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２０１５年８月４日火曜日 ものづくり通信    第１２６号 

       

暑中お見舞い申し上げます。 

 
 
 

７月２９日（水）大阪市中央区民センターにおいて開催しました。 

議題は以下のとおりです。 

【議事概要】 

(1) 今年度の事業活動について（総会資料より確認） 

(2) ＯＳＡＫＡ-ＭＯＮＯ.ｎｅｔについて 

＊7 月現在１,５００社登録があり、増加と内容充実を目標とする。 

＊今後の展開をするにあたり、「MONO.net」をどのような扱いにするか？ 

⇒来年の 5 月で無料使用期間が終了するので、今年 12 月迄に、考えることとする。 

＊各組合の登録状況を報告しあった。 

・全組合登録している（但し、基本情報のみ） 

・初めに理事会等で担当者に説明をしてもらい、後日登録方法等の説明会を行った。 

・事務局だけの判断では決められないので、理事会等で検討するのに時間がかかる。 

・まだ、登録していないが、利用価値があると思うので、これから検討する。等 

(3) 部会活動について  

＊部会の開催を年内に 1 回は、開催する。 

＊今年度は、部会費を新たに計上した。 

・部会、事務局長会議、講演会、 

見学会等（懇親会費は不可） 

＊部会の検討内容（今年度中に、決議する） 

 ・理事、副会長の決め方を各部会内で 

（ルール）決める。 

(4)  工場見学について ＊京都方面に決定 （詳細は、下記に掲載） 

 (5)  その他 ＊知事表彰（商工関係）締切 ：8 月１９日（水）必着 

 

 

 

 

 平成２７年度工場見学会を下記で予定しておりますので、多数のご参加よろしくお願いいたします。 

◆ 日時：：：：平成２７年９月２９日（火）    

◆ 場所：：：：    ・三菱自動車 京都市右京区太秦巽町 1 番地 
         http://www.mitsubishi-motors.com/jp/social/contribution/factory.html  

 

平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度    工場見学工場見学工場見学工場見学会のお知らせ会のお知らせ会のお知らせ会のお知らせ 
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・川島織物  京都市左京区静市市原町２６５ 

 http://www.kawashimaselkon.co.jp/bunkakan/ 

・松井酒造 (洛中最古の蔵元) 京都市左京区吉田河原町１－６ 

http://matsuishuzo.com/ 

◆ 参加人数：：：：先着４０名  

◆ 参 加 費：５,０００円 

◆ 申込期間：８月１０日（月）～９月４日（金）迄                 

＊詳細は＊詳細は＊詳細は＊詳細は後日後日後日後日ご案内いたします。ご案内いたします。ご案内いたします。ご案内いたします。 

 

 

 

かねてから、ご要望のあった、ゴルフコンペを下記のとおり企画しました！！ 

この機会に、皆様とより一層の親睦を深めたいと願っております。どうぞふるってご参加ください。 

また、１０周年記念事業にて講演していただいた前田プロも一緒にラウンドしていただける予定です。 

  

◆ 日 時：１０月３日（土曜日） 

◆ 集 合：７時50分 スタート：8:22(イン、アウト) 

◆ 場 所：箕面ゴルフ倶楽部 http://www.minogolf.co.jp/ 

◆ ルール：Ｗぺリア 36上限 / その他:ローカルルール 

◆ 締切り：9月15日（火）                                ＊＊＊＊詳細は、メール等でお知らせした案内をご覧ください。詳細は、メール等でお知らせした案内をご覧ください。詳細は、メール等でお知らせした案内をご覧ください。詳細は、メール等でお知らせした案内をご覧ください。    

 

  

 大阪府知事表彰 

大阪府商工関係者表彰の推薦の提出は、当協会を経由して行っています。 

今回は２月上旬に表彰式を予定しております。 

期日までに推薦書の提出もしくは連絡がない場合は、候補者がないものとさせていただきます。 

 

 

 

 

  

 

産業功労者表彰については、スケジュール未定（1１月末頃）につき、後日連絡いたします。 

なお、国家栄典（叙勲・褒章）は、従来どおり大阪府ものづくり支援課製造業グループで行っています。 

 

 

 

 

大阪文具工業連盟さんより 

８１の出展社がマイドームおおさかの全展示場・ロビーを2日間独占し190小間一杯に、こだわりのデザ

イン・機能の新商品・売れ筋商品を出展、最新の文具紙製品情報を一挙に収集いただけます。 

これだけの品揃えは、町なかではなかなか見られません。 

入場は無料、各コーナーで様々な文具実体験ができます。  

 

大阪府商工関係者表彰の推薦書大阪府商工関係者表彰の推薦書大阪府商工関係者表彰の推薦書大阪府商工関係者表彰の推薦書    提出期限提出期限提出期限提出期限    

        ８月８月８月８月１９１９１９１９日（日（日（日（水水水水））））    必着！必着！必着！必着！です。です。です。です。（（（（遅れる場合は事前にご連絡下さい）遅れる場合は事前にご連絡下さい）遅れる場合は事前にご連絡下さい）遅れる場合は事前にご連絡下さい） 

様式は協会のホームページからダウンロードできます。様式は協会のホームページからダウンロードできます。様式は協会のホームページからダウンロードできます。様式は協会のホームページからダウンロードできます。    

    （提出はＡ４版両面刷りでお願いいたします。）（提出はＡ４版両面刷りでお願いいたします。）（提出はＡ４版両面刷りでお願いいたします。）（提出はＡ４版両面刷りでお願いいたします。）    

組合だより   

『第『第『第『第 1111 回もの協杯回もの協杯回もの協杯回もの協杯』ゴルフコンペの』ゴルフコンペの』ゴルフコンペの』ゴルフコンペのお知らせお知らせお知らせお知らせ    
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【名 称】 文紙ＭＥＳＳＥ201５ 文具ワンダーランドⅥ 

【日 程】 ８月６日（木）13：00～19：00 商談会及び一般公開 

７日（金）  9：30～17：00 商談会及び一般公開 

【会 場】 マイドームおおさか 展示ホール１階・2 階・3 階 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

大阪府では７月１日付で人事異動がありました。大阪府では７月１日付で人事異動がありました。大阪府では７月１日付で人事異動がありました。大阪府では７月１日付で人事異動がありました。    

 

 

 

＊その他担当者の変更はありません。 

 

 

暑中お見舞い申し上げます 

平素は当協会におきまして、ご参加、ご協力頂き、誠にありがとうございます。 

厳しい暑さの毎日ですがいかがお過ごしでしょうか。 

今年も例年以上の猛暑との事、先が思いやられますね。 

ものづくり振興協会では、会員の皆様によりよい情報やセミナー等を今後も企画、実行していきますので、

是非ともご参加下さい。 

また、ものづくり通信掲載の「組合取材」に同行させていただいており、理事長様や、事務局の方と直接お

会いする機会が増え、それも嬉しく思っております。 

今後共なお一層ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

事務局の事務局の事務局の事務局の夏期休暇夏期休暇夏期休暇夏期休暇：：：：休業期間 【8 月 12 日（水）】～【8 月 14 日（金）】 

 

今後の予定今後の予定今後の予定今後の予定    

 

◆9 月 29 日（火）：工場見学 

◆10 月 3 日（土）：『もの協杯』ゴルフコンペ 

◆1 月 25 日（月）：新年交流会          

職名 氏名 備考 

（新設）商工労働部理事 

（ものづくり振興担当） 阿形
ア ガ タ

  公基
コ ウ キ

 前 大阪府市大都市局理事 

大阪府より   

平成 27 年国勢調査が変わります！インターネットでも紙の調査票でも回答可能。 

日本に住んでいるすべての人と世帯が対象。 

＊新製品人気コンテス 

『機能性部門』は、 

当協会より表彰します。 

事 務 局 よ り

府人事異動府人事異動府人事異動府人事異動 
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組合紹介 第１６弾 
 

【組合案内レポ Vol.２９】 

関西関西関西関西光沢化工光沢化工光沢化工光沢化工紙紙紙紙協同組合協同組合協同組合協同組合 

所 在 地：〒540-0015 大阪市中央区十二軒町2-14  

大阪府紙工協同組合内 

設 立：昭和34 年2 月  組合員数： 25 社 賛助会員15 社   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●光沢化工とは 

一言で言うならば「印刷物の高付加価値化」ということになります。 

具体的には、塗りの「光沢コート」、貼りの「ラミネート」、塗り押

しの「ＵＶラミネート」などの加工を施し、高級感を演出したり、

個性化、耐久化を図るものです。 

●組合の現況 

関西という名のとおり、組合員さんは、近畿府県のみならず福岡、

広島、徳島、富山 と広範囲にわたっています。 

組合の創立は、昭和３４年２月で「関西ビニール紙協同組合」、「関

西ビニール化工紙 協同組合」と変遷の後、昭和５６年５月に現在

の「関西光沢化工紙協同組合」となり、本年で５７年の歴史があり

ます。 

●組合の事業 

紙や梱包材等の共同購買事業、セミナー・会社見学等の教育事業の

ほか、機関誌の発行、さらには業界自身の指針としての光沢化工サ

ービスグリーン基準やリサイクル事業等の環境保全対策も先進的

にすすめられておられます。 

理事会は、年間１０回程度を開催されており、そこでは活発な意見

交換がなされ、相互研鑚が図られておられるようです。理事長さん

は「これは先輩諸氏が伝統的に培われてきた雰囲気であり非常にあ

りがたい。』と感謝されておられます。 

●組合の課題 

なかなかお会いできない組合員さんもおられ、今後はより情報提供

を充実したいと仰っておられます。 さらに、機会がある限り異業

種間交流も図りたいと仰っておられます。 

●業界の課題 

「プレスコート」の作業において、ヒーターロールで圧着するとい

う工程がありますが、このヒーターロールという０．６ｍｍのステ

ンレス板を継ぎ目なく溶接する職人が 日本に３名程度と激減さ

れており、悩まれているようです。 

●取材を終えて 

理事長さんを始め組合員さんも、それぞれ２代目、３代目というよ

うに若くなられておられているようで何事にも積極的にトライす

るという意気込みを感じました。 

バイタリティあふれる理事長さんのこれからのご活躍をお祈り申

し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【組合案内レポ Vol.３０】 

大阪府ｸﾞﾗﾌｨｯｸｻｰﾋﾞｽ協同組合大阪府ｸﾞﾗﾌｨｯｸｻｰﾋﾞｽ協同組合大阪府ｸﾞﾗﾌｨｯｸｻｰﾋﾞｽ協同組合大阪府ｸﾞﾗﾌｨｯｸｻｰﾋﾞｽ協同組合 

所 在 地：〒541-0048 大阪市中央区瓦町 1-6-10 JP ビル 4Ｆ  

設 立：昭和26 年11 月11 日   

組合員数：82 社 賛助33 社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●組合の歩み 

組合の設立は、昭和２６年１１月１１日に３１社で発足した「大阪

謄写印刷業組合」に遡ります。そして、昭和３９年に組合名称を「大

阪府軽印刷業組合」に変更しましたが、昭和４１年に、全国組織で

ある「日本軽印刷業組合連合会」が、社団法人となり、名称も変更

したことに呼応し、社団法人日本軽印刷工業会大阪支部として、従

来の任意組合の歩みにピリオドを打ち、更に昭和４５年には、「大

阪府軽印刷業協同組合」を設立しました。その後、元号が昭和から

平成に変わるころ、全国の会員から組合名や工業会名から「軽印刷」

の「軽」を外してほしいとの要望が寄せられるようになり、名称変

更並びに組合の社会的使命を明確にするため工業会内部にＣＩ（コ 

ーポレートアイデンティティ）委員会を設け、およそ７年の歳月を

かけて工業会の新名称を「日本グラフィックサービス工業会」とす

るとともにその理念を明文化した。これに伴い組合名も「大阪府グ   

ラフィックサービス協同組合」と変更し現在に至っている。 

名称から印刷の文字を外したことにより、組合員の対象が広がった

ことに加え、業界として知的情報産業の体裁をとる方向に舵を切っ

た象徴的な出来事であったと言える。また、当時はそれほどの感を

抱いた理念の明文化も今となっては大変意義のある事業であった  

と考えられている。 

●活動内容 

 現在組合では、昭和４８年に「志陽会大阪支部」として発足した

若手の会である「平成会」と平成３年に発足した婦人部会の「コス

モス会」がともに活発に活動している。特にコスモス会は平成２６

年に日本印刷産業連合会よりその活動内容により特別賞を受賞し

ているほどである。また、組合自体も若返りを図った結果活動がし

易くなっている。 

その中でも、教育事業に力を入れており、各種セミナーや関連団体

主催の講習会・研修会にも積極的に参加を働きかけている。 

また、工業会が運営し、ＹｏｕＴｕｂｅを使って映像を流す、「印

刷関連の教育・情報番組専門」のＷｅｂラーニングサイトである「ジ

ャグラＢＢ」を通じて、新しいネットワークコミュニケーションの

形を提供している。 

植田植田植田植田    理事長理事長理事長理事長        

編集委員が貴組合様を順番に訪問させていただく予定にして 

おりますので、ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

なお、取材日の希望があれば、事務局までお知らせください。 

事務局事務局事務局事務局    安田さん安田さん安田さん安田さん        岩下岩下岩下岩下    理事長理事長理事長理事長        


