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―会社の成り立ち、梶山龍誠社長の就任の経緯につ会社の成り立ち、梶山龍誠社長の就任の経緯につ

いてお聞かせください。いてお聞かせください。

弊社は１９６３年、現会長の梶山高志が会社を設立し、

梅田地下街の清掃請負を始めとして、競馬場のメンテ

ナンス業務の受契などを機に大きく成長してきました。

中でも１９７０年大阪で開催された日本万国博覧会で、

アメリカ館の清掃業務を当社が請け負ったことが後の

躍進につながりました。

１９９５年８月には大阪証券取引所市場第二部に上場を

果たし、資本の充実、上場会社としての体制整備、業

容拡大を進めました。東京証券取引所市場第二部に上

場したのは２００２年５月であり、今年４月には同市場の

新市場移行により、スタンダード市場上場となりました。

私が入社したのは１９９６年６月であり、２０１０年１２月

に社長に就任し、創業者である梶山会長とともにグ

ループ会社を含めて陣頭指揮をとっています。

日本万国博は業界にとって大きな発展となった

２００２年５月東証二部に上場

―ビケンテクノの事業内容についてお教えください。ビケンテクノの事業内容についてお教えください。

弊社の中核事業はビルメンテナンス事業です。この

事業を拡充し更に成長させるために、同事業とシナ

ジー効果のある各種事業を展開しています。具体的に

は、飲食などのフランチャイズ事業、有料老人ホーム

などの介護事業、不動産事業、東南アジアでの国際事

業などですが、健診センターを運営する医療法人や、

長期療養型病院などを運営する医療法人なども弊社グ

ループとして展開しています。弊社グループと融合で

きる会社をＭ＆Ａにてグループに入っていただいた

ケースもあり、昨年４月には高級マンションの管理会

社に、今年３月には外壁・防水工事などを得意とする

工事会社に、それぞれ弊社グループに入っていただき、

連携を強化しています。

―力を入れている業務・今後の展開についてお教え力を入れている業務・今後の展開についてお教え
ください。ください。

ビルメンテナンス業務を受契させていただく折には、

ビルオーナー様に多面的な提案をさせていただき、清

掃に限らず設備保守・各種工事などの総合的な業務が

承れるよう注力しています。また、コロナ禍が続く中

で宅食の増加による冷凍食品などの需要増や、イン

ターネットでの物品購入に伴う物流の活性化などの変

化に対応し、弊社のノウハウをフルに発揮して業務を

させていただいています。今後も、環境の変化に対応

して各種提案を行いながら事業展開することにより、

弊社がサービスを提供しているビルオーナー様などや、

そのビルなどを利用されている方々に喜んでいただく

「お客様第一主義」を徹底していきます。

―在大阪トルコ共和国名誉総領事に就任され、ビケ在大阪トルコ共和国名誉総領事に就任され、ビケ
ンテクノ本社内に同名誉総領事館がンテクノ本社内に同名誉総領事館が設置されていると設置されていると

お聞きしておりますが、その件についてお教えください。お聞きしておりますが、その件についてお教えください。

私は、縁あって２０２０年９月３０日に、在大阪トルコ

共和国名誉総領事に就任しました。同名誉総領事館は

弊社本社内に設置しています。１８９０年、親善訪日使節

団を乗せたトルコ軍艦「エルトゥールル号」が帰途の和

歌山の串本沖で、台風による強風にあおられ岩礁に激

突し沈没しました。その時、現串本町の住人達は総出

で救助と生存者の介抱にあたり、６９名が生還しました。

このことをきっかけに、トルコでは親日意識が強く、

また、串本町では５年毎に慰霊祭が続いています。

１９８５年のイラン・イラク戦争時の在外邦人の日本帰

国においても、トルコ機による救援を受けています。

そのような国の名誉総領事を承ることは、大変名誉な

ことと考えています。来年には、トルコ共和国が建国

１００年を迎え、その記念行事として全国５都市で写真

展を開催します。大阪は２０２３年９月２１日～２７日まで

吹田メイシアターで開催しますので、トルコの美しい

風景などの写真を、皆様ぜひこ覧ください。

―お忙しい中、貴重なお話をいただきありがとうごお忙しい中、貴重なお話をいただきありがとうご
ざいました。今後益々のご発展を祈念申し上げます。ざいました。今後益々のご発展を祈念申し上げます。

株式会社ビケンテクノ株式会社ビケンテクノ

（東京証券取引所スタンダード市場上場）

〒５６４-００４４ 大阪府吹田市南金田２-１２-１

TEL:０６-６３８０-２１４１　FAX:０６-６３８５-２４２７

URL : https://www.bikentechno.co.jp

在大阪トルコ共和国名誉総領事館にて
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1号議員の選任について
　当所では、令和4年度議員改選に伴い、9月1日から9月16日まで1号議員の立候補受付を行いました。
　立候補事業所が1号議員の定数を超えなかったため、9月28日開催の第2回選挙委員会において50事業所を無投
票当選とすることを決定しました。
　これをもって、総数100名の議員が決まりましたので、10月27日に臨時議員総会を召集し、会頭・副会頭を
はじめとする役員の選任等を行います。

＜1号議員事業所名簿＞ （部会別事業所50音順）

加茂川啓明電機（株）
（株）キリン堂
佐竹食品（株）
吹田さんくす名店会商業（協）
吹田市錦通商店街（協）
豊津振興市場（協）
大阪ガス（株）
オッペン化粧品（株）
オリエンタル酵母工業（株）大阪工場
オリオン粧品工業（株）
（株）オンテック
（株）紙谷製作所
河電産業（株）
サクラ食品工業（株）
（株）神光
住友ファーマ（株）総合研究所
（株）大日電子
（株）日本スペリア社
（株）野田テック
（株）ヒロコーヒー
山崎製パン（株）大阪第一工場
足立商事
有澤物産（株）
家村商事（株）
（株）池田泉州銀行吹田支店

城東住宅建設（株）
吹田市開発ビル（株）
豊田産業（株）
日本システム収納（株）
（株）りそな銀行吹田支店
（株）リバフォール
アサヒロジ（株）近畿圏支社
協和テクノロジィズ（株）
太陽サービス（株）
（有）ナセバーナル
アーキ・ヤマイチ（株）
（株）岡本銘木店
北建設（株）
（株）三野商店
新装サッシ工業（株）
吹田土木興業（株）
竹中管工（株）
（株）田中組
日本推進建設（株）
（株）竹本測量事務所
谷公認会計士・税理士事務所
馬場龍＋設計事務所GA－PLAN一級建築士事務所
やまざき社労士事務所
（有）三陽美装
（有）ティーエムプランニング

※お詫びと訂正
　すいた商工会議所ニュース9月号の3ページ、3号議員（15事業所）の所属部会におきまして誤植がございました。
謹んで訂正いたしますとともに、会員様及び関係者の皆様にお詫び申し上げます。
　金融部会ではなく、理財部会が正しい名称でございます。

1号議員の選任について
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経営者・後継者が必ず通る「事業承継」の現実を実例から学ぶセミナー
（私はこうやって事業を引き継ぎ、「進化」させています）開催のご案内

◆開 催 日：令和4年10月25日（火）　14：00～16：00
◆場　　所：吹田商工会議所 3階 大会議室（吹田市泉町2-17-4）
◆内　　容：・事業を引き継ぎ、まず行ったこと
　　　　　　・メーカーからコンサル型開発商社へ事業転換
　　　　　　・組織づくり、社員の自律性・成長を促すには
　　　　　　・事業を引き継ぐ予定の方、事業を引き継がせる方に伝えたいこと　他
◆講　　師：片山　淳一郎 氏（環境機器株式会社　代表取締役）
◆対　　象：どなたでもご参加可能です。締切10月24日（月）
◆定　　員：30名（先着順）　入場無料
◆申込方法： 本誌同報チラシもしくはQRコード及びHP（https://suitacci.com/?p=10675）より

お申し込み頂けます。
◆問 合 せ：06-6330-8001　吹田商工会議所　後継者育成セミナー担当　谷
◆主　　催：吹田商工会議所
　共　　催：茨木商工会議所・島本町商工会・摂津市商工会・高槻商工会議所・（公財）大阪産業局

YouTube動画配信中！
「Googleビジネスプロフィール登録と活用方法を一挙公開」ご案内

　実店舗をもっている事業者には必須となっているGoogle MAPでの情報公開。お客様が来店される際には必ずといってい
いほど利用されています。特に若年層の利用者は多く、Google検索でも最上位に上がってくる仕組みになっています。
　本セミナーでは、Googleビジネスプロフィールが廃止され、活用方法が変わったGoogle MAPの
活用・登録方法、具体的な活用事例まで動画で配信いたします。この動画を見て、早速登録や入力、
情報更新を行いましょう！
◆配信期間：令和4年10月3日（月）～令和5年3月31日（金）まで
◆内　　容：ステップ1　GoogleMAPの登録方法　　　ステップ2　基本的な情報の入力方法
　　　　　　ステップ3　活用方法
◆講　　師：Ouka Planning桜花プランニング　代表　西村　陽太 氏
　　　　　　 （レスポンシブWebデザインでのサイト制作をメインに、広告の製作・コンサルティン

グ運営を手掛ける。プランナーとしての経験を活かし、Webサイト制作に限らずマー
ケティング講師の他、教育事業も展開中。）

◆配　　信：吹田商工会議所公式YouTubeチャンネル「すいたch」より配信
◆申　　込：右記QRコードからお申し込みください。※登録後、限定配信URLをお送りいたします。
◆料　　金：無料
◆定　　員：30名（※定員に達し次第締め切ります。）

※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。

経営者・後継者が必ず通る「事業承継」の現実を実例から学ぶセミナー
（私はこうやって事業を引き継ぎ、「進化」させています）開催のご案内

承継」の現実を実例から学ぶセミナー
はこうやって事業を引き継ぎ、「進化」させています）開催のご案内はこうやって事業を引き継ぎ、「進化」させています）開催のご案内

経営者・後継者が必ず通る「事業
（私はこうやって事業を引き継ぎ、「進化」させています）開催のご案内
経営者・後継者が必ず通る「事業

YouTube動画配信中！
「Googleビジネスプロフィール登録と活用方法を一挙公開」ご案内「Googleビジネスプロフィール登録と活用方法を一挙公開」ご案内「Googleビジネスプロフィール登録と活用方法を一挙公開」ご案内

YouTube動画配信中！
「Googleビジネスプロフィール登録と活用方法を一挙公開」ご案内

ＧＧｏｏｏｏｇｇｌｌｅｅビビジジネネススププロロフフィィーールル
登登録録とと活活用用方方法法をを一一挙挙公公開開！！

✓GoogleMAPを有効活用したい
✓地域顧客獲得を強化したい
✓今後のインバウンドに備えたい

こんな方にオススメです

事 業 所 名

所 在 地 〒

電 話 番 号 FAX番号

会 員 区 分 □商工会議所会員 □未会員 E - MAIL

参加者氏名 参加者氏名
※ご記入頂いた情報は、主催・共催者への報告・統計資料作成に利用いたします。

GoogleMAPに公開される店舗情報は実店舗をもつ事
業者にとって集客には欠かせない情報となっています。
スマホやパソコンで店舗を探す際には必ずといっていい
ほどGoogleMAPが利用されています。特に若年層の利
用者は非常に多く、検索エンジンでもGoogleMAPが
上位に表示され、事業者にとって対策は必須です。
本セミナーでは、Googleビジネスプロフィールの仕

様変更により、基本情報や登録方法が変わっています。
GoogleMAPの変更内容・登録方法、具体的な活用事例
までYOUTUBE動画で配信いたします。この動画を視聴
して、情報更新を行いましょう！

ごご記記入入ののううええFFAAXX又又ははQQRRココーードドよよりり申申込込くくだだささいい
[吹田商工会議所]
FAX送信先 ００６６--６６３３３３００--３３３３５５００

ＧＧｏｏｏｏｇｇｌｌｅｅＭＭaaｐｐをを活活用用しし集集客客力力アアッッププ！！

YouTube

配信期間

22002222..1100//33((月月)) 22002233.. 33//3311((金金))

ステップ1
GoogleMAP
登録の仕方
（スマホ）

ステップ2

基本的な情報
入力方法

ステップ3

活用方法
（応用編）

視聴定員 30名

参加費用 無料

①QRコードまたはFAXよりお申込み

視聴の流れ

②登録したemailに視聴用URLを送信
③視聴後、アンケートを回答

お申込み・お問い合わせ先

主催 吹田商工会議所
場所 〒564-0041

吹田市泉町2-17-4
TEL 06-6330-8001
FAX 06-6330-3350
URL https://suitacci.com/ 

講師紹介
桜花プランニング 代表 ⻄村 陽太 氏

レスポンシブWebデザインでのサイト制
作をメインに、広告の製作・コンサル
ティング運営を手掛ける。プランナーと
しての経験を活かし、Webサイト制作に
限らずマーケティング講師の他、教育事
業も展開中。

QRコード
申込フォーム
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経理DX推進セミナー
「DX」とは？「クラウド会計」とはいったいなんなのか？

経理DX推進セミナー
電子帳簿保存法とインボイス制度から進める！

　今全ての事業者に求められることは、先行きの見えない時代におい
て変革をしていくことであり、ますますデジタル（IT）の活用が不可欠
になっております。本セミナーでは、「クラウド会計を活用し、事業者
様がどのようにDX化していくのが良いか」を一緒に考えていく内容と
なっております。
◆開 催 日：令和4年11月30日（水）14：00～16：00
◆場　　所：吹田商工会議所　大会議室（3F）吹田市泉町2丁目17-4
◆内　　容：・なぜ今DX化が必要とされているのか
　　　　　　・クラウド会計を活用し、業務をDX化する
　　　　　　・DX化を進め、経費を削減する
　　　　　　・徹底的に活用する！マネーフォワードの活用事例紹介
◆対象となる方： 創業予定者や小規模事業者のクラウド会計の導入を検討

されている方、既にクラウド会計を導入している方でも
ご参加可能です。

◆受 講 料：無料
◆定　　員：20名
◆締　　切：令和4年11月23日（水）
◆お 申 込：QRコードからお申し込みください。
◆お問合せ：吹田商工会議所　正野（ショウノ）まで。　
　　　　　　住所：吹田市泉町2丁目17-4　TEL：06-6330-8001

2022年1月から改正・電子帳簿保存法が施行され、2023年10月
からはインボイス制度の開始が予定されています。本セミナーでは、
法制度へ対応するうえで押さえていただきたい制度概要とDXツールを
使った解決事例をご案内します。

◆開 催 日：令和4年11月25日（金）14：00～16：00
◆場　　所：吹田商工会議所　大会議室（3F）吹田市泉町2丁目17-4
◆内　　容：・電子帳簿保存法について
　　　　　　・インボイス制度の概要とDX化ツールの活用事例
　　　　　　・経理業務のDX化を進めるための会計ソフトの紹介
　　　　　　※ セミナー終了後に税務署の方より10分程度のインボイ

ス制度の説明あり
◆対象となる方：電子帳簿保存法やインボイス制度に興味がある方
◆受 講 料：無料
◆定　　員：30名
◆締　　切：令和4年11月18日（金）
◆お 申 込：QRコードからお申し込みください。
◆お問合せ：吹田商工会議所　正野（ショウノ）まで。　
　　　　　　住所：吹田市泉町2丁目17-4　TEL：06-6330-8001

吹田の秋を彩る祭典
「すいたオータムフェスタ2022」開催のご案内

令和4年10月22日（土）・23日（日）の2日間、JR吹田駅周辺の各会場
にて「すいたオータムフェスタ2022」が開催されます！
　JR吹田駅前さんくす夢広場での「すいたオータムフェスタ夢広場（ステー
ジ・フードコート）」、内本町コミュニティセンターでの「オープンカフェ
（22日のみ）」、浜屋敷での「手づくり市（22日の
み）」、JR吹田駅周辺商店街での「ワンコイン商店街
（21日～23日）」、各会場間での「スタンプラリー」
などが「すいたオータムフェスタ2022」と総称し、
各実行委員会の運営により、開催されます。
　詳細はすいたうんHP（https://sui-town.com/）
をご覧ください。

経理DX推進セミナー
「DX」とは？「クラウド会計」とはいったいなんなのか？「DX」とは？「クラウド会計」とはいったいなんなのか？「DX」とは？「クラウド会計」とはいったいなんなのか？

経理DX推進セミナー
「DX」とは？「クラウド会計」とはいったいなんなのか？

経理DX推進セミナー
電子帳簿保存法とインボイス制度から進める！電子帳簿保存法とインボイス制度から進める！電子帳簿保存法とインボイス制度から進める！

経理DX推進セミナー
電子帳簿保存法とインボイス制度から進める！

吹田の秋を彩る祭典
「すいたオータムフェスタ2022」開催のご案内「すいたオータムフェスタ2022」開催のご案内

吹田の秋を彩る祭典

※画像は過去開催のものです。



吹田商工会議所　吹田商工会議所　NEW MEMBERSNEW MEMBERS
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創 業 の 経 緯

　大学卒業後、百貨店の外商部・美術画廊部門に16
年、外資系の保険会社に20年従事しました。保険営業
に役立つと思いファイナンシャルプランナーの勉強を
したところ、特に相続や法人様の事業承継に関心を持
ちました。時の経過とともに代替わりをされて財産が
移っていく様子を百貨店時代からお付き合いのあるお
客様を通じて見てきました。これまでの経験と知識を
活かして、保険提案のみではなく相続でお困りの方々
のお役に立ちたいと思い、2021年1月に相続・事業承
継コンサルティングに特化した早川FP事務所を設立し
ました。

事 務 所 の 特 徴
　相続について漠
然と不安に感じて
おられる方が多く
いらっしゃいます。
ご相談者のお話と
思いをよく伺い、
ご家族の心情を考
え、問題点を整
理・分析したうえ
で解決への優先順
位を定め、最適な
解決案をご提案します。また、相続に強い各種専門家
と連携体制を整えております。ご相談内容に応じて、
適切な専門家へお繋ぎする窓口となります。そして、
事業承継・認知症による資産凍結・相続に関するトラ
ブルや損失を事前に回避できるよう、お役に立てる情
報を発信していきたいと思いセミナーを開催していま
す。

今 後 の 展 望
　地域に密着し、吹田の中でも人脈を築いていきたい
と思っております。事業所様からのご依頼でもセミ
ナー開催を承ります。どのご相談にもご家族の大切な
思いが詰まっています。お客様の気持ちをしっかりと
受け止め、思いに寄り添うご提案を積み重ね、信頼を
いただけるよう真摯に相談に向き合っていきたいと思
います。

新入会員インタビュー 早川FP事務所

事業所名：早川FP事務所
事業内容：生命保険代理店、相続・FP相談
代 表 者：早川　敦規 氏
　　　　　　日本FP協会会員
　　　　　　1級ファイナンシャル・プランニング技能士
　　　　　　相談診断士
　　　　　　（（一社）相続・事業承継コンサルティング協会
 優秀ナビゲーター賞受賞）
所 在 地：吹田市豊津町40-6　EBIC吹田205号
Ｔ Ｅ Ｌ：06-6155-7439
Ｅma i l ：hayakawa.fp@maia.eonet.ne.jp
Ｕ Ｒ Ｌ：https://hayakawa-fpoffi  ce.com/

障がい者就職応援フェアinすいた
◆日　程：令和4年11月14日（月）　12：30～15：30
◆会　場：メイシアター　3階（吹田市泉町2-29-1）　【アクセス】 阪急吹田駅　徒歩約1分
◆参加料：無料　※完全予約制
◆内　容：・ 参加事業所と面接ができます。1人20分、1企業8人まで
　　　　　・参加事業所は10月中旬頃に公開予定です。※ハローワーク淀川HPにて公表いたします。
　　　　　・ 面接会は予約制です。※11月1日（火）より受付開始
◆持ち物：①ハローワーク紹介状・応募票（予約時にお近くのハローワークで事前に受け取ってください。）
　　　　　②履歴書・職務経歴書などの応募書類（面接事業所数）
　　　　　　※ お問合せはハローワーク淀川のご担当者までお願いいたします。
　　　　　　　TEL 06-6302-4771（部門コード　43＃）

障がい者就職応援フェアinすいた障がい者就職応援フェアinすいた障がい者就職応援フェアinすいた

〈新たにご入会いただいた事業所〉 （2022.8.1～8.31　部会別事業所名50音順）
部　会 事　業　所　名 所　在　地 事　　業　　内　　容

商　　　業 Sunrise Store Online 吹田市山田東 インターネット販売
理　　　財 早川FP事務所 吹田市豊津町 生命保険代理店、相続、FP相談
建　　　設 江坂WORKS 吹田市垂水町 外構工事、リフォーム工事
サービス業 グローバルデザイン（株）吹田市豊津町 機械設計エンジニアの人材派遣、紹介、設計請負
（特）建　設 ヒダキ商会 門真市新橋町 現場管理
※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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　今回は前回の池田輝政に嫁いだ督姫を取り上げる。
徳川家康の次女であるが、生年に二つ説があり、永禄
8（1565）年もしくは天正3（1575）年。永禄8年説の
場合、末子の輝興を出産したとき47歳になる。当時の
出産は現在にもまして命懸けで、督姫の健康を考える
と、この高齢出産には無理があるように思う。一方で
天正3年説を採ると、北条氏直と結婚したときの年齢
は9歳、氏直と死別した17歳前後までに2女を産んだ
ことになる。早過ぎる気がするが、例えば前田利家の
妻のまつは11歳で利家と結婚し、翌年から次々と子を
産んだ。一応、これを類例とし、天正3年説を採りた
い。
　督姫は関東の覇者、北条家の5代当主・氏直と結婚
した。だが豊臣秀吉の小田原攻めによって北条氏は滅
亡し、夫の氏直もその後1年で流された高野山で亡く
なった。督姫は家康の元に帰っていたが、文禄3
（1594）年、20歳のとき、秀吉の肝いりで池田輝政に
再嫁した。輝政との夫婦仲は良く、5男2女をもうけ
た。
　夫の輝政は関ヶ原の戦いの後、徳川家康に厚く遇さ
れ、姫路城主となって52万石。このうち10万石は督
姫の化粧料であった。彼女は父・家康から特にかわい
がられていたのだろう。
　池田輝政には督姫所生ではない、嫡男の利隆がいた。
督姫が産んだ忠継は家康の孫、ということで、父とは

別に岡山28万石を与えられた。輝政が没すると、督姫
の化粧料は忠継に付され、彼は38万石の大大名となっ
た。ただし彼は16歳で亡くなっている。
　ここに伝説がある。督姫は実子の忠継を姫路城主に
すべく、利隆の暗殺を企てた。岡山城中で利隆と忠継
に対面した際、まんじゅうに毒を盛って利隆に食べさ
せようとした。だが女中が手のひらに「どく」と書いて
見せたため、利隆は手をつけなかった。一方で母の所
業を察知した忠継は毒入りまんじゅうを奪い取って食
べ、死亡した、というのだ。史実として忠継は慶長20
（1615）年2月23日に岡山城内で天然痘により死去
し、督姫は同年2月4日に二条城で死去している。やは
りこの話は伝説にすぎないようである。
　結局、利隆の家は岡山で、忠継の家（同じく督姫を母
とする弟の忠雄が継ぐ）は鳥取で、池田家はともに30
万石ほどの大名として幕末まで続いている。

徳川家康にかわいがられた 
 次女・督姫戦国武将のリアル

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。



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

世界で1日3000万本飲まれています

〒564-0052 吹田市広芝町3番2号
TEL　06-6386-8960

URL  http://www.osakahokubu-yakult.co.jp
E-mail  info@osakahokubu-yakult.co.jp

FAX　06-6337-2471

大阪北部ヤクルト販売株式会社
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日本商工会議所青年部
「第40回 近畿ブロック大会 紀州たなべ大会」が、開催されました

　これまで猛威に振るわれました、コロナ感染症。近畿ブロック大会についても過去2年はオンラインのみの開催
となっていましたが、本年度漸くリアルでの開催ができるようになりました。
　2022年9月23日～24日、和歌山県田辺市で行われた「近畿ブロック大会 紀州たなべ大会」に吹田YEGも総勢
25名（現地参加22名オンライン3名）で参加しました。現地参加組の多くは24日の早朝から貸切バスで向かい、記
念式典や物産展、大懇親会に参加し、久しぶりのリアル開催のブロック大会の熱気を肌で感じて参りました。
　記念式典の冒頭では、今年度の日本商工会議所青年部 西村会長の挨拶があり、「ここ数年、コロナ禍での経済打
撃、歴史的な円安による物価高、世界情勢を揺るがしたロシアからのウクライナ
侵攻等により、我々の地域も同じく地域活性化への働きかけの活動が、鈍化して
おり、今こそ、我々、YEGメンバーが行動し変革をもたらし、経済促進、そして
地域活性化へと働きかけていくべきだ。」と話されました。
　吹田YEGでは、先月の吹田フェスタの有志での参加や11月には吹田バルへの有
志の協力など、単会での事業以外にも、地域企業や市民とも多く関わるような機
会が多くあります。このような活動を通じ、地域活性化への一端を担い、更に加
速していきたいと思います。

吹田商工会議所　建設部会主催セミナー
「地域主導の官民連携を実現するには～

PPP/PFIの手法や地域企業の参入事例をご紹介」ご案内
　地方自治体でもPFIの手法を用いた入札が広がっています。この応札に参加できるのは、金融面も含め関係する事
業主体を取りまとめることができる大手企業が中心となっています。吹田商工会議所建設部会では、この傾向が進
むと、「地元中小企業への発注機会が少なくなるのではないか」という危機感から、このセミナーを企画しました。
　そこで、PPP／PFI事業調査のパイオニアである日本経済研究所（東京）から講師をお招きし、地域企業の取り組
み方や先進事例等についてお話しいただき、意見交換をいたします。もちろん建設部会メンバーの方以外のご参加
も歓迎します。
◆日　　時：令和4年11月29日（火）14：00～16：00
◆会　　場：吹田商工会議所　3階　大会議室
◆講　　師：（株）日本経済研究所　常務執行役員　吉田　育代 氏
　　　　　　公共デザイン本部PPP推進部　副主任研究員　藤井　隆行 氏
◆内　　容：①PPP/PFIの手法　地域企業の参入事例
　　　　　　②質疑応答・意見交換
◆対　　象：建設業や施設の運営管理に係る事業等を営む方で官民連携に関心のある方
◆申　　込：右記QRコードからお申し込みください。
　　　　　　※本誌折込チラシからFAXでのお申込みも可能です。
◆料　　金：無料（但し、事前申込要）
◆定　　員：40名
◆問 合 せ：吹田商工会議所　建設部会担当まで

※詳細は、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。

日本商工会議所青年部
「第40回 近畿ブロック大会 紀州たなべ大会」が、開催されました「第40回 近畿ブロック大会 紀州たなべ大会」が、開催されました「第40回 近畿ブロック大会 紀州たなべ大会」が、開催されました

日本商工会議所青年部
「第40回 近畿ブロック大会 紀州たなべ大会」が、開催されました
青年部コーナー

吹田商工会議所　建設部会主催セミナー
「地域主導の官民連携を実現するには～

PPP/PFIの手法や地域企業の参入事例をご紹介」ご案内PPP/PFIの手法や地域企業の参入事例をご紹介」ご案内

吹田商工会議所　建設部会主催セミナー



□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12回 北摂地ヂカラフェスタ」開催決定！
　万博記念公園にて「第12回 北摂地ヂカラフェスタ」が開催されます。
　このイベントは、北摂の商工会・商工会議所が結集し、「北摂」ブランドを創出するために開催しております。
　（株）シティライフNEWとも連携しており、シティライフ主催の「ロハスフェスタ」と同時開催しております。
　吹田商工会議所からは14店舗の出店が決定しております。
　楽しいイベントになるよう、北摂一丸となって取り組んでおりますので、より多くの皆様のご来場をお待ちしております。
◆会　場：万博記念公園・東の広場（大阪府吹田市）
◆日　程：2022年11月11日（金）・12日（土）・13日（日）
　　　　　※雨天決行　荒天により中止になる場合があります。
◆時　間：9：30～16：30（入場は16：00まで）
◆入場料：無料
　　　　　※ 別途公園入場料（大人260円・小中学生80円）及びロハスフェスタ入場料

500円（小学生以下無料）が必要

「第12回 北摂地ヂカラフェスタ」開催決定！「第12回 北摂地ヂカラフェスタ」開催決定！「第12回 北摂地ヂカラフェスタ」開催決定！

「中小企業デジタル化・IT活用相談窓口」について
　感染症への対策や働き方改革の必要性が高まる中、テレワークやEC等のデジタルツールに関心が
あっても、ノウハウがなく導入・定着に至らない中小企業が数多く存在しています。
　中小企業・小規模事業者のさまざまな経営課題を解決する一助として、デジタル化・IT活用につい
て、当所の「ITコーディネータ」による相談・アドバイスを行います。

【下記のようなご相談をお受けいたします】
　デジタル化課題の分析・把握・検討
　IT導入に向けたアドバイス
　IT補助金の活用　など

担　当：森山忠明（中小企業診断士・ITコーディネータ）
相談日：毎週水曜・木曜
連絡先：06-6330-8001
ご相談をご希望される事業所様は、事前にご予約ください
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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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「すいたんジェルシール」をお店に貼ろう！
　すいたんジェルシールを貼っていただけるお店等を募集しています。
　 吹田市イメージキャラクター「すいたん」や吹田くわい、さつきの花など
のかわいらしいデザインです。ジェルシールをアクリルパーテーション
や窓に貼って、みんなで吹田市をPRしましょう！
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日本商工会議所創立100周年記念事業
オンライン記念講演会　第4弾

講師：原　晋 氏（青山学院大学 陸上競技部（長距離ブロック）監督）

記念講演：『箱根駅伝』から学ぶ人財育成術
～よりよい組織づくりがよりよい人材をつくる

　日本商工会議所創立100周年記念講演会の第4弾は、青山学院大学陸上競技部監督として、同大学を駅伝の強豪校に育て
上げた原晋氏から、人材育成についてお話しいただきます。
　事前申込が必要ですが、商工会議所会員企業ならパソコンやスマートフォンでご覧いただけます。是非視聴してみてくだ
さい。
◆配信日時：10月25日（火）14：00～15：00
◆配信形式：Youtube限定公開
◆受講費用：無料（但し、事前申込要：10/25（火）14時まで）

※下記URL又は右記QRコードよりお申込みください。
　https://ld21.asp.cuenote.jp/my/jcci-100th-vol4/treg-form

「すいたんジェルシール」をお店に貼ろう！「すいたんジェルシール」をお店に貼ろう！「すいたんジェルシール」をお店に貼ろう！

日本商工会議所創立100周年記念事業
オンライン記念講演会　第4弾オンライン記念講演会　第4弾

日本商工会議所創立100周年記念事業

スマートフォンでも
ご視聴いただけます

事前登録



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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令和4年度 中小企業等チャレンジ補助金 エントリー受付中
個人事業主、中小企業の生産性向上や事業展開を応援します！

◆ 対 象者：市内に主たる事業所を有している
　　　　　　創業後1年以上の事業実績がある　等
◆補助金額：A 事業計画策定　上限20万円　　B 設備投資　上限200万円
　　　　　　※補助率は2/3。1事業者につき1回のみ。A＋B同時申請可。
◆申請期限：令和4年12月23日（金）までに、メールでエントリーシート提出。
　　　　　　challe-hojo@city.suita.osaka.jp

・汎用品や単なる設備の更新、改装工事等は対象外となるものがあります。
・補助対象となる取組や経費について、詳細は募集要項を御確認ください。

～生産性向上・業務体制改善に向けた取組編～

他にも様々な活用事例があります。どうぞお気軽にお問合せください！ 詳細はこちら↓

【問い合わせ先】 吹田市 都市魅力部 地域経済振興室【316番窓口】
　　　　　　　 〒564-8550 吹田市泉町1-3-40
　　　　　　　 TEL：06-6170-7217　FAX：06-6384-1292
　　　　　　　 Mail：challe-hojo@city.suita.osaka.jp

令和4年度 中小企業等チャレンジ補助金 エントリー受付中
個人事業主、中小企業の生産性向上や事業展開を応援します！

令和4年度 中小企業等チャレンジ補助金 エントリー受付中
個人事業主、中小企業の生産性向上や事業展開を応援します！

令和4年度 中小企業等チャレンジ補助金 エントリー受付中令和4年度 中小企業等チャレンジ補助金 エントリー受付中

活用事例

小売業A社
自動梱包機の導入で、
梱包作業の省力化を実現。
大幅な効率化に。

建設業B社
顧客管理システムの導入で、

社内全体で顧客の
最新情報を一括管理。
営業、経理共に
業務効率がアップ。

専門・技術
サービス業C社
試験機器の導入により、
製品試験を外部委託でなく

内製化。
一連の業務期間短縮と、
コストの削減が可能に。



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

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
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