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不断の努力で安全で自然な食材を選び、最適な調理法で料理提供し、
お客様にとって幸せな時間を過ごせるレストランを目指します。

トラットリア イル フィオレット
 オーナーCHEF 山口　幸男 氏
 オーナーソムリエール 山口　美貴 氏
　開店より14年目となる、万博記念公園近くの吹田
市・山田東にある18席の小さなイタリア料理店
「トラットリア�イル�フィオレット」。オーナーCHEFの
山口さんはイタリア料理だけでなく、自家製チーズにも
力をいれており、本年3月にアメリカ・ウィスコンシン
州で開催された「ワールドチャンピオンシップチーズコ
ンテスト（WCCC）2022」でゴールド受賞（部門1位）を
獲得されました。今回は、CHEFとオーナーソムリエー
ルをつとめる山口ご夫妻にお話をうかがいました。 山口　幸男�氏　　　山口　美貴�氏



2 No.495

―現在の店舗について
私は、調理人として各地の店舗で働いてきました。

その間、料理長以外にもソムリエ、支配人など料理以
外の仕事も経験を積ませていただき、2009年に独立
し、現在の店舗をオープンさせました。
にぎやかな雰囲気の中で慌ただしく営業するよりも、

郊外の住宅街でお店をやるのが夢でした。マイペース
な自分の性格に合わせて、確実な一歩を踏み出せるよ
うにしたかったので、現在の吹田市山田東の場所を選
びました。

―どのようなお店なのですか
イタリア料理を基本ベースとして、フレンチやエス

ニック、和のエッセンスを取り込んだ、CHEFのお料
理とソムリエ厳選のイタリアワインとのマリアージュ
を楽しみ、非日常で上質な空間で、お客様にとって大
切な人との有意義な時間を過ごしていただけるお店づ
くりを目指しています。また、食材で手作りできるも
のは、すべて手作りすることを信条としています。
私は、ソムリエ、チーズプロフェッショナルの資格

を持っており、伝統的な保存食を得意としています。
搾りたてのジャージーミルクから仕込む自家製チーズ
や長期熟成の自家製骨付き生ハムや様々なサラミなど、
各種仔牛・仔羊・黒豚・猪・鹿等は半頭又は一頭仕入
れで、畜肉加工品を仕込みます。自家農園では野菜や
ハーブ、果実やエディブルフラワーなど年間80種以上
を栽培し、当日予約分を朝に摘み取り、香り高いまま
料理に活かしております。

＜自家農園での収穫の様子＞

―自家製チーズの取組みについて
現在まで何年も通っていただいているご常連さんの

お話なのですが、実はチーズが苦手だったそうです。
初めてのご来店の時に自家製チーズがあるレストラン
と知って、ご自身がチーズが苦手なことを言うに言え
なかったそうなのです。
しかしながら、当店のチーズを食してみると、「イル

フィオレットのチーズは美味しく食べれた！」という体
験を、初めてのご来店から何年も経ってからお聞きし
ました。自家製チーズにさらに力を入れるようになっ
たのは、ちょうどこの頃からです。
その後、いろいろなメディアで取り上げていただく

ようになり、当店の自家製の生ハムやサラミ、チーズ
などを楽しみにご来店されるお客様も増えたため、乳
製品製造業の認可を保健所より得てからは販売も手が
けています。
さらにその商品をチーズの品評会に毎年出品し、

2018年に初受賞してからは連続受賞を継続していま

す。そのことで商品の魅力を全国的に宣伝し、売り上
げに貢献できる強みとなりました。
また、国内に留まらず、2022年3月に米ウィスコン

シン州マディソンで開催された『ワールドチャンピオン
シップチーズコンテスト（WCCC）2022』に於いて、
当店のチーズ「黒花～こっか～」が金賞を受賞したこと
で、自信が確固たるものとなりました。

＜金賞を受賞した「黒花～こっか～」＞

―貴店の今後について
オープンから13年が経過し、常連のお客様もずいぶ

ん増えました。しかしコロナ禍においては厳しい経営
状況が続いています。
そこで自家製品を得意とする当店が次に取り組むの

は、愛媛県庁より「食の大使館」として任命されている
当店の利点を活かし、愛媛県の特産でもあるチョウザ
メを使った自家製キャビアの開発に挑戦しようと考え
ています。
高級食材であるキャビアは、現在はほぼ輸入に頼っ

ています。しかし、国内で鮮度が良いうちに加工をす
ると、塩分を控え「より卵そのものの味を生かした」味
わいに仕上げることが可能となります。これを当店で
手作りし、まだまだ国内では非常に珍しい「国産キャビ
ア」を手掛け、レストランでの提供と販売に力を入れま
す。
また、せっかくの自家製チーズをより多くのお客様

に召し上がっていただくために、「自家製チーズをふん
だんに使用したコース」を現在模索中です。
金賞を受賞したチーズをはじめ、前菜からデザート

まで、コースの全てに自家製のチーズを様々な料理手
法で味わっていただく。そのまま召し上がっていただ
くものもあれば、焼いたチーズ、自家製ならではの、
できたてでミルクの味わいを存分に生かしたチーズな
どを組み込んだコースを提供したいと考えております。

―貴重なお話をありがとうございました。今後益々
の ご発展をご祈念申し上げあげます。

トラットリア イル フィオレット
〒565-0821 吹田市山田東4-13-15�
� アパートメントカリーネ101

Tel：050-3201-6877
http://www.ilfioretto.jp/
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3号議員（15事業所）、2号議員（35事業所）を選任
　令和4年第2回常議員会（8月3日開催）において、10月末の議員の任期満了に伴い、
会頭より3号議員（15事業所）の選任案が示され同意されました。
　また、部会選出の2号議員（35事業所）の割り当て数についても承認されました。
　これを受けて、部会総会（8月29日開催）において、2号議員（35事業所）の選任案が
示され了解を得ました。
　選任された3号議員と2号議員は次のとおりです。

〇3号議員選任（8月3日　常議員会）
事　業　所　名 所属部会 再任等

アーキヤマデ（株） 工業部会 再任

アサヒビール（株）吹田工場 工業部会 再任

北おおさか信用金庫吹田支店 理財部会 再任

（株）紙谷工務店 建設部会 再任

グリーンホスピタルサプライ（株） 商業部会 再任

（株）サンリバー サービス業部会 再任

泉州電業（株） 商業部会 再任

大幸薬品（株） 工業部会 再任

事　業　所　名 所属部会 再任等

大同生命保険（株）�大阪北支社 理財部会 再任

（株）ダスキン サービス業部会 再任

（株）堀田工務店 建設部会 再任

（株）マルマス　サニーストンホテル サービス業部会 再任

マロニー（株） 工業部会 再任

（株）三菱UFJ銀行江坂支店 理財部会 再任

淀川ヒューテック（株） 工業部会 再任

（事業所名50音順、敬称略）

〇2号議員選任（8月29日　部会総会）
部会名 事　業　所　名 再任等

商業部会
（6事業所）

大阪北部ヤクルト販売（株） 再任

木下名酒店（株） 再任

（株）サンゼリア 再任

吹田市旭通商店街（協） 再任

吹田市商業団体連合会 再任

（株）大久 再任

工業部会
（5事業所）

大枝印刷（株） 再任

向洋電機（株） 再任

昭和化工（株） 再任

トップ産業（株） 再任

（株）日本触媒　吹田地区研究所 再任

建設部会
（7事業所）

（株）井上昇商店 再任

（株）上杉工業 再任

（株）江坂設備工業 再任

栄電気（株） 再任

（株）関根工務店 再任

摂津電気工事（株） 再任

橋本建設（株） 再任

部会名 事　業　所　名 再任等

専門サービス部会
（5事業所）

東会計事務所 再任

信栄税理士法人 再任

（株）西日本エンジニアリング 再任

（株）橋本測地設計事務所 再任

ひきだ歯科医院 1号議員から移行

サービス業部会
（7事業所）

（株）関西東急ホテルズ
新大阪江坂東急REIホテル 1号議員から移行

（株）ガンバ大阪 再任

（株）SAKAE 再任

（株）白洋舎関西支店 再任

パレ・フタバ（株） 再任

（株）ビケンテクノ 再任

（株）マルサン 再任

理財部会
（3事業所）

（株）ケンセイ 再任

グリーンワルト（株） 1号議員から移行

（株）三井住友銀行吹田支店 再任

運輸情報部会
（2事業所）

アイ・システム（株） 再任

いすゞオート西形（株） 1号議員から移行

（部会別事業所名50音順、敬称略）
2号議員選任数　35事業所

※�なお、1号議員（50事業所）は、9月1日（木）から16
日（金）を選挙期間として選任されます。

3号議員（15事業所）、2号議員（35事業所）を選任3号議員（15事業所）、2号議員（35事業所）を選任3号議員（15事業所）、2号議員（35事業所）を選任

部会総会の様子
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業務効率化を図るための「DX実体験セミナー」開催ご案内
　中小企業・小規模事業者でも使えるITツールはまだまだ知られていません。最近よく聞く「働き方改革」は大手企業だけでなく、アプ
リを導入するだけで、業務効率が向上し、顧客満足度アップや従業員の定着まで関係しています。本セミナーではDXの基本から補助
金活用、簡単に使えるアプリ紹介、さらに勤怠管理システム「ジョブカン」担当者による説明も行います。

◆開催日：2022年10月19日（水）
　　　　　14：00～16：00（受付開始13：30）
◆講　師：森山経営事務所　代表　森山　忠明�氏
　　　　　中小企業診断士、吹田商工会議所　経営指導員
　　　　　中小企業基盤整備機構　
　　　　　近畿本部中小企業支援アドバイザー
　　　　　（株）DONUTS　ジョブカン事業部
　　　　　　大阪グループ責任者　釜口　健太�氏
◆場　所：吹田商工会議所　3階　大会議室
◆料　金：無料
◆定　員：30名（※定員に達し次第締め切ります。）
◆内　容：①DXと業務効率化について
　　　　　②勤怠管理システム「ジョブカン」について
◆持ち物：スマホをお持ちの方はご持参ください。

※詳細及びお申込みは、本誌折込チラシもしくは吹田商工会議所ホームページをご確認ください。

大阪勧業展2022　開催決定
� 1.�名　　称：大阪勧業展2022
� 2.�目　　的：�大阪府内の優秀な中小企業等が一堂に会し、技術力や企画力のアピール、製品、商品、サービス等のPR、販路の開拓

等を行う展示商談会（多業種型総合展示商談会）を開催。参加者のビジネスチャンスの拡大、企業間における幅広い交流
の促進を図り、もって大阪府内の地域経済の活性化に資する。

� 3.�日　　時：令和4年10月12日（水）10：00～17：00、10月13日（木）9：30～16：00
� 4.�場　　所：マイドームおおさか　展示ホール（大阪市中央区本町橋2-5）
� 5.�主　　催：大阪商工会議所、堺商工会議所、大阪府商工会連合会
� 6.�共　　催：大阪府内の商工会議所・商工会
� 7.�入 場 料：無料
� 8.�出展者数：320ブース（原則、先着順）
� � ��　　　　　※2021年度、実出展323企業・団体、336ブース。
� 9.�出展分野：�金属、機械・器具・部品、化学・エネルギー、繊維、建設・建材、生活関連用品、環境・衛生、

紙・印刷、情報・通信、サービス、各種団体等
� � ��　　　　　※2022年度は「食品」は対象外とします。
10.�事前登録：大阪勧業展2022のHP（https://kangyo.osaka.cci.or.jp/visitor/regist）から事前登録をお願いします。

業務効率化を図るための「DX実体験セミナー」開催ご案内業務効率化を図るための「DX実体験セミナー」開催ご案内業務効率化を図るための「DX実体験セミナー」開催ご案内

お申し込みはこちら

大阪勧業展2022　開催決定
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当所と大阪商工会議所との間で公開講座受講について提携しました
　このたび当所と大阪商工会議所との間で、大阪商工会議所の実施する有料の公開講座を大商会員価格が適用できるよう提携を結びま
した。
　大阪商工会議所では、企業の人材育成のために年間を通じて階層別・職種別等の研修プログラム（講座）を提供しています。大阪商工
会議所が実施する提携講座については、吹田商工会議所の会員事業所が、当所のホームページを経由してお申込みいただくと、大阪商
工会議所の会員価格で受講できるようになります。
　是非、社員教育にご活用ください。
○大阪商工会議所公開講座URL：https://suitacci.com/?p=10186
※�上記ホームページの� �のバナーをクリックいただくと大阪商工会議所の該当ページリンクに遷移します。講座の詳細はホームページ
でご確認いただけます。

（注）1.�講座のお申込み、受講料の振込等は、大阪商工会議所に行っていただきます。
　　2.�講座の開催は、原則大阪商工会議所会館（大阪市中央区本町橋2-8）となります（一部例外あり）。
　　3.�講座のお申込みに際しては、「会員／非会員」区分で、必ず「吹田商工会議所」を選択してください。会員番号は空白で結構です。
＜9・10月開催の提携講座のご紹介＞

講座名/内容 日時/授業料
○リスク管理に対応した「与信管理」の進め方
実務に役立つ「チェックリスト」を活用した危ない企業の見抜き方！

9月15日（木）10：00～17：00【オンライン受講可】
受講料（税込）：会員25,140円、一般37,710円

○誰でも簡単に最強営業マンに変わるセールストーク講座
すぐ使える！「顧客の本当に欲しいものが分かる質問術」でニーズを読取り、業績UP

10月11日（火）13：00～17：00【オンライン受講可】
受講料（税込）：会員16,760円、一般25,140円

○プレイングマネージャーとしての課長の役割と仕事講座
部下のモチベーションを上げつつ、チームの成績を向上させる！

10月12日（水）10：00～17：00
受講料（税込）：会員25,140円、一般37,710円

○論理的思考法の基礎講座
ロジカルシンキングをマスターするための最初の一歩！

10月19日（水）10：00～17：00【オンライン受講可】
受講料（税込）：会員25,140円、一般37,710円

吹田商工会議所　商業部会・サービス業部会主催
ガンバ大阪観戦ツアー開催！vs柏レイソル戦

吹田商工会議所　サービス業部会主催
会員親睦ボウリング大会　参加者募集！

3年ぶりの開催！みんなでガンバを応援しよう！
3つの参加特典付き！

◆日　　程：令和4年10月1日（土）14時45分集合
◆集合場所：パナソニックスタジアム吹田　2ゲート階段下
　　　　　　（『吹田商工会議所観戦ツアー受付』の受付設置予定）
　　　　　　大阪府吹田市千里万博公園3-3
◆定　　員：最大60名　※先着順
◆参 加 費：おひとり4,000円
◆お申込み、詳細は当所HPをご確認ください。
　QRコードからも当イベント詳細をご確認頂けます。
◆お問合せ：吹田商工会議所　担当　谷　06-6330-8001

　サービス業部会では、令和4年9月22日（木）に関
大前フタバボウルにて、会員親睦ボウリング大会を
開催いたします。
1チーム3名ですが、合同チームでご参加いただくこともでき

ます。表彰は、団体賞と個人賞がございます。
　会員事業所様でしたら、部会に関係なくご参加いただけますの
で、是非ご参加ください。
　詳細はホームページをご覧ください。
　（QRコードからもご確認いただけます。）
　　　お問合せ：吹田商工会議所　サービス業部会担当
　　　　　　　　（TEL：06-6330-8001）

当所と大阪商工会議所との間で公開講座受講について提携しました当所と大阪商工会議所との間で公開講座受講について提携しました当所と大阪商工会議所との間で公開講座受講について提携しました当所と大阪商工会議所との間で公開講座受講について提携しました当所と大阪商工会議所との間で公開講座受講について提携しました

大阪商工会議所公開講座

吹田商工会議所　商業部会・サービス業部会主催
ガンバ大阪観戦ツアー開催！vs柏レイソル戦ガンバ大阪観戦ツアー開催！vs柏レイソル戦vs柏レイソル戦

吹田商工会議所　商業部会・サービス業部会主催
ガンバ大阪観戦ツアー開催！

吹田商工会議所　サービス業部会主催
会員親睦ボウリング大会　参加者募集！会員親睦ボウリング大会　参加者募集！

吹田商工会議所　サービス業部会主催
会員親睦ボウリング大会　参加者募集！
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創 　 　 業
　工務店に勤め、リフォーム相見積もりサイトが一挙
に広まったと同時期にリフォームに携わるようになり
ました。ただ、その会社の事業が拡大するにつれて、
私と会社に少しずつズレが生じるようになりました。
今でも私が大切にしている部分に変わりはないですが、
「お客様に喜んでもらいたい」「心の底から“ありがとう”
と言ってもらいたい」という想いで、利益ばかり追求す
ることに違和感を覚えていったのです。もちろん、従
業員を守るため、また会社の維持のためには必ず必要
な部分ですが、私は「お客様の笑顔」が自ずと利益につ
ながると考えます。これを体現するために独立するこ
とを選びました。

特 　 　 徴
　独立した後、自社の実績づくりが早急な課題で、職
人探しから顧客獲得まで、まさに手探り状態でしたが、
近年では徐々に顧客がついてくるようになりました。
私たちが依頼を受けるうえで心がけていることは、ま
ず、「品質」です。お客様の目に見えない部分までいか
に思いやりをもって施工できるかという部分。このこ
だわりは職人同士の意見がぶつかり、よく現場で口論
になります。それだけ、情熱とプライドをもって現場
に臨んでいます。もう一つは「安心」です。ご来店いた
だいたお客様が委縮しないで色々相談できる雰囲気を
作ることを心掛けています。巷にあるリフォーム会社
ではスーツにネクタイを付け、バシッと決めた営業マ
ンが接客するのが一般的。これはお客様が緊張してし
まう要因の一つとなります。我々はお客様にとって非
常にもったいないことだと思っています。理想とする
家を作りたいというのに委縮してしまうと営業マンの
言いなりになり、「思っていた家とは違う」という不満

につながってしまうので
す。なので、我々はラフ
な格好で、専門用語もあ
まり使わず、素人でもわ
かるように説明するよう
に心がけています。そう
することで、一つ一つの
不安を解消し、安心して
依頼いただけるように心がけています。また、施工期
間中もお客様に状況を知ってもらうため、自社HPのブ
ログに写真や状況を随時アップするようにしています。
たまに「そこはそうじゃない」とご指摘の電話があるこ
ともしばしばではありますが、お客様に施工の実態を
オープンにすることがもっとも大切で安心できること
だと考えています。そうすることでお客様と真剣に向
き合い、一緒に理想のお家を作り上げています。
　さらに、不動産業もはじめ、不動産を扱えるように
もなりました。一緒に物件を探すところから寄り添え
るようになりました。今までのリフォーム実績を生か
したその場でわかる見積もりシミュレーションシステ
ムも開発することで、ワンストップサービスを確立す
ることができました。これができたのもお客様のため
に何ができるのかという発想があってこそだと考えて
います。

今 後 の 方 針
　吹田市内のリフォーム施工が90％以上となってい
て、地域に根付いたリフォーム・リノベーション専門
として少しずつ実績を作っています。また、今までも
イベントで「工務店が100円でなんでもお手伝いしま
す！」など、様々な企画を試してきました。今後も新し
い企画も考えながら、地域の方のために私たちがテー
マとして掲げる“お客様の「笑顔」をお客様と「作り上げ
る」”を実現するため、リフォーム・リノベーションを
通して貢献していきたいと考えています。

新入会員インタビュー 株式会社 夷工務店

事�業�所�名：株式会社 夷工務店
代表取締役：宇山　直輝�氏
所　在　地：吹田市高城町18-36　
Ｔ　Ｅ　Ｌ：06-6170-3444
営�業�内�容：リフォーム、不動産売買・仲介
Ｕ　Ｒ　Ｌ：https://ebisukoumuten.co.jp�

〈新たにご入会いただいた事業所〉� （2022.7.1～7.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

建　　　設
（株）エスウェルエナジー 吹田市豊津町 インテリア設置全般、リフォーム工事全般、特殊フィル

ム工事、開発
（株）夷工務店 吹田市高城町 リフォーム、不動産売買、仲介

サービス業
COTOTOITO 吹田市千里山竹園 子ども向けワークショップの企画、運営
W-piatto 吹田市千里山西 ハンドメイドサロン

（特）専門サービス（株）加里本データシステム 大阪市淀川区西中島 経営コンサルタント・税理士補助業務
※ご入会時に名簿への掲載に同意いただきました事業所様のみ掲載させていただきます。
≪事務局からお知らせ≫事業所名・所在地・代表者などの変更がございましたら�当商工会議所�総務部�までお知らせください。

只今、吹田商工会議所　新規会員募集中　新規会員をご紹介ください。　連絡先：6330-8001 総務部迄



株式会社リバフォール
吹田市江の木町 24-27 TEL.06-6384-3630 FAX.06-6385-8749

http://riverfall.net/

吹田市南金田・南吹田・穂波町エリアで
賃貸から売買までトータルに扱う『唯一』の不動産会社です！
　このエリアでの不動産はぜひ！ 当社にお任せください。

不動産売買・賃貸全般・建築・リフォーム

オンリー
　　 ワン

〒564-0044 大阪府吹田市南金田1-14-15
URL  http://www.kensei.net

株式会社

フリーダイヤル0120-054-203

迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理迅速な処理
空調、衛生設備工事のことならご相談下さい

大阪府知事許可　(特-9)第96963号　管工事業

株式会社 江坂設備工業
〒564-0051 吹田市豊津町23-1

TEL 06-6385-1821
FAX 06-6338-8454

おかげさまで100年

〒564‐0031 吹田市元町28番7号
TEL 06-6381-3395　FAX 06-6318-2000
E-mail:oeda@oeda.com　URL http://www.oeda.com

吹田元町で─これからも

since1915
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　池田輝政は永禄7（1564）年、織田信長の重臣・池
田恒興の次男として尾張国清洲で生まれた。元服して
からは照政、のち輝政と称した。父や兄・元助（これが
諱【いみな】である。どうにも通称のようだが、文書か
ら間違いない）と共に信長に仕えた。本能寺の変で信長
が明智光秀に討たれると、恒興は羽柴秀吉と合流した。
秀吉のおい・秀次を恒興の婿に、輝政を秀吉の養子と
することを約したという。
　天正12（1584）年、秀吉と徳川家康が戦った小牧・
長久手の戦いにおいて、父の恒興と兄の元助が討ち死
にしたため、池田家の家督を相続し、父の領地であっ
た美濃・大垣13万石を受け継いだ。翌年、同じ13万
石で岐阜城に移った。天正18（1590）年には三河・吉
田15万に加増された。
　文禄3（1594）年、秀吉の仲介により、徳川家康の
次女・督姫を娶（めと）る。督姫は関東の覇者、北条氏
直の妻であったが、秀吉による北条氏討伐の後は家康
の元に帰っていた。すでに輝政には、嫡男の利隆を生
んだ糸姫という正室がいたが、実家の中川家（江戸時代
は豊後・岡7万石）に帰された。督姫を正室に迎えたこ
とが、池田家に繁栄をもたらす。
　関ヶ原の戦いに勝利し、天下人になった家康は、娘
婿の輝政を厚遇した。輝政はかつての居城だった岐阜

城の攻略にこそ功があったものの、肝心の関ヶ原での

決戦ではほとんど活躍していない。そんな彼に播磨・

姫路52万石（うち10万石が督姫の化粧料）が与えられ

た。弟の長吉には因幡・鳥取6万石。督姫が生んだ忠

継には備前・岡山28万石。同じく督姫所生の忠雄には

淡路・洲本6万石。一族合わせて実に92万石。池田家

は西国の外様大名に睨（にら）みをきかせる立場になっ

た。なお、輝政が広大な領地の税収を注ぎ込んで築い

たのが、名城として知られる姫路城（白鷺城）である。

　慶長18（1613）年1月、輝政は姫路で死去した。死

因は中風という。享年50。家督は嫡男の利隆が継い

だ。池田家はこの後忠継の早世などもあり、利隆の系

統が岡山31万石、忠雄（母は督姫なので家康の外孫）の

系統が鳥取32万石を知行して幕末まで続いた。

関ヶ原の戦いで徳川家康と 
 関わった武将　池田輝政戦国武将のリアル

本郷　和人 / ほんごう・かずと
1960年東京都生まれ。83年東京大学文
学部卒業、88年同大学大学院単位取得退
学。石井進氏と五味文彦氏に師事し、日本
中世政治史を専門とする。当為（建前、理
想論）ではなく実情を把握すべきとし、日
本中世の「統治」のありさまに言及する著作
を発表している。従来の権門体制論を批判
し、二つの王権論に立つ。師の五味文彦氏
と同様に書評も多く、中世や近世を扱った
さまざまなドラマ、アニメ、漫画の時代考証にも携わる。
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吹田商工会議所青年部 10月公開事業
『テクノロジーが切り拓く未来社会 ～変わりゆく時代、私たちは何をするべきか～』

　青年部では、『テクノロジーが切り拓く未来社会 ～変わりゆく時代、私たちは何をするべきか～』と題して10月
公開事業を開催します。
　第一部では、大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーを務め、日本テレビ系「news�zero」火曜日に出演するな
ど、多方面で活躍される落合陽一氏から基調講演を賜り、第二部において、最新テクノロジーが日本にどのように
変化をもたらすか、また地域の発展のためにどのように活用することができるのか考察するため、吹田市をモデル
ケースにしたパネルディスカッションを行います。
　本事業を通じ、地域経済を活性化させるヒントを得ていただければ幸いです。多くの皆さまのご来場をお待ちし
ております
◆開催日時：令和4年10月3日（月）　18：30～20：30
◆内　　容：第一部　講　演　　　　　　　　　　講　師　メディアアーティスト　落合　陽一�氏
　　　　　　第二部　パネルディスカッション　　登壇者　吹田市長　後藤　圭二�氏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吹田商工会議所青年部　佐賀健太郎�会長
◆会　　場：吹田市文化会館メイシアター　大ホール
◆料　　金：2，000円
◆申込方法：吹田商工会議所青年部HPもしくはQRコードからお申込ください。

8月事業「HOT!! SUITA 2022～メンバーの
知見を活かして自事業の未来図を考える～開催

2022年8月25日、アスワーク吹田（吹田勤労者会館）にて、地域経済活性委員会8月事業「HOT!!�SUITA�2022
～メンバーの知見を活かして自事業の未来図を考える～」が開催されました。
　第1部では、中長期的に自事業を発展・変革させる為に、中小企業が現在取り組むべき経営課題について、YEG
メンバー3名を講師とし、委員長とのディスカッション形式で問題提起をしました。
　第2部では、5～6名のグループに分かれて事前に記載した自社のPRシー
トを元に自社の強みを改めて知るためのワークショップを行いました。
　さらに、今回の事業はこれで終わることなく、1月事業に向けて今回分か
れたチームメンバーで3回以上集まり、中長期的な自事業の発展や課題解
決に向けたアイデアについてチーム内でディスカッションを行い、その結
果を1月事業で発表するという形で継続的に行っていきます。
　今回の事業を通じて、メンバー自身がそれぞれ自事業の強みを知ること
で、中長期的に事業を発展・変革させるためのきっかけを見つけられたの
ではないかと思います。

吹田商工会議所貸会議室のご案内
　当会館は、阪急吹田駅から徒歩1分と便利な立地で、セミナー・研修・会議・面接などの用途にご利用いただけ
る会議室を貸出しております。会員の皆様は割安料金でご利用いただけます。是非、各種会合等にご検討ください。

会議室一覧（会員料金／税込み）
会議室　※（定員） 大会議室（50名） 第1会議室（15名） 第2会議室（8名）

※�会議室の定員は、新型コロ
ナウイルス感染拡大防止の
為、通常より人数を減らし
ております。

※�貸室料以外に、別途割増料
金が必要な場合がありま
す。ホームページをご確認
ください。

午　前
� 9：00～12：00 � 9，900円 6，600円 3，300円

午　後
13：00～17：00 13，200円 8，800円 4，400円

夜　間
18：00～22：00 13，200円 8，800円 4，400円

貸出機材：プロジェクター　2，200円　　スクリーン　1，100円

詳しくは当所ホームページをご覧ください：https://suitacci.com/?page_id=48
お問合せ先：吹田商工会議所　TEL 06-6330-8001

吹田商工会議所青年部 10月公開事業
『テクノロジーが切り拓く未来社会 ～変わりゆく時代、私たちは何をするべきか～～変わりゆく時代、私たちは何をするべきか～』～変わりゆく時代、私たちは何をするべきか～』

吹田商工会議所青年部 10月公開事業
『テクノロジーが切り拓く未来社会
青年部コーナー

8月事業「HOT!! SUITA 2022～メンバーの
知見を活かして自事業の未来図を考える～開催知見を活かして自事業の未来図を考える～開催
8月事業「HOT!! SUITA 2022～メンバーの青年部コーナー

吹田商工会議所貸会議室のご案内吹田商工会議所貸会議室のご案内吹田商工会議所貸会議室のご案内



広告掲載募集中!
月々5,500円（税込）で

2,000か所以上の事業所に届きます!
詳細は会報担当まで

suitacci@suita.cci.or.jp
TEL：06-6330-8001

人々に、あかるい暮らしを

〒564-0024 吹田市高城町5-15
TEL

各種建物新築・改修工事
電気設備・消防設備

空調設備・防犯設備

FAX
06-6381-6623
06-6382-7466

https://www.sakae-denki.co.jp

□遺言の書き方がわからない
□書いた遺言は法的に大丈夫なのか
□子ども達が財産で争わないようにしたい

初回相談無料！
遺言で不安はありませんか？

一つでも□があればすぐに、ご相談ください✓

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339 FAX 06-6337-9355

https://kansaigodo-capls.or.jp/

□就業規則を整備したい
□賃金規定を整備したい
□補助金の相談をしたい

初回相談無料！
人事・労務でお悩みの方へ！

一つでも□があるなら、すぐにご相談ください✓

〒564-0063 吹田市江坂町 1丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9340 FAX 06-6337-9355

https://kansaigodo-lssa.or.jp/

「経営革新等支援機関」認定取得　近財金1第403号

経営相談 経営改善計画

経営のお悩み・現状の不安はありませんか？
初回相談無料でお話をおうかがいいたします。

〒564-0063 吹田市江坂町 1 丁目23番101号 大同生命江坂ビル12階
TEL 06-6337-9339 FAX 06-6337-9355

https://kansaigodo.co.jp/
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第31回　会員親睦ゴルフ大会を開催いたします！
　今年も「会員親睦ゴルフ大会」を、開催する運びとなりました。会員の皆様には、秋の
心地よい自然の中で親睦を深めていただけたらと思います。
　皆様方のご参加をお待ちしております。

日　　時：2022年11月2日（水）（第1組スタートAM8：37）
会　　場：アートレイクゴルフ倶楽部
　　　　　大阪府豊能郡能勢町野間西山9-5-3
定　　員：80名（20組）※定員に達し次第締切ますのでご了承ください。
参 加 料：1名5,000円　参加料は当日現金にて承ります。
　　　　　（賞品代・会食費に充当）
　　　　　※�プレーフィー18,080円（昼食代1,100円含む）は当日各人でゴル

フ場にてご清算ください。
問合せ先：�申込・詳細については同封のチラシをご確認いただき、FAXまたは

右のQRコードからお申込ください。
申込締切：2022年9月30日（金）

〈お願い〉 �会員親睦ゴルフ大会を開催するにあたり、賞品の無償提供をお願いできる事業所様は、総務部まで
（TEL�06-6330-8001）ご連絡ください。

一般社団法人 大阪府社会保険協会からのお知らせ
健康保険・厚生年金の給付セミナー
～疾病手当金・在職老齢の改正等～

　この度、制度の知識習得と実務のレベルアップを図っていただくため、総務担当者向けに労務事務講習会を開催
します。吹田商工会議所会員様には、是非ともこの機会にご参加賜りますようお願い申し上げます。
　　講　師：社会保険労務士　後藤田慶子�氏
　　開催日：令和4年10月26日（水）
　　時　間：14時30分～16時30分
　　場　所：高槻商工会議所
　　対　象：高槻・吹田・茨木商工会議所、摂津市島本町商工会の会員の方
　　定　員：定員80名（先着順）
　　申込み：（一財）大阪府社会保険協会へ（06-6445-3013）　※同封のチラシにてお申込みください。

第31回　会員親睦ゴルフ大会を開催いたします！第31回　会員親睦ゴルフ大会を開催いたします！第31回　会員親睦ゴルフ大会を開催いたします！

一般社団法人 大阪府社会保険協会からのお知らせ
健康保険・厚生年金の給付セミナー
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おかげさまで40周年！

本 社／大阪府吹田市中の島町2-26

℡ (06)6381-2626㈹
https://www.malony.co.jp/

お鍋はもちろん、サラダや炒め物、煮物など

あらゆる料理にお使いいただけます。
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第38回 吹田市起業家交流会　開催のお知らせ
　起業・創業者に対する支援の一環として、市内で起業を考えておられる方、既に事業を営んでおられる方がお互いに語り
合う交流会を開催します。起業について興味がある方も、ぜひ御参加ください。
◆開催日：令和4年9月22日（木）
◆時　間：18時30分～21時30分
◆場　所：メイシアター　レセプションホール
◆対　象：起業について興味がある方ならどなたでも参加できます
◆定　員：先着40名
◆主　催：吹田市起業家交流会実行委員会・吹田市
◆申込み：9月16日（金）までに以下のいずれかの方法で申込み
　　　　　・Web専用申込フォームから申込み（右記QRコード）
　　　　　・所定の用紙を地域経済振興室までFAX・郵送（吹田市ホームページからダウンロード可）
◆問合せ：吹田市役所地域経済振興室　TEL�06-6170-7217　FAX�06-6384-1292

令和5年（2023年）版生活べんり帳
「くらしの友」発行について

吹田市わかもの就職面接会・説明会
開催のご案内

　吹田市では市民生活の利便性向上を図るため、市役所窓
口の案内や各種手続きなどの行政情報を掲載した冊子「くら
しの友」を隔年で発行し、市内全世帯に配布しています。次
回は令和5年1月に発行を予定しております。
　その冊子は、広告収入によって制作・配布にかかる経費
を全て賄っており、下記協働発行事業者が広告販売営業を
行います。
　広告のお願いに市内事業等を廻っておりますので、ご理
解のほどよろしくお願い致します。

【吹田市窓口】
　吹田市総務部広報課
　担当：田中、平井、永井
　TEL�06-6384-1272（直通）
【協働発行事業者】
　株式会社サイネックス　関西営業部　大阪支店　北治
　TEL�06-6766-3350

　吹田市内を中心とした若年層の就職の場を提供するため、
吹田市・ハローワーク淀川・吹田商工会議所が連携して、
面接会・説明会・わかもの向けセミナーを開催いたします。
◆日　　時：2022年9月29日（木）
　　　　　　13：00～16：30
　　　　　　（受付 12：45～15：30）
◆会　　場：吹田市立勤労者会館（アスワーク吹田）�
◆対 象 者：�34歳以下の方、2023年3月大学等卒業予定

者、大学等卒業後3年以内の既卒者
◆企 業 数：8社
◆申込方法：�事前予約制です。最寄りのハローワークを通

してお申し込みください。お電話でも受付し
ます。

◆持 ち 物：�面接希望の場合は、履歴書等・紹介状をお持
ちください。説明のみの場合は持ち物は不要
です。

◆問 合 せ：ハローワーク淀川　職業相談部門
　　　　　　TEL�06-6302-4771（部門コード41＃）
※�詳細につきましては、ハローワーク淀川HPをご確認くだ
さい。

第38回 吹田市起業家交流会　開催のお知らせ第38回 吹田市起業家交流会　開催のお知らせ第38回 吹田市起業家交流会　開催のお知らせ

参加費無料！
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「くらしの友」発行について「くらしの友」発行について

令和5年（2023年）版生活べんり帳 吹田市わかもの就職面接会・説明会
開催のご案内開催のご案内

吹田市わかもの就職面接会・説明会



お問合わせ先 制度運営 日本商工会議所

制度引受保険会社

事業活動のトラブルで高額な賠償金支払いとなる事案が多様化。さらに頻発する自然災害により事業継続が困難となるケースも多発。
超ビジネスプロテクト(事業活動包括保険)は、賠償責任リスク、事業休業リスク、工事リスク（建設事業者様向け）を総合的に対応でき、しかも低廉な保険料で加入できる保険です。

超ビジネス
プロテクト
（事業活動包括保険）の

特徴
4 休業補償により災害に遭った際の事業継続資金を補償（感染症補償特約を自動セット）

6 早期災害復旧支援により、災害時の事業継続を後押し
5 工事現場における様々な財物に対する損害を補償（建設業向け）

7 「地震」による休業損失も補償
本広告は、日本商工会議所を契約者とする商工会議所会員向け事業活動包括保険団体契約の概要についてご紹介したものです。保険の内容は「ビジネス総合保険制度パンフレット」をご確認ください。ご加入にあたっては、必ず「ビジネ
ス総合保険制度重要事項説明書」をよくお読みください。詳細は契約者である団体のホームページ掲載の約款によりますが、ご不明の点がありましたら代理店または保険会社にお問い合わせください。

「超ビジネスプロテクト」は、東京海上日動を制度引受保険会社とする全国商工会議所「ビジネス総合保険制度」における「事業活動包括保険」のペットネームです。

お見積り、ご加入手続きは引受保険会社にお問い合わせください。

全国商工会議所
事業活動を取り巻く様々なリスクから
会員の皆様をお守りする

2021年4月作成 21-TC00594

1 全国商工会議所の団体割引が適用されるため、保険料が割安です。
一般加入と比べ最大約33％割引の保険料水準（団体割引25％、条項セット割引5％、Tプロ割引3％、自動車優良割引3％を適用した場合）
※33％割引は「賠償責任に関する補償」「休業に関する補償」に適用されます。 
保険期間：2021年7月1日午後4時から2022年7月1日午後4時
              加入は毎月受付（お申込月の翌月１日の午後４時の補償開始、保険期間1年間でご加入いただけます）

「ビジネス総合保険制度」 最大

約33%
割引

2 賠償責任に関するリスク(生産物・完成作業、施設・事業遂行、リコール、情報漏えい等)を総合的に補償
その他、様 な々業種に対応できる補償のラインナップを用意しています。

3 サイバーアタックなど情報セキュリティ被害も補償
マイナンバーの漏えいも補償対象となります。

東京海上日動の
新型コロナ

ウイルス感染症も

補償
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［担当課支社］
大阪北支店　直轄課
住　所：〒541-8555�大阪市中央区高麗橋3-5-12�淀屋橋東京海上日動ビルディング7階
ＴＥＬ：06-6203-0632
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キャッシュレス決済ポイント還元事業のご案内
　10月17日（月）から12月16日（金）まで市内対象店舗（中小規模店舗）で、対象キャッシュレス決済を利用された
方に、支払金額の最大30％を還元するキャンペーンを実施します。
・期間中の付与上限：7,000円相当（1対象キャッシュレス決済事業者あたり）
●対象キャッシュレス決済事業者
　auPAY、d払い、楽天ペイ、ICOCA
●キャンペーン対象店舗の要件
　・吹田市内に事業所を有しており、商品、サービス等を消費者に提供する店舗であること。
　・中小企業者（中小企業基本法第2条の規定に基づく中小企業者をいう。）であること。
　・対象キャッシュレス決済事業者の決済手段を導入していること。
　・新型コロナウイルス感染症防止対策を十分に行っている店舗であること。
　※�新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく国・大阪府の要請に従わないなど新型コロナウイルス感染症防

止対策を十分に行っていない場合は、対象外とする場合があります。
　※�風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に関する法律で定める「性風俗関連特殊営業」、及び当該営

業に係る接客業務受託事業を営む者は対象外となります。
●導入のご相談・お申込み問合せ先

対象キャッシュレス決済事業者 電話番号 受付時間
au�PAY 0120-917-820 10：00～20：00（土日・祝日含む）
d払い 0120-209-460 平日10：00～18：00（土日・祝日除く）
楽天ペイ 0570-200-234 9：30～23：00（土日・祝日含む）

ICOCA
06-6203-5415
三菱UFJニコス株式会社
西日本営業部　芹澤・中西宛

平日9：00～17：20（土日・祝日除く）

※�対象キャッシュレス決済未導入の店舗の方は、各対象キャッシュレス決済事業者指定の期日までに加盟申込・
審査可決が必要です。

●キャンペーン概要
　吹田市ホームページをご参照ください。
　https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-toshimiryoku/chiikikeizai/shoukougyou/_115198.html
●コールセンター
　電話番号：0120-938-491
　受付時間：9：00～17：00まで（土日・祝日除く）
　　　　　　※9月24日（土）～12月16日（金）の土日・祝日は開設。

　　　　　　【問合せ先】 吹田市都市魅力部地域経済振興室　商業担当　電話番号：06-6170-2370
　　　　　　　　　　　 メールアドレス：sanro_s@city.suita.osaka.jp

キャッシュレス決済ポイント還元事業のご案内キャッシュレス決済ポイント還元事業のご案内キャッシュレス決済ポイント還元事業のご案内



飲みやすい白い錠剤

〒 564-0052　大阪府吹田市広芝町 10-3　地下鉄御堂筋線江坂駅（南出口正面）
TEL 06-6386-0001　FAX 06-6386-1631　http://www.sunnystonehotel.co.jp

今日から明日へくつろぎのひとときを
京阪神へのビジネス・観光の拠点としてご利用下さい

大阪本店／大阪府吹田市南金田１－４－８

TEL（06）6384－1102 FAX（06）6384－7816

支店・営業所／札幌・仙台・東京・埼玉・東京西・北関東特販・名古屋

豊橋・高岡・京滋・大阪南・広島・高松・福岡・沖縄

海外／タイ・中国・フィリピン・台湾・ベトナム・アメリカ

TEL（06）6384－1102 FAX（06）6384－7816

土木建築綜合請土木建築綜合請負負

株式会社株式会社 堀田工務堀田工務店店
■ ■ 本本社　〒 564-0073 吹田市山手町 4丁目 4番 5号　TEL.06-6388-0235　■ 社　〒 564-0073 吹田市山手町 4丁目 4番 5号　TEL.06-6388-0235　■ 池田支池田支店　■ 店　■ 滋賀営業滋賀営業所所

誠意ある優良な施工

発行所　吹田商工会議所 　吹田市泉町2丁目17番4号　TEL�06（6330）8001　FAX�06（6330）3350　　　編集・発行人　山口 淳　　　定価250円（本誌購読料は会費に含まれています。）


