企画
された合同忘年会はＯＡＣ2014年を締めくくる素
晴らしい内容で、ＯＡＣの明るい未来を感じさせ
てくれたイベントでした。

　今年も機関誌やホームページを通じてＯＡＣか
ら情報を発信していきたいと思っておりますの
で、引き続きご協力を宜しくお願いいたします。
 広報文化委員長　木南　憲二

お知らせ
◇組合員等ご家族の慶弔
〔弔事〕
•西支部　マクテック㈱
　　前田　忠幸氏　ご母堂ご逝去
　　　（Ｈ26年10月18日）

◇事務局より
　昨年10月に松尾妙子さんが退職いたしました。

　12月より西
にし

 成
しげ

世
よ

さんがパート勤務しております。

必ずチェック最低賃金！使用者も、労働者も。
　「大阪府最低賃金」が改定されました。（発行日　平成26年10月５日）
　これにより、使用者は労働者に対して、次の金額以上の賃金を支払う必要があります。

時間額　838円
◎大阪府最低賃金は、パート、臨時、派遣、アルバイトなどを含めすべての労働者に適用されます。
◎なお、特定の産業の労働者については、「特定（産業別）最低賃金」が適用されます。
◎詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課（06-6949-6502）または最寄りの労働基準監督署の
お問い合わせください。
◎大阪労働局のホームページもご覧ください。
（http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei�toukei/saitei�chingin/saitei.html）

西
にし
　成
しげ
世
よ


