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な融資制度がある紹介ととにかく名前
だけ書いといての勧誘から平成25年入
会。入会当時は、お付き合いで入会し、
青年部もまるでやる気が無い状態での
始まりから、ご縁が重なり、今の役職に
なったことで、地元への感謝と地域の発
展に何が必要かと関心を持つようにな
りました。

加藤 秀継
カトウ塗 装 工 業 株 式 会 社
取引先の長田社長（若宮の家）に誘われ
て（イヤイヤ）平成27年入会。
入会当初の懇親会はほぼ欠席。当時の副
委員長に見つかり、次年度に副委員長を

29年の副委員長を皮切りに、委員長、室
長、副会長を務める。令和2年度南條会
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Kato

拝命する。副委員長たるもの懇親会はマ
ストだと言われ、仕方なく皆勤に。平成

令和三年度 筆頭副会長予定者

努力に勝る天才なし

長のご指名により、人生が狂いだす？

Hiroshi Kakimaru

代会長予定者

ｗｉ ｔ ｈ

次年度筆頭副会長
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柿丸 裕

×

有 限 会 社 エヌ・エス

中島一氏よりのマル経融資と言うお得

Hidetsugu
責任観

令和三年度 第

40

倒れるなら前へ

代会長

加藤 秀継

×

Norihide Nanjo

令 和二年 度 第

南條 範秀

新旧会長対談

３９

南條 範秀

柿丸 裕

株式会社柿丸建設

仕事関係や地域の他団体でお付き合い
があった先輩方が、北大阪YEGに多数在

×

籍していたので、その関係で強引にお誘
いを受け平成28年入会。入会時はどうし

たいという事はまるでなく、ただ知った仲
間と会での時間を少し共有できればとい

う程度しか考えてなかった。役職を務める

加藤 秀継

令和三年度 第 40代会長予定者

につれ、責任と自覚を持って会の事を考
えるように。受けた役だけ努力を重ねて

南條 範秀

令和二年度 第39代会長

×

柿丸 裕

令和三年度 筆頭副会長予定者

人間力を向上させてもらっている恩恵を
頂いている。

１２月 某 日に南 條 会 長と加 藤 次 年 度 会 長 予 定 者 、柿 丸 次 年
度 筆 頭 副 会 長 予 定 者 の３名 にお 集まりい た だき 今 年 の 振
り返りや 次 年 度 に向 け て 熱く語って い た だきました 。

柿丸 ブレーキをかけるって
（笑）
。会長ブレーキない
から…僕より加藤さんの出番かな！加藤さんは気配り
がすごい。南條会長にはそれが…
一同

(笑)

広報 いろいろなきっかけで様々な役職就かれたと思いますがそれぞれの立場
で今年度一番大変だったと事をお聞かせください。

広報 加藤次年度と南條会長のつながりについて教
えてください。

南條会長 今年は会長としての判断。延期か中止か、今年はそんな判断が非常
に難しいところがありました。

南條 もともと知り合いじゃないし、接点がなかった
が次年度に会長を依頼しました。

柿丸筆頭 決断しないといけない所を南條会長が信念を曲げない、決める所を
しっかり決めてくれたと思います。

加藤次年度 私も全然知りませんし、なんで次年度に
俺って思いましたよ
（笑）
。

広報 信念を曲げないという話を頂きましたが違った方向に行きそうになった時
は誰が南條さんにブレーキをかけるのですか？

広報 加藤次年度と柿丸筆頭のつながりについても
聞かせていただけますか？

加藤

同期委員長なんですよ〜（笑）
自分の次にバトンを渡

すのにふさわしいのは誰か、筆頭副会長（副会長の中で次

の会長筆頭候補）
を受けてからずっとそんな目でいろんな
人を見ていました。
柿丸

声をかけられたとき、来たなって思いました。
ＺＫＫが

北大阪にきまり、ゴール設定がそこに決まり。

事前に準備して覚悟決めて受けさせていただきました。
広報

これからのYEGを担う委員長へ一言お願いします。

加藤

委員会メンバーの一年間のYEGライフをお預かり

する責任をしっかりと自覚し、皆さんのYEG活動が充実した

ものになるよう精一杯努めてくれるよう願います。

（続く）
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新旧会長対談
令 和 二 年 度 第 ３９代 会 長

南條 範秀

(続き)加藤

×

加藤 秀継

会から離れるという事だけは無いよう

にしたい。僕らは皆さんの精一杯を願っている。みん

な真剣にやっていると思う。せめて
「心」
は繋がってい

たいと思います。
南條

できないと言うのは簡単。どうやってやるかを

次年度筆頭副会長

×

令和三年度 第 40代会長予定者

令和三年度 筆頭副会長予定者

柿丸 裕

広報

次年度に期待することは？

南條

次年度にはやりたい事をやってほしい。

今年はやりたい事がやれない世界観だったが、来年は
模索しながら新しい世界観でやりたい事をやって欲し

ン渡せます。事業とかのなかで色々な経験ができるの

を考えるのが会長。

分の事業計画を作ったとして、20代と30代では違う。

やめとこというのをやるのがＹＥＧ。
広報

対外紙ではなく部内報なので本音でお願いし

ます！
（笑）
加藤

たとえば今年、どうすれば濃厚接触になるか

ならないか。

「たとえば、こういう対策をしたら、濃厚接触にあたら
ないか」
とか、会長はめっちゃ調べてました。

50周年に向けた
「北大阪YEG宣言」
制定

2016年
（平成28年）

第一回 枚方オクトーバーフェスト開催

2017年
（平成29年）

「北大阪YEG宣言」
改定
（創立35周年）

2018年
（平成30年）

「北大阪YEG中期ビジョン」
策定

2019年
（令和元年）

全国会長研修会招致＆提言活動開始
AGROWTH 部内報創刊

北大阪 YEG

ートの事案が多いと思う。

今年のスローガン、
「 創造する」がぴったり。コケた委員

長はいい経験になった思う。一杯コケた。自信あったと

192

思うけどコケてた。でもそれでめっちゃ伸びたと思うし

加藤

暴走だったら参加しなかったのに、こっそり調

ら私はその間勉強させてもらって。私の年度には会員

柿丸

204
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385

404

393

293

139

125

私より加藤さん、加藤さんより南條さん。そうい

りたい。次年度は加藤さんの補佐をさせてもらいなが

枚方 オクトーバーフェ
スト

サービスと本会サービスを充実させるにはどうするか

をやっていきたいから、今の間に若い人の発想を聞き
それを吸い上げて行きたいので。今は南條さん、次年
度は加藤さんのやり方について行きます。
南條

「枚方オクトーバーフェスト」
は平成29年度に市制施行70

会員間の交流を充実させる。そして会員サービ

周年を迎えるにあたり、市制施行70周年プレ事業として、

スなどをさらに充実させていただきたい。

枚方市・北大阪商工会議所・北大阪YEG・京阪ホールディン

北大阪のこれだけのメンバーがいるのでそれをブラン

グス・枚方信用金庫が連携し
「枚方市駅前大収穫祭」
を開催

ド化して、北大阪ブランド力を生かしたい。
広報

するにあたり同連絡会議を発足しました。
毎年、多くの参加者で賑わう枚方オクトーバーフェストですが、

会長・副会長の皆さんに対して、どんな人かわか

2020年
（R2年）
は新型コロナ

らず話しかけるのも気後れしてしまいがちですがこの

やりとりを見て一人でも多くのメンバーが親近感を持

ウイルス感染拡大防止の観点

「あの難しそうな人ってこんな面白い人だったんだ」
と

2021年は新型コロナウイル

から中止となりました。

って頂けるのではないかと思います！

部内報を見て知っていただければと思います。
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移

推
会員数の

での議事録が役に立たない全く新たなゼロからのスタ

う流れがあるから。そういう足並みを揃えて１年間をや

会長は努力しているのを見せないから損をし

2007年
（平成19年）

えるし、そこから新しい創造ができる。次年度も、今ま

がそれは会社にもまるまる当てはまった。

柿丸

北大阪商工会議所青年部10周年 創立10周年記念事業

きる。試さないといけないと思うといろいろな事を考

それを調べ、会の開催などの判断基準にする

ている部分はあると思う。

1992年
（平成4年）

ある程度の年を取って行くときに試した結果を共有で

南條

べてはりました！ だから参加（笑）。

4月28日 北大阪商工会議所青年部創設

が魅力であり、
ＹＥＧでは失敗してもいいと思う。仮に自

感謝やわ。

G DATA

1982年
（昭和57年）

い。それと次年度は間違いのない素晴らしい人にバト

模索すべき。

せっかく委員長が作った議案をどうやったらできるか

北大阪 YE

ｔｈ
ｗｉ

ーフェストの様子

2019年枚方オクトーバ

スも収束し、開催されることを
切に願います。
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告

知

日本YEG第40回

Enrollment guidance

全国会長研修会

入会案内

入会することのメリット
令和２年11月、日本YEG役員会で令和４年 日本

北大阪商工会議所青年部は、現在会員数約400名を
数える青年経済人の団体です。

YEG第40回全国会長研修会（以下、ZKK）の開

毎月の定例会や委員会活動、各種サークル活動などを

催地が北大阪に決定しました。

通じてメンバー間の親睦交流が盛んに行われていま
す。ビジネス交流とともに各会員個人の人間性にも

ZKKは全国大会、
ブロック大会とともに日本YEG 3大事業です。

触れることができ、公私とも信頼できる仲間となりま

参加者数は全国の単会会長、
次年度会長を中心に1500名〜

す。また情報交換により各業界の知識を深めることも

2000名。近年では帯広、
長野、
大分で開催されてきました。

できます。
枚方・寝屋川・交野を中心に現在活躍されている方、今後活躍したいと考えている方、
また異業種の人脈を作りたい方にとって、心強い味方

令和2年10月に
「開催候補地現地視察」
が開催され、
日本YEG執行

になると思います。多くの人前で話す機会もありますので、気が付けばひと回りもふた回りも成長している自分自身を実感することができ

部、
企画委員会メンバーに北大阪の熱意、
魅力が伝わり、
今回の招

ます。人脈づくり・ビジネス交流・仲間探し・自己研鑽、北大阪商工会議所青年部で一緒に活動を広げましょう。女性会員も活躍しています。

致成功となりました。

ご入会を検討中の方は、ぜひ一度、お気軽にお問い合わせください！

貴重な大会主管の機会です。日本中の単会・メンバーと触れ合う機

地域貢献

会、
また、
自社、
地域の発展に寄与する学びの機会としてください。
開催地候補地現地視察時の模様

北大阪商工会議所活動の一翼を担い、地域経済の発展の支え
となる活動を行なっています。
地域社会の一員としてできることを考え、地域への貢献活動を
通じ、新たな視野をもって自分のビジネスへ展開するきっかけ

告

づくりも出来ます。

知

北大阪商工会議所 青年部

祝40周年

令和4年

40周年記念式典
自己研鑽

北大阪ＹＥＧは40周年を迎えます。

青年部活動を通じて普段の仕事では経験出来ない事に挑戦する機会があります。

今後50周年・100周年に向けて地域の経済人の皆様と会

毎月の例会をはじめ、様々な事業にご参加いただく事で、個々の企画力、行動力等

員の皆様と共に歩んでまいります。

のスキルアップにつながり、経営者としての人格・教養および資質向上を図ること

是非メンバーの皆様お一人おひとりのお力添えをよろしく

ができます。

お願いします。

満50歳までの青年経済人の集まりです。価値観の共有が出来る事も多く、地域

加藤 秀継

当事者たれ！

代 会長

40

〜自らのＹＥＧを
自ら愉しくデザインしよう〜 案(

２０21

第

南條 範秀

〜想像できる未来を超えよう〜

代 会長

39

創造力

２０20

第

強

ＴＨＥ 北大阪ＹＥＧ ２．
０

北角

〜志を胸に未来を拓こう〜

代 会長

38

Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ ｔｏ Ｃｈａｎｇｅ

２０１9

第

﹁ＶＩＳＩＯＮ﹂

茂木 一 彦

西森 治貴

)

！
！

必要とされるＹＥＧへ

代 会長

37

共に考え︑共に歓び︑共に進もう

２０１8

第

代 会長

5

〜内的インセンティブを高めて〜

第
36

人と人との出会いを大切に︑
愉しく行動しよう

２０１７

仲間づくり

35周年式典の模様

に於ける異業種での仲間づくりが出来る団体です。

北大阪商工会議所 会員事業所の満50歳までの経営者で、会員事業所が推薦する方ならどなたでも入会が可能です。

入会資格

経営者の方でなくとも、ご本人の意欲とお勤め先企業の理解があれば入会可能です。
現在会員事業所でない場合も、北大阪商工会議所に同時入会して頂くことで入会可能です。

会費：年額48,000円（年2期に分け、1期24,000円を納入）

入会手続き
の方法

北大阪商工会議所 中小企業相談所に入会申込書があります。お申し出ください。

〒573-1159 大阪府枚方市車塚１-１-１ 輝きプラザきらら６Ｆ 枚方市立地域活性化支援センター内
北大阪商工会議所青年部事務局
TEL：072-844-5163

FAX：072-841-0173
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YEGとして本会への提言を行っています。YEGメンバーの皆さんは提言をする団体な
ので、実際に提言書の作成や、中長期ビジョンの周知活動を行っています。私は令和元
年
「日本YEG」
で培ってきた提言ノウハウをどの様に活かすか、今の北大阪YEGで表現
していこうと決意しました。本会の方々や行政の方々、その他団体の方々がより身近に
思え様々な情報や知識が手に入り、時間の使い方も上手くなったと思います。

ビジネス交流を図り深める事を指針としてきましたがコロナの影響で難しく
なり、後は今までと違う交流を図れるように活動してきました。
委員長になる事で優位な情報を早く受け取ることが出来たり、人脈がとても
広がり良い経験となりました。

必ず事にも役立ちますので、積極的にご参加いただき、共に挑戦していきましょう。
副議長

角 隆幸

委員長

委員長

田中 丈浩

安藤 勝範

広報委員会
委員長に指名を頂いた時、会のために恩返ししようという思いがありました。今まで経験した事
の無い色々な学びがあります。
特に経営をひとりでやってこられた方には経験していただきたいと思います。
コロナの影響の元、今何をすべきか、今後どうすべきかを学びながら本会さんや他単会さんとの
交流を深めることが出来て楽しんでおります。

会員研修委員会

会員拡大親睦委員会

委員長という役割が入会年月の浅い自分に務まるのかという不安と、もっと多く

会員拡大を主に新入会員との交流を目的とし、南條会長の熱い思いに惹かれ、

のメンバーと共に研鑽し合える期待を感じ、未来に繋がる挑戦にドキドキしまし

委員長をやるなら今しかないと思い取り組んでいます。

た。見るよりも行動する事で、何倍にも広がり多くの目標に向かい事業構築する

友達になれる大人の輪が広がっていくので、委員長をやるなら真剣に取り組ん

事は大きな経験となりました。今年はコロナの影響があり大変でしたが、給付金
や特別融資助成金、補助金やマル経融資等などお得で耳寄りな情報が沢山あ

で欲しいと思います。

ります。また相談出来る仲間が多業種にわたり沢山居てるので心強いです。
委員長

7

髙橋 浩明

委員長

山下 裕

委員会紹介

ビジネス交流委員会

Committee introduction

未来提言会議

8

委員会紹介

Committee introduction
9

ＺＫＫ準備委員会

組織活性委員会

委員長に指名をいただいて、運営にも挑戦して自分自身も色んな経験と学

組織活性化プロジェクトの本会職員さんとの交流を図りながらメンバーの皆

びを得たいと思いました。有難いと同時にどの様にすれば1年間上手くいく

様に本会サービスを利用いただき、自企業の発展につなげていただくことに
関わることで経済人の一人としてとても勉強になりました。大変なことと楽し

委員会運営をしていけるか、自分自身を奮い立たせる気持ちになりました。

いこと、達成感、
メンバーの仲間に感謝する気持ちなど様々な思いや経験が

実際、運営側に回ることによりメンバーとして参加する以上に多くの経験を

できたので1度の人生の中でとても充実した1年になりました。委員長という

得たり、北大阪の各地域の魅力を沢山知り、もっと興味が湧いてきます。
委員長

理事になり、その責任感の元、北大阪商工会議所という大きな組織のスケー
ルメリットを活かした事業を委員会メンバーと一緒に作り上げたことは

難波 泰明
委員長

委員長

樫 百合子

一生の宝物になります。

大江 敏邦

総務委員会
定時総会及び臨時総会、毎月行われる理事会の運営を行っています。
最初は不安でしたが、周りが助けて下さるので少しでもお役に立てればと頑張っています。
特に委員長を引き受けた事がきっかけで活動するようになり、色々な方々と出会えた事がとても
魅力に感じています。

渉外委員会

事務局

今年度は対外との交流や北大阪商工会議所青年部の創立40周年に向けての調

事務局長に指名された時｢遂に廻って来たか｣と思いましたね。やらない後悔よ

査及び準備を軸に活動しています。

りはやってする後悔と言う言葉がありますが、やってみたからこそ見えるもの

自分の仕事に役立つ経験や仲間が出来たり、得られることは大変魅力なので気

があると思います。理事には自社と共にこの会を支えようと考えられる方々が

負いせずに楽しみながら活動しています。

多くいます。近くでその様な考えに至ったかを感じられるところが良い刺激に
り なりますし、また本会の活動を知る絶好の場であると感じます。

委員長

荒武 宗行

事務局長

西岡 寛明
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北大阪商工会議所青年部の個性的な

サークル
サークル紹介
紹介
北大阪YEGでは委員会や業種の枠を越えて、血気盛んに行っております。
ご覧いただきご興味のある方はお気軽に各サークル長までお問い合わせください

PR出店部会

野球サークルは北大阪ＹＥＧメンバーの野球好きが集まったサ
ークルです。
地元の草野球チームやYEG他単会と年に数回、野球やソフトボ
ールを通じて交流をおこなっております。

ギネス研究サークル

枚方・交野・寝屋川のまつりに参加して、北大阪ＹＥＧの名前を覚えてもらうことを目

我々ギネス研究サークルは創設2年目を迎えました。去年の守口門真YEGの鳥人間コンテストを見て我々も

的にしています。また、まつりで地域の方たちにふれあい交流することで、商売の発

何かメンバーと共に出来ることは無いだろうかと考え、その上を行く世界一を目指そうとギネス研究会サーク

展にもつなげていけたらと考えます。
各地のイベントに参加することで、地域経済が活性化していくことを目標に、数年前
から３市のまつりに出店しています。写真は枚方まつり出店時の様子です。楽しく活
力ある青年部メンバーでこれからもがんばって盛り上げていきたいと思います。

釣りサークル

ルを立ち上げました。しかし今年はコロナ以降活動は自粛しており活動出来ていません。現在取り組もうとし
ているのは管内の子供達に折り鶴を折ってもらいそれを沢山集め千羽鶴にして、世界の平和そしてコロナの
収束を願い沢山吊るそうと考えています。活動予算の無い中みんなで知恵を絞り熱い思いを持ってこれから
取り組んで行く次第です。まだまだ新しいサークルですが基本は仲良く楽しく愉快な仲間と共に頑張って行き
ます、まだまだメンバーも募集していますので菅野まで連絡下さい。

会計サークル

釣りサークルは四季折々の海釣りをメンバーやご家族の皆様と共に交流を楽しむサーク

この会計サークルは
「経営にもっと会計を活かしませんか！」
をコンセプトに2か月に１回のペースで実

ルです。鯛、蛸、
カンパチ等の青物、
イカ、
クエ等々色んな魚種を釣りに行きます。釣りした

施している自企業の研修研鑽サークルです。研修スタイルとしては、一方的な講義受講スタイルでは
なく、講師と皆さんで双方向的な意見交換を取り入れたスタイルとなっております。その結果、参加

ことない・
・
・やってみたいけど一人で始めるのは難しいなあ・
・
・そんな初心者も大歓迎！ベ

者の事業内容、経験、経営手法等を皆さんで共有することができ、更に多くの知己を得ることが可能

テランメンバーが懇切丁寧にサポートします！釣れた時の感動を一緒に味わいましょう！釣

となります。 最近では、様々な知見を深めるべく、幹事陣が中心となって旬なテーマを考え、その テ

れなかったら…それもいい思い出ですよね
（笑）
次回頑張りましょう！そんな和気藹々とし

ーマにあった講師を招聘するという創意工夫をしながら開催しております。皆様、更なる自企業の発

た釣りサークルに皆さんぜひお越しください！

展、自己研鑽のため是非この会計サークルを覗いてみてはどうでしょうか？

ゴルフサークル
北大阪ＹＥＧメンバーのゴルフ好きなメンバーが集
まったサークルです。メンバーはエンジョイ系、初心
者からアスリート系、上級者まで様々で、プロゴルフ
ァー並の腕前を持つメンバーもいます。
サークルではコンペ企画だけではなく、練習、
レッス
ンや個人ラウンドのお誘いもいたします。
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野球サークル

サッカーサークル
皆さん、年に１回商工会議所青年部の全国サッカー大会が開催されていることを知ってますか？全
国のサッカー好きが約1,500名集まって、サッカー大会を開催しています。我々、サッカーサークル
も3年前から大会に出場しています。今までは、参加人数が揃わずミニサッカーにしか出場出来て
いませんが、
リーグ優勝など、そこそこの成績を納めています。今年は、
コロナで開催がなかったの
ですが、来年7月は奈良県で開催される予定で来年こそは、11名揃えて本サッカーの試合にエント
リーしたいと考えています。サッカー経験者、未経験でもサッカーが好きな人、是非一緒に練習して
来年の全国大会優勝を目指して頑張りませんか？たくさんの入部お待ちしております。
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委員長おすすめ

メンバー事業所紹介

当社はホームページの重要性が高まる

Kitchen 8」
としてOPENいたしました。

中、2007年に創業しました。

スンドゥブチゲとチーズタッカルビをメ

現在は、事業に欠かせないホームページ

インに辛い物が好きな方から辛い物が苦

の制作と運用をサポートしています。

手な方、お子様まで幅広く喜んでもえる

起業をしてホームページを作りたいとい

お店です。また、お客様との会話の中で

う方、事業においてWEBをもっと活用し

色々なお困りごとを聞いてるうちに、私

ていきたいと考えている方など、制作だ

にできることはないかと考え、

けでなくSEOや集客といった運用の面

以前従事していた不動産でお役に立とうと想い、今年同じ香里園に、社名
「八不動産株式会社」
店名
「8home」
を開業しましました。当社は寝屋川、

顔は知ってるけど何 の 仕 事してるのかな？ってメンバー多いですよね。

ここでは本年度委員長 の 皆さんに各一名を選出、ご紹介いただきます。

においてもアドバイスやサポートをさせていただいています。技術だけ
でなく、当社の持つ知識や情報を使ってお客様と一緒になって考えます。

枚方、交野を中心とした地域密着型の不動産会社です。お住まいのお困

お客様には気軽に何でも相談いただける、パートナーとしての立場を大

りごとなら、是非
「8home」
にお声がけください。

切にしています。WEBに関する疑問があれば、気軽にご相談ください。

Soul Kitchen 8,八不動産(株)
代表取締役社長、統括本部長

久山

韓国料理店
不動産賃貸及び売買の仲介、不動産管理

敏人 （会員研修委員会）

YCOM
代表

ホームページの制作・運用

松田 祥宗 （渉外委員会）

交野・枚方市内で『おうち困ったさくらに

当社は、大手建設機械メーカーの1次下

わが社ではWeb日本語教室、有料職業

枚方公園徒歩1分‼店名の由来でもある

電話』
といった黄色い看板みたことあり

請けとして、建設機械の部品製造を長年

紹介事業、土木建築・鉄筋工事業を営ん

海と太陽をイメージしたブルーとオレン

ませんか？創業４５年、
２店舗にて住宅リフ

受け継ぎ営んでいます。材料の調達から

でいます。主に、私が携わっている有料

ジ色の建物が目印のレストラン。本格窯

ォーム業、家電販売業、新築、不動産仲介

表面処理までを多種多品目で加工、お客

職業紹介事業では、既に日本企業で就労

で焼くもちもち食感ピザは、イタリアの

と地域密着にてお仕事させて頂いており

様の期待に応えるべく、品質第一で誠実

経験のある外国人材をご紹介させて頂

カプート社の小麦100%使用し、海や山

ます。店舗では
「ワークショップ」
「地域祭」

な
「ものづくり」
を心掛けています。一言

いています。5年前、勉強の為に訪れたベ

の食材を使用したパスタやタパスなど、

の企画を行い、地域でのコミュニティー

で鉄の加工と言っても、素材の質・形状・

トナムで出逢った14人の実習生がきっか

楽しめるイタリア料理も各種ご用意。店

を創造しています。

条件、工具の種類等を考慮し作り上げる

けとなり、
この仕事につきました。

内１階は、入り口より迫力あるピザ窯で

親しみ、愛され、頼られる会社＝
「地域で一番頼れる会社だね！」
と言われるよ

ことは、多くの知識と技術が必要です。しかし、
ここに面白さがあり、技術の

日本の父母と慕い長い休みになると遠方から泊まりに来る我が子のような

お出迎えし、ハワイアンブルーを基調としたさわやかな雰囲気。
２階、
３階

う、一生涯のお付き合いを目指しています。また社名は、地元の桜並木のよう

研鑽・能力向上を積極的に行い、ものづくりの面白さを知ってほしいと考

存在。だからこそ、一人一人の個性を大切に、日本で活躍できる人材に育

には吹き抜けを利用したプロジェクターやバーカウンターがあり、黒を

に愛され続けられるよう
「さくら」
と名づけました。地元の方々との家づくりの

えます。又、社内行事やクラブ活動も盛んに行い、社員同士の親睦を大切

てていくことに努めていきます。私たちが目指すもの。それは
【家族の笑

基調とした落ち着いた雰囲気で、パーティや会議などの貸し切りも可能。

ご縁を通じて、
ご家族との温もりを 少しでも感じていただけたら幸いです。

に、地域に貢献していける会社を目指しています。

顔】紹介させていただいた外国人人材、企業様の笑顔をつなぐことです。

是非枚方公園にお越しの際はお立ち寄りください!！

株式会社 さくら
代表取締役

住宅リフォーム業、新築・家電販売、仲介

吉村 健二 （事務局）

株式会社 大豊製作所 建設機械等の部品加工
総務課

第一種衛生管理者

製造販売

安田 史子 (ビジネス交流委員会)

株式会社 上原
取締役

外国人支援・職業紹介事業・土木建築業

上原 枝理 （広報委員会）

Mar.y.Sol
代表

イタリアンレストラン

森本 能生 （会員拡大委員会）

当社は2008年に創業しました。大阪市の

当院は枚方のイズミヤさん近くに開院

七年前に私の地元川原町に七年前にオ

もともと、自己表現が苦手な私。ストール

北浜を拠点に、税理士、中小企業診断士と

して15年になります。姿勢調整を中心

ープンさせて頂きました。当店は飲食店

を巻いて出かけることで、ホメられて⇒

して活動しています。

に健康をサポートしています。姿勢調整

と申しましても大人の方の社交場になり

自信が出て⇒堂々と人前で話せるように

重点テーマとして
『ひと・もの・かねの事業

の技術は、
「姿勢科学」の理論に基づい

ます。おもに男性のお客様のストレス発

なった！そんな経験から、年中ストールを

承継』
『気づいていない機会と強みの掘り

て骨と筋肉をバランスの良い状態に整

散や接待に使って頂いております。常連

巻き始めました。そこから好きになり、現

起し〜ビジネスチャンスとセールスポイ

えます。バキバキしない関節の方向に合

のお客様が中心ですが、女性のお客様も

在は海外仕入れはもちろんオーダーで

ントの発見〜』
に取り組んでいます。

わせた施術方法で女性やお子さんにも

ご来店頂いております。シャンデリアやソ

作るまでに。delussoは、オーダーメイド

安心のセンターです。

ファークッションなど女性の方にも

のスーツ・BAG・ストールとレディース

『ひと・もの・かねの事業承継』
については、
『 気づいていな
親族承継に限らず近年ではＭ＆Ａにも取り組んでいます。

また、働く人の健康サポートにも力を入れており、デスクワークの肩こりや

喜んで頂けるような家具です。女子会など貸し切りもして頂くきます。

ファッションを取り扱うセレクトショップです。

い機会と強みの掘り起し〜ビジネスチャンスとセールスポイントの発見〜

肉体労働のぎっくり腰などにも定評があります。企業内での従業員の健康

歓送会や忘年会にもご利用ください。

コンセプトは、
『 外見を変えて人生を変える』。あなたの個性を引き出す

』
については、同業同規模の黒字企業との財務比較を中心に、企業の未来

教育に
「姿勢講座」
や
「出張体験会」
も行っていますので、お気軽にご相談く

このコロナ禍のなかですが、スタッフ一度感染防止をしていますので安心

コーディネートの提案と商品で、あなたの領域を広げます。
『外見を変え

を斬り拓く共感づくりを心がけています。よろしくお願いします。

ださい。

してお越しくださいませ。

て人生を変えましょう』

市山経営税理士事務所
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当店は、4年半前に京阪香里園に
「Soul

所長

市山 優 (組織活性委員会)

税理士、中小企業診断士

KCSセンター枚方院
院長

姿勢調整、カイロプラクティック

朝長 明日香 (未来提言委員会)

天羽
代表

飲食業

天羽 りえ （ZKK準備委員会）

株式会社 リヨン洋装店 de lusso
代表

オーダースーツ
レディースファッション

富江 則之 （総務委員会）
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兵です。企業の想いをラップにして映

の営業をしております。プライベートでは

交流を深めて行きたいと思っております。

枚方市での寝たきりゼロを目指し鍼灸接

中古車販売、買取、輸出業をしています。特

骨院を営んでいます。みなさんの健康寿

にご愛車の高価買取いたしますのでよろし

命を伸ばすことを第一に考え、病気等に

くお願いします。中古車の輸出もしており

より不自由を強いられた方の生活の質を

ますので、お車の海外引越、英語に関する

向上すべく、常に邁進してまいります。

お手伝い等あればお気軽にご相談下さい。

加藤鍼灸接骨院

フジワラ ヒロミツ

宜しくお願い致します。

山本 貴清

ヤマモト タカキヨ

NEW FACE

ヤマモト ヒデアキ

築工事・メンテナンスをおこなっていま
す。地域密着で店から３０分以内のエリ

アを重点に営業しておりますので、早く
駆け付けれるよう心掛けております。

りふぉむる

cage

㈲ミヤビライズ

NEW FACE

山本 英明

藤原 弘充

枚方市でリフォーム・リノベーション・新

奥居 加奈子

オクイ カナコ

NEW FACE

カイ マサヒロ

ナカムラ ユタカ

設備工事の再資源化に取り組み、環境

に配慮したエコリフォームの実現、お客
様に夢と感動を覚えていただき住みよ
い豊かな地域社会づくりに取り組んで
いる会社に勤めています！

近住リフォーム(有)
関口 修司

セキグチ シュウジ

岸谷 光哲

キシタニ ミツアキ

NEW FACE

甲斐 雅裕

NEW FACE

NEW FACE

カトウ オサム

中村 裕

NEW FACE

株式会社ミヤテック

㈱たまゆら
加藤 治

ミヤノ ヨウヘイ

NEW FACE

401(フォーマルワン)

よろしくお願いします。

NEW FACE

宜しくお願い致します。

サッカーとサウナをこよなく愛する４児の

ですが先輩方に教わり学び頑張ります！

NEW FACE

北河内、南京都を中心に作業服、作業用品

パパです。皆様のお手伝いができるよう

まだ日も浅く右も左もわからない状態

ガールズバールリール

映像クリエイターでラッパーの井上鉄

像にする
「企業MV」
をはじめ、様々なジ

NEW FACE

店長をさせていただいてます！

宮野 陽平

何卒、宜しくお願い致します！

子どもからシニアの方まで、成長・安心

寝屋川生まれ寝屋川育ちで寝屋川で自

塗装といっても、外壁塗装や車の塗装

2021年１月より不動産会社を設立致し

していただける場所として、
「プログラミ

動車販売修理業しております。

では無く アルミ・ステンレス・鋳物・金

ました。東急リバブル株式会社にて売

まきのパソコン教室

買仲介を13年間勤めました。エリアは

炉にて強制乾燥させ 包装梱包をする

関西圏。居住用仲介・事業用仲介・買取

よう日々勉強中です。

塗装工場です。

をメインにしております。

サン塗装株式会社

イシイ ヒデアキ

林 一雄

ハヤシ カズオ

NEW FACE

ＣａｒＥｘｔｅｎｓ
ｉｏｎ 匠工業

NEW FACE

石井 英明

属製品などを コンベアにて、塗装をし

ます。仕事も遊びも全力で取り組める

寺田 有喜

高槻土地株式会社
テラダ ユウキ

川口 正義

カワグチ マサヨシ

NEW FACE

よろしくお願いいたします。

「元気が一番」
をモットーに頑張ってい

NEW FACE

ング教室」
、
「スマホ・タブレット教室」
、
「パソコン教室」
をしております。

海外人材育成事業協同組合は、日本とアジ

初めてまして、林鍼灸院院長、林一雄と申

地域密着を基にした活動を心掛けて毎

寝屋川市を中心に介護サービスを提供

アとの「架け橋」
として技能実習生及び特

します。当院は
「寝たきりに ならない為の

日営業していきます！

させていただき１３年。高齢者が住み慣

定技能外国人の受入支援を行っておりま

お手伝い」
を目標とし高齢者様の健康の

す。組合の事業に興味が御座いましたら、

為に日々お仕事させていただいてます。

お声掛けいただければ幸いです。

ご指導のほど宜しくお願い致します。

海外人材育成事業協同組合
15

しております。

株式会社川岸組

ャンルの映像を得意としています。

イエハラ ハルカ

枚方川原町のガールズバールリールの

押領司 裕史 オウリョウジ ヒロフミ

イノウエ テッペイ

家原 晴佳

関西を主に安全第一を考え足場工事を
宜しくお願い致します。

NEW FACE

井上 鉄兵

NEW FACE

今年度、新しく入会していただきました仲間をご紹介させていただきます。
皆様、交流を深めてYEGの主目的であるビジネスへと繋げられるよう、積極的にお声がけ頂きますよう、
お願い致します。

カワギシ テツヤ

NEW FACE

N
E
W
F
A
C
E
新入会員紹介

川岸 哲也

林鍼灸院

BAR QUEENS

れた地域での生活を支えるために真摯
に取り組んでいます。日々の感謝を地

域に還元できるよう活動しています。

有限会社日本シルバーサービス

（ナショナルケアセンター/藤乃家）
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本石 昌也

モトイシ マサヤ

安江 浩一 ヤスエ コウイチ

NEW FACE

アサヤマ メグミ

NEW FACE

朝山 恵

NEW FACE

イオク モトキ

NEW FACE

猪奥 元基

昭和25年に設立した拡声音響装置の製

寝屋川市駅の近くでプライベートサロ

過去には、赤井英和さん、井岡弘樹さん等、多数の

私は、鉄筋工事一式を自社で全て対応

造メーカーで、スピーカーやメガホン、

ンをしてます。リンパオイルマッサージ

スターを輩出した老舗ボクシングジムで、私本石が

しています。

アンプ、防災用無線などの拡声音響装

で心身の健康回復・美容・細身のお手伝

四代目会長を拝命いたしております。四人目の世界

㈲安江建鐵工業の代表取締役をさせて

置を設計開発、生産、販売、アフターサ

いをさせていただきます。是非サロン

チャンピオン誕生を目指し現在はプロ専門のジムと

頂いています。

ービスまで一貫して手がけています。

に遊びにきてください。

して活動しています。よろしくお願いいたします。

ヒガシ ジュンジ

グリーンツダボクシングジム
梅木 正篤

ウメキ タダアツ

NEW FACE

東 潤二

Reroom

NEW FACE

株式会社ノボル電機

初めまして、
交野市で総合防水、
リホーム

働き続けられるカラダづくりに貢献し

業を営んでおります、
ヒガシと申します。

たいと理学療法士の経験を活かし職員

人との繋がりを大切に思い、
お客様の財

向け身体機能の維持向上や介護職員向

産を守る為に常に最高の物を提供したい

けスキルアップのプランをご提案して

と思っております。宜しくお願い致します。

います。お気軽にお声かけ下さい。

CPデザイン
サワ ダイスケ

NEW FACE

澤 大助

チャンドラーデービッド

人と人を繋ぐ、国と国を繋ぐをモットー

ABCDAVID'S英語スクール代表チャンド

にモンゴル・カンボジアの人材に特化し

ラーデービッドです。寝屋川、寝屋南、摂津

た有料職業紹介事業
（大学生のインター

校３校あり、質のいい英語教育を目指して

ン）
、生命保険・損害保険を通じて企業を

います。TEMI最優秀教師賞受賞し、幼稚

お守りするお手伝いをしております。

園や企業を対象に幅広く活動しています。

北大阪商工会議所青年部から部内報をお届けさせていただ
きました。
今年の広報委員会メンバーは未経験者が多くつたない部分
もありますが、力を合わせて作りあげました。部内報作成にあ
たり何よりの収穫は、取材を通じて皆様と交流できたのはこ
の委員会の魅力だと感じます。
取材にご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございま
した。そして読者の皆さん、最後までお読みいただきありがと

英語スクール

NEW FACE

宮井 匠

ABCDAVID'S

うございました。

糸数 貴志

NEW FACE

株式会社アイウイング

Editor's Note

委員会メンバーから

NEW FACE

東技建

編集後記

有限会社 安江建鐵工業

委員会メンバー一同

お部屋の清掃と電気工事を行っており

主に電気工事、空調工事を行っており

担当委員長から

ます。お客様の快適な暮らしを一生懸

ます。SDGｓ17のターゲットの中の13、

命サポート致します。

17の目標を会社事業として取入れ活動

この部内報が皆様の手に届く頃、桜が満開になっている頃と思います。

ミヤイ タクミ

SunStyle

イトカズ タカシ

しております。

取材等ご協力いただき皆様に、青年部の皆様に広報委員会メンバー一
同心から御礼申し上げます。
２０２０年度は皆様にとっても、今までにない年度だったかと思います。
本誌に載せる写真を選定している間にも多くの画像の中に笑顔を見る

株式会社 IW

ことができました。
そのおかげで出張中の仲間の笑顔も委員会や例会で見ることができ新
たな道筋も開くことができました。

弊社は昭和51年の創業以来、技術を磨

社名の彩絆
（イロハ）
には、親会社であ

そんな活動の中で、人と人のつながりの大切さ・温かさを改めて認識で

き、その技術をさらに活かす為に建設

る㈱美装から運送業界という新たなス

部を設立し、企画力/設計・デザイン力/

テージに挑戦するにあたり、名付けまし

きる実り多い一年となりました。委員会メンバーの皆様のご協力ならび

施工力とイメージから具現化に至るま

た。会社の枠を超えてグループ全体で

でを一貫して築きあげてきました。

ご縁を大切に走り続けていきます。

太西アーキテクト株式会社
17

島 勝彦

シマ カツヒコ

NEW FACE

西原 宏樹

ニシハラ ヒロキ

NEW FACE

生活様式の変化に伴い、笑顔を見るのも間接的になったりもしましたが、

に、株式会社ノヴァロ

嶋津さんの専門的知識に助けられ無事に編集を

終えることができた事を、最後に紙面をお借りして謝辞を述べさせてい
ただきます。

広報委員長

安藤勝範

株式会社彩絆運輸
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