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 実施日 平成 24 年 9 月 2 日 於：新大阪イーグルボウル 

立秋を過ぎたと云うのに、この日も朝から殊の外厳しい残暑でした。 

昨年の大会は、「１２８名という希にみる参加数」でしたが、今年

は何とそれをオーバーする、１３６名のご参加を頂きました。この

ような沢山のご参加を頂いたのも、今

までに無く賛助会員各位のご参加で

はないでしょうか。因みに今回ご参加

下さった賛助会員様をご紹介致しま

すと、リコーテクノシステムズ㈱様、リコージャパン㈱様、キャノン

システムアンドサポート㈱様、キャノンマーケティングジャパン㈱様、

富士ゼロックス㈱様です。ありがとうございました。 

来年も、今年以上に賛助会員様のご参加をお願い致します。 

 

 さて、昨年同様 満田専務理事による開会宣言、そして楠本理事長の挨拶、続いてルール説明。 

この後は、いよいよ開始の合図でもある恒例の始球式です。今年は、

前年度個人優勝の(有)三洋青工所 前田充夫さんでしたが、何と２

年連続となる(有)三洋青工所様の方々による始球式となりました。

そこでひょっとして３年連続？と思いきや、３年前は㈱田村コピー

の国本英司さんでした。  

始球式が終わると全員一斉に投

球！ それまで静かだったフロアーも一変し、賑やかな空間へと 

様変わり。来年の始球式の座を賭

して・・・・・。 

 

沢山のご参加ありがとうございました。 

来年も、今年以上のご参加を賜りますよう、よろしくお願い致します。 

 

本紙は組合員様に組合活動を出来るだけ詳しく
お知らせし、よりご理解をしていただく目的で 
お届けしています。是非ともお読みください。 
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平成２４年度　親睦ボウリング大会　結果発表
‹団体の部›

優勝 (有)三洋青工所 前田　充夫 1949 ピン

岩橋　秀之
田中　美登里

辻本　幸子
準優勝 リコーテクノシステムズ㈱ 安田　裕司 1908 ピン

西尾　博
岡本　浩一
吉村　博之

三位 ㈱田村コピー 国本　英司 1807 ピン

豊住　敏明
田村　栄治
高村　佳史

第１０位 ㈱ダイビスＢ 細川　修 1518 ピン

阪口　義紀
西野　訓史
波戸岡　武

第２０位 ㈱ダイビスＣ 中村　暢一 1403 ピン

田中　浩二
中山　智司
鈴木　壽博

ブービー賞 ㈱宏和　 砂山　勇司 1161 ピン

吉末　宗一郎

日高　貴史
加川　泰志

 

 

団体優勝 (有)三洋青工所様 

 

 

 

 

 

 

 

  団体準優勝 リコーテクノシステムズ㈱様 

 

 

 

 

 

 

 

団体３位 ㈱田村コピー様               団体１０位 ㈱ダイビスＢ様 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体２０位 ㈱ダイビスＣ様               団体ブービー賞 ㈱宏和様 
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‹個人の部›

優勝 (有)三洋青工所 田中美登里 583 ピン

準優勝 リコーテクノシステムズ㈱ 西尾　博 535 ピン

第３位 (有)三洋青工所 辻本　幸子 519 ピン

第５位 (有)三洋青工所 前田　充夫 502 ピン

第７位 ㈱田村コピー 国本　英司 478 ピン

第１０位 ㈱田村コピー 豊住　敏明 466 ピン

第２０位 石川特殊特急製本㈱ 山内　康生 439 ピン

第３０位 役員 松本　文生 420 ピン

第４０位 ㈱旭写真 前川　富造 404 ピン

第５０位 ㈱淀川工技社 坂田　雅子 392 ピン

第６０位 ㈱淀川工技社 小山　悟史 375 ピン

第７０位 富士ゼロックス㈱ 佐々木　光夫 359 ピン

第８０位 ㈱ダイビス 小猿　侑平 337 ピン

第９０位 ㈱ダイビス 鈴木　壽博 328 ピン

第１００位 石川特殊特急製本㈱ 松下　輝毅 309 ピン

第１１０位 ㈱アピックス 仲野　文朗 298 ピン

第１２０位 ㈱ダイビス 今谷　遥 286 ピン

第１3０位 事務局 八松　浩子 252 ピン

ブービー賞 ㈱アピックス 藪中　康晴 220 ピン

ハイゲーム賞　
男子の部 ㈱田村コピー 田村　栄治 199 ピン

女子の部 (有)三洋青工所 田中　美登里 183 ピン

                      個人優勝 田中美登里様  個人準優勝 西尾博様 

 

 

 

 

                       

個人３位 辻本幸子様   個人５位 前田充夫様 

 

 

 

                       

 

個人７位 国本英司様   個人１０位 豊住敏明様 

                      

 

 

 

                       

個人２０位 山内康生様   個人３０位 松本文生様 

                      

 

 

 

 

個人４０位 前川富造様  個人５０位 坂田雅子様 個人６０位 小山悟史様 個人７０位 佐々木光夫様 

 

  

 

 

 

個人８０位 小猿侑平様  個人９０位 鈴木壽博様 個人１００位 松下輝毅様 個人１１０位 仲野文朗様 
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個人１２０位 今谷遥様  個人１３０位 八松浩子様      個人ブービー賞 薮中康晴様 

 

 

 

 

個人男子ハイゲーム賞 田村栄治様          個人女子ハイゲーム賞 田中美登里様 

 

 

 

 

皆様おめでとうございました。 

 

組合事務局からの「お知らせ」 

[セミナーのお知らせ] 

 

＜キヤノン ｉＰ カレッジ ｉｎ 大阪＞ 

  ［ スマートフォンユーザーを取込むＡＲ（拡張現実）導入事例紹介セミナー］ 

日時：10 月 5 日（金）第一回目 13：30～15：00（受付 13：00～） 

            第二回目 16：00～17：30（受付 15：30～）事前申込不要です。 

           （１回目、２回目は同内容となります。） 

場所：キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

    大阪市北区梅田 3-3-10 梅田ダイビル 18 階セミナールーム 1 

講師：株式会社イクス ディレクションマネージャー高田一樹様 

 参加費：無料 

 

＜D.D.S.S.組織・人材活性化研究会 第二回 セミナー開催＞ 

 [戦略実行のためのミドルの役割・ミドルの価値]-トップと現場から見たミドル- 

日時：10 月 10 日（水）15：00～17：10 

場所：富士ゼロックス株式会社 ドキュメントコア・オオサカ 2 階セミナールーム  

    大阪市中央区本町 3丁目 5番 7号 
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 講師：株式会社富士ゼロックス総合研究所 執行役員 小串記代様 

 参加費：1000 円/人 

尚準備の都合上 10月 5日（金）迄にお申込み下さい。 

（D.D.S.S.事務局 06-6221-7082 佐々木・橋本） 

 

[新規加盟組合員のお知らせ] 

 

お忙しい中ご面談頂きました。さわやかな印象の代表者   

の方でした。 

株式会社京都こぴい 力石雅弘様 

  〒600-8804 京都市下京区中堂寺 23-8 

TEL 075-342-2272 

FAX 075-342-2282 

 

 

[新規加盟賛助会員のお知らせ] 

リコージャパン株式会社京滋支社 松崎直敏様 

〒600-8418 京都市下京区烏丸通松原下ﾙ五条烏丸町 401 

TEL 078-342-3030 

FAX 078-342-3045 

リコージャパン株式会社兵庫支社 景川恭次様 

〒651-0084 神戸市中央区磯辺通 1-1-39 

TEL 078-232-8501 

FAX 078-232-8504 

富士ゼロックス京都株式会社 浜田英敏様 

〒604-8166 京都市中京区三条通烏丸西入御倉町 85番地 1烏丸ビル 7階 

TEL 075-255-3091 

FAX 075-255-5772 

富士ゼロックス兵庫株式会社 森正一様 

〒651-0083 神戸市中央区浜辺通 2-1-30三宮国際ビル 

TEL 078-232-3341 

FAX 078-232-3348 

9 月 11 日 INNOVATION MALL 2012 に出展されている富

士ゼロックス兵庫様のブースを訪問させて頂きました。 

ブースでは Denshi-Pen

のデモンストレーショ

ンをされていて実際に

ペンで書いた文字が CP

へ反映されていく様子がよくわかり興味がわきました。

今後とも新しい情報の発信をお願いしたいと思います。 
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１．報告事項（各担当理事）　　　　　　
1-1. 第530回理事会議事録の報告（松本理事・巽副理事長）

承認した旨報告され署名されました。
1-2. PODアプローチ実践プログラム（初級）特別編開催について

3回予定より多く講習頂き、暑い中受講者も熱心に取り組んでいます。
リコージャパン㈱若手社員育成研修について（小野事務局）
11名の参加申し込みがあり、自己紹介シートや上席者からのことばシートを作成頂き、
講習に役立てようとしています。
今後は今計画しているものが終われば中間管理職向け等皆さんの意見を伺いながら
新たな内容を考えていきますので、理事の方々は自社の社員を是非参加させて頂き
ます様お願い致します。（楠本理事長）

1-3. タウン推進室との単価契約撤回について抗議の推移（松本理事）　　
再三依頼しましたが今年度はこのまま様子を見て次年度今年度の契約成立額を元に
契約方法を再考して頂くよう依頼し、来年2・3月に再度お願いに行きたいと思います。　　　

1-4. ボーリング大会について現況報告（小野事務局）＜資料1＞
現在参加思案中の組合員は3社、賛助会員は1社あります。
従って参加申込組合員数は18社112人、賛助会員数は3社14名計126名（予備4名）
8/28にご参加頂く方々へ当日のご案内を送付します。
当日プレーされない役員の方々は表彰式の準備の為プレー後半になりましたら設営
準備をよろしくお願い致します。
参加賞（健闘賞）として全員（当日手伝いの方含む）にクオカード500円分（寄付金付
き＠580）を用意します。

1-5. 事務局よりお知らせ
・賛助会員、組合員変更報告（小野事務局）＜資料2＞
資料2をご覧ください。　　　　　　
・大阪府総務部契約局見積書提出報告
総務部に8/27に3部品につき組合仕入価格を元に見積もりを提出致します。

２．協議事項（各担当理事）
2-1. 日本複写産業協同組合連合会大会について ＜資料3＞

参加補助金として1組合員につき金50,000円補助します。
東京大会の資料を組合へ送付してもらい組合からの案内を同封して各組合員へ
送付します。案内は理事長に作成願います。8/27の週に配布予定です。

2-2. 富士ゼロックス製品紹介販売キャンペーン実施の件＜資料４＞
組合からのご案内の送付者を上記組合下記ゼロックスに変更します。
各理事様におかれましては沢山ご購入頂きます様ご支援下さい。

3 ７月度会計報告（小野事務局）＜資料5・6＞
昨年度と比較すると各経費がおさえられています。
しかしながら東京大会補助金を支出すると今期も赤字決算となりそうなので、
新規加入賛助会員様及び組合員様を増やすよう努力します。

4 その他　8/22・23には富士ゼロックス京都、富士ゼロックス兵庫へ表敬訪問します。
5 日本複写産業協同組合連合会改革プロジェクト報告（楠本理事長）＜資料7＞

・会長の力が発揮できるよう、会長指名制度で理事を選び業務遂行できるような
体制にしました。
・複写連へ参画頂いている近畿複写産業協同組合の理事の方には複写連の情報
をいち早く知らせてほしいです。
・広報活動としては「情報と複写」には各地方の組合の状況を掲載して全国の組合
員へリアルタイムで情報提供してほしいです。

6 森下日本複写産業協同組合連合会会長ご挨拶
会長就任のご挨拶、複写連改革について、東京大会へのお誘いの話をして頂き
ました。詳しくは「情報と複写」8月号をご覧ください。

組 合 日 誌 

平成 24 年 8月 21 日 16時より組合会議室にて第 531 回理事会を開催しました。 
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[日本複写産業協同組合連合会 東京大会のお知らせ] 

本年１０月１９日（金）に日本複写産業協同組合連合会（以下複写連）全国大会が東京にて開催され

ます。テーマは「ドキュメント情報が拓く、業界の未来！」。サブタイトルは「複写連新時代の創造」です。

複写連では６月の総会において山田会長から森下会長へと体制が刷新されました。新会長は、業界の

新時代を築くため、業界の中核組織である複写連改革を推進してきました。本大会は参加者達が業界

の未来について語り合う場です。新会長もまた、複写業界の次世代戦略について熱く語る方です。今

回は複写連大会に合わせて「青年部大会」も共催されます。彼らとの出会いと声は、私たちに新鮮な刺

激となります。業界が屈曲点にあるいま、業界革新は必然であり、その推進事業に近畿複写産業協同

組合は新会長に賛同し、私を含めて新体制に４人の理事が参加して全面的に協力しています。私は組

合活動と複写連活動は表裏一体であると考えています。常日頃、組合にご協力をいただいている皆様

方におかれましては、さらなるお願いで恐縮ですが、本大会の意義をご賢察のうえ参加をお願いする次

第です。そして大会にて全国の仲間たちと語り合うなかで、業界の未来やご自社の将来を探ってくださ

い。 

参加にあたりまして、現下の業界全体の厳しい状況を考慮して、組合からは下記のとおり「複写連東

京大会参加助成金」を理事会にて決議いたしました。皆様方の大会参加へのお運びに弾みとなれば幸

甚に存じます。複写連全国大会の主旨をご賢察のうえ、お一方でも多くの御参加をお願いいたします。 

 

記 

 

１．複写連東京大会参加助成金：１社につき５万円 

２．助成金の支給方法は参加者に組合員事務局よりご通知いたします。 

３．不明点は組合事務局小野（TEL 06-6201-4766）までお問い合わせください。 

 

 

大会日程 

日   時 ：平成 24 年 10 月 19 日（金） 受付 14 時～ 

大会会場   ：第一ホテル東京 

〒105-8621 東京都港区新橋 1-2-6 

          TEL 03-3501-4411 FAX 03-3595-2634 

          http://www.daiichihotel-tokyo.com/ 

第 一 部   大会式典 14：30～    ・複写連事業報告 

                       ・功労者表彰 

                       ・感謝状贈呈 

   第 二 部     ワールドカフェ 16：00～ ・複写連新体制のご説明 

                      ・ワールドカフェ ファシリテーター：福原美砂様 

   第 三 部   懇親会 18：00～ 

 

http://www.daiichihotel-tokyo.com/
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組合日誌 平成24年8月～9月初旬までの行事
☆ 8月4日　PODセミナー初級番外編が富士ゼロックスセミナー室にて行われた No.235-2号
☆ 8月18日　PODセミナー初級番外編が富士ゼロックスセミナー室にて行われた No.235-2号
☆ 8月21日　第531回理事会が組合会議室にて行われた P-7
☆ 8月24・25日　若手社員育成研修がリコージャパン本町橋事業所にて行われた No.235-1号
☆ 8月26日　PODセミナー初級番外編が富士ゼロックスセミナー室にて行われた No.235-2号

☆ 9月8日　PODセミナー初級第3回目が富士ゼロックスセミナー室にて行われた No.235-2号

 

青年部総会 

日    時：平成 24 年 10 月 19 日（金）10 時～ 

場    所：第一ホテル東京 会議室 

 

エクスカーション 1 

 半日コース 10 月 19 日（金）東京駅 13：00 出発 

浅草＆スカイツリー 

エクスカーション 2 

 半日コース 10 月 19 日（金）第一ホテル東京ロビー13：30 出発 

 人と技の縁むすび「からくり屏風づくり体験と屏風の歴史を学ぶ＆ソラマチ散策」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編 集 後 記  

今年の親睦ボウリング大会での、「・・・毎週このメンバーで練習し・・・・」が、優勝の言葉でした。「同じ価値観を共有 

し、共通の目標に向かって互いが切磋琢磨する」ことなのでしょうが、分かっていても実行できぬのが我々凡人。 

「為せば成る、為さねばならぬ何事も」肝に銘じておきたいものです。（記・桑田） 

すっかり秋めいて参りました。秋と言えばやはり食欲の秋ですね。今年は気候の御蔭で鮭は遠のいていますが未だ鰤が 

よくとれ鯖も今年は回ってきているそうです。辛味の減った大根を下ろして炭火で青い背の魚を焼けば香につられて夏バテ 

気味の身体もしゃんとしそうですね。季節の変わり目ご自愛ください。（記・小野） 


