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組合員様・賛助会員様におかれましては、良き歳をお迎えになられたことと存

じます。謹んで新年のお祝いを申し上げます。また、昨年は近畿複写産業協同組

合の諸事業にご参加・ご支援を賜わり、理事ならびに組合事務局を代表して心よ

り御礼を申し上げます。 

 

昭和３８年（1963年） 

４月１４日：創立総会（組合設立の決断をする） 

５月１６日：組合設立認可申請書提出（通産省近畿通産局に申請） 

７月１日 ：組合創立の公式記念日と決める 

７月１６日：組合設立認可を受ける 

７月２４日：第１回定時総会・設立記念懇親会（創立同意者 72 人 大阪神ビルにて開催） 

昭和３８年（１９６３年）７月１日が組合の誕生日です。その誕生の瞬間までの重要事項を時系列

に書き出してみました。７０社以上の仲間の賛同を得て、高度成長を背景に私たちの組合は産声を上

げました。 

爾来、平成２５年（２０１３年）の今年、組合は五十歳を迎えます。当組合設立にご尽力いただい

た先達に深く感謝いたします。またその間、組合の運営と発展にご尽力いただいた代々の理事、役員、

事務局員の多くの方々に感謝申し上げます。 

吾十有五而志於學 三十而立 四十而不惑 

五十而知天命 六十而耳順 七十而從心所欲 不踰矩 

（論語：為政編） 

吾十有五にして学に志す。三十にして立つ。四十にして惑はず。 

五十にして天命を知る。六十にして耳順ふ。七十にして心の欲する所に従いて矩を踰えず。 

五十歳といえば、「知命の歳」です。複写業界にとっての変革期、組合組織にとっての「天命」と

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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は・・・、業界に集う全ての仲間で取り組まなければならない命題です。 

天命を考える時、組織の存在意義の源泉である三価値が重要です。 

組織が存在するだけで生まれる「場の価値」。場に集まる構成員の力の集合である「力の価値」。そ

して、場の価値と力の価値の相乗効果によって生じる有形無形の「利の価値」。業界組織はこの三つ

の価値を基盤として成立し、三価値の連続連環運動によりその存在意義を高めています。三価値を元

にして、新しい社会へ価値を提供していくことが変革期における業界組織の在るべき姿です。 

組合創立５０年を迎える２０１３年、未来の在るべき姿に視座を持って近畿複写産業協同組合の天

命を考え具体的事業へと結実してまいります。 

６月７日には、５０周年を記念して、森下複写連会長をはじめとする業界の仲間や御来賓をお招き

して、組合員様、賛助会員様とともに賑やかに式典を催します。近畿複写産業協同組合、複写業界に

御縁のある方々は是非ともご参加いただきますようお願いいたします。 

本年も近畿複写産業協同組合の諸活動にご協力とご支援をお願い申し上げます。 

皆様方の益々のご健勝と、組合員様、賛助会員様のご社業のさらなるご発展をお祈り申し上げまし

て、新年のご挨拶とさせていただきます。 

平成 25 年元旦 

近畿複写産業協同組合理事長 楠本雅一 

 

 

 

 

 

組合員様・賛助会員様の御協力に感謝します 

新年明けましておめでとうございます。 

近畿複写産業協同組合楠本体制はまもなく二年の任期を満了いたします。まだ

まだできていないことも多かろうと思いますが、恙無く任期を全うさせていただけるのは、偏に組合

員様、賛助会員様のお力添えの賜と感謝いたします。 

本年は組合創設満五十周年を迎えます。仲間たち共にこの業界で生きてきたことを心から寿ぎ、ま

た次の十年、二十年、さらに三十年と、業界の系譜を継承していきたいものです。そのために副理事

長として現体制を支えつつ、近畿複写産業協同組合の役割を理事一同と共にやり遂げる覚悟です。 

本年も組合より皆様方のお役にたつ様々な事業企画をご案内いたします。是非とものご参加を切に

お願いいたします。旧に倍してご支援・ご協力を何卒お願いいたします。 

本年も御健勝であられますよう、さらに御社業が繁栄しますよう、皆様方にとってよき年でありま

すよう心からご祈念申し上げます。 

副理事長 福味正俊 
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この一年、心身ともに健全であることを願い、何事に対しても好奇心旺盛にし

て、その気持ちは「鵜の目 鷹の目」でありたいと願っています。そしてその

先にこの「複写ニュース」の編集を見据えることができればと考えます。この

ように意気込む一方、「複写ニュース」編集仲間でもある組合事務局小野さん

の足手纏いにならぬよう、この 1 年頑張って参る所存です。  

  副理事長 桑田 靭比古 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

本年は組合設立５０周年にあたり、多くの先輩が業界の発展に尽くされた 

偉大な功績に心からの尊敬と感謝の念をおぼえずにはおられません。 

年頭にあたり、微力ではありますが理事長をはじめ組合員皆様のお力添えを 

頂き、伝統ある組合の発展に少しでもお役立ちできるよう努めたいと思います。 

どうぞよろしくお願い申し上げます。         副理事長 巽 充雄 

 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

組合員様・賛助会員様に謹んで新年のお祝いを申し上げます。 

本年は【近畿複写産業協同組合】の設立５０周年と大きな節目を迎えます。『会

社の寿命３０年説』と言う言葉が有りますが、激動の時代変化の激しい時代に

設立５０年は会員の一人としても多くの先輩、会員の皆様に感謝し敬服する次

第です。これを機に組合設立の原点に立ち返り更に維持・躍進する組合で無け

ればなりません。楠本理事長の元で知恵を出し、工夫し、結束し心新たにスタ

ートする年と想います。宜しくご指導・ご協力をお願い致します。                                                                          

                                   専務理事 満田 創          

 

「楠本体制２年目にして格闘中」 

組合員の皆さま、新年あけましておめでとうございます。教育担当理事を拝命

し、はや２年目、昨年はメーカー３社様の多大なるご協力のもと、マーケティ

ング研修・若手社員研修・経営者研修と３分野にわたり、教育研修を展開・実

施しました。おかげさまで、多くの組合員の社員様に参加いただき、教育の重

要性を実感した次第です。今年はさらに内容を充実しつつ、メーカー様との関

係をより密にし、定期的に実施できる仕組みにしていかなければと考えていま

す。組合員皆様の積極的な参加が組合活動の活性化につながると確信しています。本年もどうぞよろ

しくお願いいたします。                         理事 河村 武敏  
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旧年中は大変お世話になりありがとうございます。一昨年に楠本理事長の新体

制がスタートしましてから、組合活動がさらにパワーアップしたのを強く感じ

ています。広報（写真撮影）と京都地区を微力ながら担当させて頂いておりま

すが、組合活動を通じて勉強させて頂くことが多く感謝しております。今年は

新内閣発足もあり、景気がよくなり明るい一年になることを願っております。

まずは、1 月 10 日の新年互礼会、そして、６月７日の５０周年感謝の集いに、

多くの組合員様がご参加頂き、皆様の元気なお姿を撮影して、組合ホームページや複写 NEWS で紹

介させて頂くことが出来れば幸いでございます。最後になりましたが組合員の皆様の社業の発展とご

健勝を祈念申し上げます。                          理事 関雅夫 

 

あけましておめでとうございます。旧年中は、組合活動に格別のご協力を賜

りありがとうございました。昨年組合では、組合行事、賛助会員様のフェア・

セミナー、組合員向け教育研修プログラム等のご案内を、メール・ウェブを活

用し行いました。今年も、組合員にとって有益な情報の発信を心がけ、情報の

量・質・内容を改善していきたいと考えております。できることから地道に取

り組んで参りますので、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

（ＷＥＢ担当）理事 日笠宏昭 

 

新年あけましておめでとうございます。今年は仕事にしろ組合活動にせよ、幸

福感や楽観主義をいつも抱いていたいと思っています。努力をすれば成功する

かもしれませんが、その結果、幸せになるのではなく、最初から幸せであるか

ら努力できるのであってその結果、成功を勝ち取ることができると考えればど

うでしょうか。成功するから幸せになれるのではなく、幸せであるから力を最

大限発揮するよう努めるのです。最終的に成果を高めるために行動する年にし

たいと思っています。                理事 山脇 雅則 

 

新年あけましておめでとうございます。組合員様におかれましては今年こそは

の思いで新年を迎えられたんではないでしょうか。組合も２０１１年５月末に

新体制がスタートし、１０月に≪理事ネットワーク≫が発足され、それにより

かなり組合様と組合との距離が縮まったんではないでしょうか。本年も担当組

合員様はもとより、多くの組合員様とお会いし、組合活動にご参加いただける

よう頑張っていきたいと思います。本年もご協力をお願いします。 

理事 松本 文生  

 

 

理事を仰せつかっておりますコーセイプロス田中です。 

去年は理事として、初めての年でいろいろと学ばせていただくことが、多かっ

た一年でした。今年度は、微力ながら若い方々が集まって活気ある場を少しで

も出来ればと考えております。一年間よろしくお願い申し上げます。  

                          理事 田中 義雄 
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新年おめでとうございます。藤田知子でございます。昨年は楠本新理事長を頂

いて、私としても皆様のお陰で多少ながら羽ばたくことが出来た事を、心から

感謝いたしますとともに、組合員様には、いろいろご協力いただき厚くお礼申

しあげます。今年の目標は、昨年に引き続き理事長と共に組合員様の手となり

足となって、新しい豊かな複写組合を築く事が出来るよう、理事の皆様方と共

に陰ながら努力するつもりです。まだまだ至らないところいっぱいの理事です

が、どうぞよろしくお願い申し上げます。       理事 藤田 知子 

 

新年を迎え、当組合関係各位のご隆盛とご健勝をご祈念申し上げます。 

業界全国組織である複写連を担当させていただいておる佐々木でございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。複写連も昨年６月に新体制に移行し、新

たに森下・楠本のコンビで次世代の業界を見据えた活動を戦略的に推進せんと

しています。昨年末には、ジアゾ感光紙の供給終了に関する皆様のご意見をお

聞かせいただきました。今年度末には調査結果をまとめ、皆様へのご報告と新

たな施策立案に供する所存でございます。楠本理事長の目指す全国と地域の機

能的連携が実現しますよう、微力を尽くす覚悟でございます。皆様のご指導と

ご協力をよろしくお願い申し上げます。                  理事 佐々木 洋之 

 

 

平成２５年の新春を迎え、謹んでお喜びを申し上げます。 

昨年末には衆議院選挙があり、国民をばかにしたような沢山の政党が趣柘し

ました。消費税・原発・ＴＴＰ・議員削減・・等々問題が山積して、政治は

混沌として、経済も良くない中、腰を落ち着けた政治を早く築いて頂きたい

し、より一層、国民の暮らし命を守る安心・安全な、国つくりに頑張って頂

き、又、選挙に使われた費用（４８０名×約１億２千万円）各議員は、多額

のお金（政党助成金等）国民の税金より使われている事を肝に命じ、無駄金

にならない様に、頑張って頂きたいと思うのは私だけではないと思います。当社も年初めに今年こそ

景気回復して事業・生活が良くなるようにと毎年同じことの繰り返しで、自助努力も限界があると思

います。業界の事業変革・・・試行錯誤しながら、明るく元気で、エキサイティングな会社になるよ

うにお互い頑張りましょう。 

 

平和で豊かな暮らしを望むなら、死ぬ気に 

成って仕事に励み不景気、景気に関わらず 

二度も、三度も、汗水流し、ハッ！と気がつきゃ 

五十過ぎ、足はだるいし身体は重い、６０過ぎたら 

年金頼り、残りの人生位厳しいけれど、どんな事にも 

へこたれず、前に向かって生きてゆく 

ビッグな人生、すげーだろ、ワイルドだぜ！ 

本年もよろしくお願い致します。                 相談役 藤島 映一 
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新たな年を迎え、組合員様始め賛助会員様には謹んでお祝い申し上げます。一昨

年事務局長が退職されその後の仕事を受けて日々まい進しております小野です。 

皆様方には｢複写ニュース｣｢ホームページ更新｣そして、｢メールマガジン｣にて組

合活動をお知らせしております。組合事務局はそういった業界全体の情報を組合

員様へ提供するところであると同時に賛助頂いている賛助会員様の情報をお伝え

する場だと思っています。どうぞ、各会社でのお困りごとであるとか、ご要望で

あるとかを組合事務局までお届けください。６６社という組織力でもって解決し、 

また、組合員同士助け合う相互扶助の精神で競争力アップを図って参りたいと思います。事務局は中

央区高麗橋、堺筋線北浜駅から徒歩 2・3 分の場所にあります。副資材も多種揃えております。雨宿

りや営業の息抜きにでもどうぞお立ち寄り下さい。お待ち申し上げております。本年もよろしくお願

い申し上げます。                          事務局 小野 恵美子 

皆様の温かいご指導、ご協力に支えられ、昨年９月で入局より１年が経ち、２度

目の春を迎えることができました。心より御礼申し上げます。業界が大きな転換

期を迎える中、同業の仲間が集う組合の役割は大変意義があり、貴重だと感じて

います。その事務局の裏方として、理事長はじめ運営に関わる皆様の下、日々学

びつつ、会員様の発展に少しでも貢献できるよう全力を尽くす所存です。本年も、

どうぞよろしくお願い致します。            事務局 八松 純子 

 

平成２４年懇親ゴルフンペ開催 

２００２年１１月、第１回目開催以来、１２月８日でこの大会も１０

周年を迎えました。今年の冬は、「暖冬」と云う大方の予報に反し、12

月に入った頃より昨年同様の寒さになりました。12 月 8 日も然りです。 

７時１０分受付オープンそして今回の担当は、巽副理事長と事務局小

野さんです。朝早くからご苦労さまです！ そしてご参加の皆々様をお迎えするのは、小野さんのア

イディアによる”エールを込めてのメッセージ付ホッカホカカイロ”です。寒い日には本当にありが

たい心配りです。本日のご参加は、西は姫路から東は東京からの４０名です。 

 ８時３０分参加者全員による記念写真の撮影、そして理事長挨拶に続き、東京より特別参加の複写

連会長 森下修至様のご紹介並びにご挨拶、その後巽副理事長によるルール説明の後いよいよスター

トです。因みに今回の賞品は、三田産の米・淡路産のジャコ・東京産のうどんの３品セット、「これ

って去年と全く同じでは？」とお思いでしょうが、今年は各順位に応じ、きめ細かく「重さ（量）」

が違っているのです！ 

 ９時、いよいよこれら特産品争奪戦がＩＮ５組、ＯＵＴ５組に分かれての開始です。今年は、寒さ

もさることながら「風が強い」このことがどのように影響するのでしょうか。「喜びも悲しみも２時

間半」の物語です。 プレー終了後は恒例の表彰式です。上位三位以外のプレゼンテーターを務めさ

せて頂きましたが、この３品セットは実に重く、賞品授与も後半になるにつれ腕が上がり難くなった

程でした。 
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平成２４年度懇親ゴルフコンペ結果表

順位 会社名 役職名 氏名 ＯＵＴ ＩＮ 合計 Ｈ.Ｄ 総合計
1 日本複写産業協同組合連合会 会長 森下　修至 40 42 82 10.8 71.2

2 ㈱ナイガイ 代表取締役社長 岸本　澄男 44 47 91 18 73.0

3 リコージャパン㈱ 代表取締役社長執行役員 佐藤　邦彦 51 60 111 36 75.0

4 ㈱貴志 顧問 田中　徹 45 45 90 14.4 75.6

5 富士ゼロックス㈱ チーム長 古屋　淳 43 43 86 9.6 76.4
6 ㈱アピックス 代表取締役 河村　武敏 52 58 110 32.4 77.6
7 ㈱関西青写真 代表取締役 巽　充雄 49 48 97 19.2 77.8
8 富士ゼロックス兵庫㈱ 代表取締役社長 森　正一 50 47 97 19.2 77.8
9 富士ゼロックス西日本㈱ 代表取締役社長 米山　俊治 49 54 103 25.2 77.8
10 石川特殊特急製本㈱ 次長 池田　順三 51 44 95 16.8 78.2
11 コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱ 課長 治田　時彦 47 48 95 16.8 78.2
12 ㈱田村コピー 代表取締役 福味　正俊 58 49 107 28.8 78.2
13 富士ゼロックス大阪㈱ 代表取締役社長 望月　俊之 51 55 106 27.6 78.4
14 キヤノンマーケティングジャパン㈱ 近畿BS本部本部長 岩本　正義 44 61 105 26.4 78.6
15 ㈱菅原商会 代表取締役社長 立岩　敏哉 55 49 104 25.2 78.8
16 ㈱ダイビス 取締役 安藤　勝章 53 62 115 36 79.0
17 キヤノンマーケティングジャパン㈱ ＰＰＳ企画本部担当本部長 赤沼　清隆 55 52 107 27.6 79.4
18 石川特殊特急製本㈱ 本店長 内山　喜隆 55 61 116 36 80.0
19 ㈱ヤマイチテクノ 代表取締役社長 山脇　雅則 53 56 109 27.6 81.4
20 リコージャパン㈱ 事業部長 尾花　篤 56 53 109 27.6 81.4
21 ﾑｻｼ･ｱｲ･ﾃｸﾉ㈱ 部長 宮田　壽也 57 51 108 26.4 81.6
22 キヤノンマーケティングジャパン㈱ プロジェクトチーフ 曽我部　秀機 57 50 107 25.2 81.8
23 リコージャパン㈱ センター長 河野　禎 48 52 100 18 82.0
24 石川特殊特急製本㈱ 代表取締役社長 石川　彰一 59 58 117 34.8 82.2
25 リコージャパン㈱ 執行役員事業本部長 宮下　佳之 54 56 110 27.6 82.4
26 キヤノンシステムアンドサポート㈱ 近畿大手営業部部長 玉川　裕隆 57 53 110 27.6 82.4
27 ㈱きもと --------------- 本岡　直樹 56 51 107 24 83.0
28 ㈱貴志 代表取締役会長 貴志　宣昭 53 53 106 22.8 83.2
29 ㈱創和情報管理センター 代表取締役会長 佐田　三郎 54 57 111 27.6 83.4
30 富士ゼロックス㈱ 営業計画部　部長 小林 雅春 55 55 110 26.4 83.6
31 ㈱淀川工技社 代表取締役 楠本　雅一 56 60 116 32.4 83.6
32 (有)南山城複写ｾﾝﾀｰ 本部長 高辻　諭 52 51 103 19.2 83.8
33 マルワ写真工業㈱ 代表取締役会長 松本　文生 57 58 115 31.2 83.8
34 富士ゼロックス大阪㈱ 第二営業統括部長 武田　圭三 53 49 102 18 84.0
35 ㈱阪神青写真工業所 代表取締役 桑田 靭比古 61 61 122 36 86.0
36 ㈱フジデジタル 代表取締役社長 藤　喜志福 60 62 122 34.8 87.2
37 ㈱桜商会 代表取締役社長 石原　守 56 68 124 36 88.0
38 石川特殊特急製本㈱ 取締役部長 石川　敬一 63 79 142 36 106.0
39 ㈱コピーフジタ 代表取締役 藤田　知子 ------ ------ ------ ------ ------

隠しホール　1・3・4・5・8・9・10・11・14・15・17・18

平成24年12月8日
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優勝は複写連会長森下氏（秘かに狙っていたようです）、２位は㈱ナイガイ岸本社長、３位はリコー

ジャパン㈱の佐藤社長、上位 3 名のうち 2 名が東京からのご参加、参加頂いた甲斐がありました。

皆さんお疲れさまでした。来年も多くのご参加をお待ち申し上げます。 

 

優勝 森下様          ２位 岸本様           ３位 佐藤様 
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１．報告事項（各担当理事）　　　　　　

１―　１　．第５３２・５３３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　．キヤノン業態変革セミナー2回目開催（河村理事）
１０月２日火曜日、１２人中９名出席にて第２回目を開催しました。
次回は、１２月３日月曜日です。修了書及び記念品（スターバックスカード３,０００円ﾁｬｰｼﾞ分）
を贈呈予定です。セミナー終了後、懇親会を予定しています。

１－　３　．平成２４年懇親ゴルフコンペについて参加申込状況等報告（小野事務局）＜資料1＞　　
現在組合員２０名（役員含）賛助会員他１７名ご参加予定です。
昨年ご出席者で、今回ご参加頂けていない方へ、声掛けをお願いします。　
組合せ表で一部変更が、必要です。（ＯＵＴスタート１組へ佐藤様。ＩＮスタート１組へ岩本様。
ＯＵＴスタート２組に宮下様、武田様。ＯＵＴスタート４組に森様。）
役員の集合時間は、７時５０分です。
巽副理事長・小野事務局は、７時２０分に到着予定です。
司会・ルール説明は、巽副理事長にお願い致します。
賞品は、福味副理事長に昨年通りでお願い致します。（小野事務局分含む）
参加者への案内状は、１１月２６日に発送します。

１－　４　．１月１０日臨時総会及び定款変更の件＜資料2＞
定款変更内容を説明し、ご確認頂き、全員賛成で承認頂きました。

１－　５　．１２月１０日（月）第５３５回理事会及び試食会兼忘年会について(楠本理事長)
６月７日５０周年の集いの会場としてふさわしいか、御確認下さい。

１－　６　．事務局よりお知らせ　
東京大会参加補助金出金報告＜資料3＞
東京大会に１４社１６名の方が、ご参加されました。
「ご参加補助金送金のお知らせ」を各組合員へ送付し、銀行振込にて補助金を送金致しました。
各社５万円を１４社、合計７０万円です。
代表者変更・組合員住所変更等（小野事務局）＜資料4＞
変更内容を御確認頂き、お手元の名簿の差し替えをお願い致します。
D.D.S.S.セミナー参加報告＜資料5＞
複写ニュースＮｏ.２３６-２に掲載しますのでご確認下さい。

第１回ゴルフコンペ集合写真（総勢７９名）           第１０回ご参加頂いた皆様方(総勢４０名） 

 

 

 

 

 

 

スタート前にちょっと練習          ベストショットかな？        昼食タイムで一休み 

 

 

 

 

 

さあ午後からもファイト！        頑張った後のおでんは最高         嬉しい表彰式 

  

 

 

 

 

組合日誌 

平成 24年 11月 8日 16時より組合会議室にて第 534回理事会を開催しました。 
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２．協議事項（各担当理事）
２－　１　.　５０周年感謝の集いについて　（楠本理事長）＜資料6＞

1. １２月１０日に会場として「ラグナヴェール」がふさわしいか、確認下さい。
2. ５０年を振り返っての門出であるため、多くの方々に参加して頂きたいです。
3. 複写連の決算理事会をこの日に合わせて、大阪にて開催します。

昼食は、近畿複写産業協同組合負担で提供予定です。
その後、感謝の集いへ来ていただけると思います。　

4. ６月７日の通常総会は、役員改選と重なっています。従って予定時刻を１４：３０から
１６：００のところ１４：３０から１６：３０に変更します。

5. 表彰については、沢山の来客者を見込んでいるため、行わない事にします。
6. イベントについて、会を盛り上げて頂くため、河村理事に依頼します。

藤島相談役より、「津軽三味線とコラボレーションするなら、知人で交通費のみ負担して頂け
たら賛同してくれる方がいます」との案を頂き、河村理事へ伝えました。

7. 二次会は、組合員の浅見様の店を考えています。浅見様の店はリーズナブルで良いそうです。
一度下見へ行きましょう。また、他で良い所があればご提案下さい。

8. お土産についてですが、当日きて頂いた方へ「神宗の塩昆布と縮緬雑魚の詰め合わせ」
約２,０００円をお渡しします。満田専務理事と小野事務局で準備をお願いします。

9. 記念品について、組合員には５,０００円程度を来場者に後日送ります。欠席者ヘは理事長が
後日持参します。招待客には後日お礼の挨拶時に持参します。
記念品は楠本理事長・小野事務局にお願い致します。

10. ５０周年の集いは、全理事の総力を挙げて取り組んでほしいです。
各分担表に追加で、複写連関係の受付には、複写連事務局浦田様へもお願いします。
誘導・出迎えについては、ＪＲ大阪駅へも理事が立った方が良いと思います。
宿泊・交通手段については、開催日を事前にお知らせしているため、各人で用意されると思
われます。

11. 詳しいタイムスケジュールなどの内容調整は、来年２・３月より行うこととします。
12. 遠隔地よりお集まり頂くため、集いの翌日は「ゴルフコンペ」も企画したいと思いますので、

福味副理事長にお願いします。
13. 予算について、

宴会費用：１００－１２０人位として@１２千円＝１２０万円-１４４万円
バンド代金１５－２０万円。二次会は会費制又は組合負担かを思案します。
記念誌は内部で制作しますので２０万円までの予算は必要ない予定です。
２０１１年度決算１００万円・２０１２年度決算１００万円・２０１３年度予算１４０万円を予定します。

２－　２　.　複写連ホームページリニューアルに伴う組合員ＨＰリンクの件（小野事務局） ＜資料7＞
リンク設定希望者を募らず、設定拒否者の届けをお願いすることにします。締め切りは、１週間
後で設定します。

3. ８・９月度会計報告（小野事務局）及び実査報告＜資料8・9＞
８・９月度共に、昨年度より経費節減されています。
事業年度中間報告時期の為、決算時と同様の実査を行いました。
必要書類全て確認して、完備している旨回答を頂きました。

4. その他　　官公需適格組合について。
近年加入頂いた他府県（神戸・京都）等の官公需適格組合協議会における共同受注事業推
進の為、

1. 近畿複写産業協同組合は、大阪府中央会指導の下大阪府官公需適格組合員ですが、他府
県でも共同受注を受けられるのか、

2. 他府県の中央会官公需適格組合担当者へ近畿複写産業協同組合をご紹介頂けるのか、
確認します。

１．報告事項（各担当理事）　　　　　　
１―　１　．第534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。（松本）
１－　２　．キヤノン業態変革セミナー3回目開催（河村理事）＜資料1＞

１２/３にて今年度セミナーは全て終了致しました。合計約５０名の方にご参加頂きました。
来年２月には複写連事業として、東海地区にて富士ゼロックス様ご協力のもとセミナーを開催
します。近畿複写産業協同組合のセミナーを基盤として全国展開を図っていきたいと思います。
近畿複写産業協同組合で行うセミナーは全国に先駆けて企画したいと思います。最終キヤノ
ンのセミナーも参加者の感想を頂き、来期へ繋げていきたいと思っています。（河村）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 24 年 12月 10日 16時 30分よりラグナヴェールにて第 535 回理事会を開催しました。 
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１－　３　．１月１０日臨時総会及び新年互礼会について参加申込状況等報告(小野事務局）<資料2>
臨時総会について出欠未提出理事がおられますので至急提出ください。監事の光工業写真
様へご出席のご案内をお願いします。（小野）　
光工業写真様へご案内します。（桑田）　　　
昨年出席で未回答の組合員様がおられますのでお声掛けをお願い致します。（小野）
・ムサシ・アイ・テクノ様へします。（河村）
・日青様へします。（藤田）
・貴志様へ小野事務局が会長宛てに電話連絡ののち案内をファックスして下さい。（福味）
・安井工業写真様へします。（松本）
欠席連絡のあった組合員様へ再度お声掛けをお願いします。
・アサミ写真情報様へします。（河村）
・伊丹青陽社様・東和インフォセービングス様・南山城複写センター様へします。（福味）
・共栄コピーセンター様・テクノ・サンクス様・三田青写真様へします。（楠本）
・光青工業様へします。（満田）
・ 図面システムセンター様・ダイセイ様・南海工業写真様へします。（日笠）
・双陽社（明青）様・第一写真工業様へします。（藤田）
・ナカムラシステムサービス様へします。（山脇）
本日現在出欠の未回答の組合員様がいます。お声掛けをお願い致します。
・旭写真様・英光産業様・カンプリ様・布施技術社様へは小野がします。
・旭青写真工業様・東洋青写真工業様へします。（田中）
・大辻青写真工業所様へします。（満田）
・京都こぴい様・不二トータルシステム様へします。（楠本）
・京阪工技社様へします。（巽）
・三洋青工所様へします。（藤田）
・中央写真様へします。（山脇）

１－　４　．事務局よりお知らせ 
●中央会支援事業に関して（小野事務局）＜資料3＞
３回のセミナーに対して２回支援金を頂戴しました。残り１回も今年中に入金予定
です。お陰様で、３回合計で換算し、予算内にて収まりました。（小野）
●賛助会員加入のお知らせ＜資料4＞
本日リコージャパン株式会社の本社事業所移転のご案内が参りました。
中央区銀座のリコービルへ移転し、平成２５年１月１５日より業務開始されるとのことです。
新年互礼会のご案内でもって担当者転勤等が判明しましたので資料4に記載しています。
お手元の名簿と差し替えをお願い致します。（小野）
●取扱い副資材のお知らせ＜資料5＞
・共同紙販の商品でファインカラーというカラーのＰＰＣ用紙の販売について、
仕入価格安価につき販売提案できる為、常時販売商品として組合員様へ広報することに
なりました。一斉メールにてお知らせします。（小野）
但し色の種類が多いので、常備在庫とはせずに、箱単位の直送扱いとします。（桑田）
・アンモニア水について
キヤノン様紹介で利用されていた会社が倒産したため新規取り扱業者を探した結果
リコージャパン様にて取扱いして頂けるとのことです。
詳細は、１本から注文可能で、リコージャパン受注センターへ電話又はファックスにて注文。
午前中注文で翌日納入。
初回に限り他社にて購入分廃液の引き取りも可能です。価格については組合員毎に決定
するので、担当者と相談して下さい。窓口は樽口様です。（小野）
上記について河野様へ電話にて確認します。（満田）
ファインカラーとアンモニア水の取り扱いについて一斉メールにて組合員様へ一斉メールにて
広報します。（小野）
●組合年末年始休暇について＜資料6＞
平成２４年１２月２９日土曜日から平成２５年１月６日迄を年末年始休暇とします。（小野）
●平安光業訪問の報告・大阪府電子入札更新手続き完了の報告
前回の理事会時の報告で平安工業様の新住所を見て佐々木様の指摘により新規の場所で
営業とわかりましたので訪問致しました。（楠本）
●電子入札について大阪府及び大阪市については手続き終了しました。現在審査待ちです。
国に対しての更新は平成２５年１月の為、１月に行います。（小野）
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２．協議事項（各担当理事）
２－　１　.　次年度改選及び今年度施策についての意見交換（楠本理事長）

１期２年の任期として活動して参りました。任期終了について活動のレビューや残った課題の
洗い出しをレポートにまとめます。役員の皆様へアンケートをお送りし、組合のあるべき状況や
方向をまとめます。そして２月の理事会時それを元に次期はどのように活動するかを話し合い
たい。（楠本）

２－　２　.　理事会議事録承認について署名又は記名押印の件（小野事務局）
現在議事録担当理事２名に署名押印頂いていますが中小企業協同組合法により議事録は
理事会出席者全員の署名又は記名・押印が必要とあります。
前回第534回からは記名・押印をお願いします。（小野）

3 10月度会計報告（小野事務局）＜資料7＞
前回お知らせしたとおり、１０月現在収支プラスとなっています。（小野）

4 その他　　複写ニュース掲載顔写真撮影　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

組合からのお知らせ 

＜新規加入組合員様ご紹介＞ 

有限会社布施技術社 

代表取締役 布施 康久様      

〒522-0053 滋賀県彦根市大藪町 510-31 

郵便物送り先 〒522-0022 滋賀県彦根市里根町 257 

TEL 0749-22-7587 FAX 0749-26-5892 

とても研究熱心な社長様です。今後とも色々なセミナーにご参加頂きたいと思います。 

 

＜事務所移転された組合員様ご案内＞ 

平成 24 年 9 月 3 日付け 

株式会社進栄社   事務所移転 〒550-0006 大阪市西区江之子島 1-6-5 エアフォルク阿波座 4 階 

TEL06-6448-1251 FAX06-6448-1252 

平成 24 年 10 月 30 日付け 

株式会社平安光業  事務所移転 〒604-0834 京都市中京区間之町通御池上ル高田町 503花柳ビル

1 階 

TEL075-231-1177 FAX075-231-0449 

＜御代表者様ご変更ご案内＞ 

平成 24 年 10 月 23 日付け 

株式会社六甲商会  代表者変更 

          代表取締役社長 和田 要様 ⇒ 和田 英剛（ひでたけ）様 

                〒675-0038 加古川市加古川町木村 82  

                TEL079-429-2301 FAX079-429-2302 

＜新規加入賛助会員様ご紹介＞ 

平成 24 年 11 月 30 日付け 

富士ゼロックス西日本株式会社    〒541-0042 

大阪市中央区今橋 2-5-8 エﾄﾚｰﾄﾞﾋﾟｱ淀屋橋 13 階 

TEL06-6205-3460 FAX06-6205-3480 

ご参画頂きまして有難うございました。今後ともご支援の程よろしくお願い申し上げます。 
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サイズ（ｍｍ） 枚／包
直送単位包
／ケース

組合員価格

A3(297×420） 500 3 3,720
Ａ4（210×297） 500 5 3,100
Ｂ4（257×364） 500 5 4,650
Ｂ5（182×257） 500 5 2,425
ケース売　直送送料　無料

＜「リコピー現像液 アンモニア水 18Ｌ」についてのご案内＞ 

先日来より 各組合員様よりお問合せのありました上記商品につき 

組合事務局より賛助会員であるリコージャパン㈱様へ商品の販売につきご支援を依頼しましたとこ

ろ、下記にようにお取扱い願える事となりましたので、ご案内申し上げます。 

商品名     リコピー現像液 アンモニア水 18Ｌ 

重量      20Ｋｇ（ポリタンク含む） 

注文単位    １本から 

注文方法    リコージャパン受注センターへＴｅｌ又はＦＡＸ注文 

納入価格    組合員様毎に違うため 下記担当者に御確認下さい。 

        リコージャパン㈱大阪ＢＰ事業部 担当 樽口和行様 06-6940-3236 

        また新規でお取引となる場合も 窓口が樽口様となっておりますので 

        まず、樽口様へご連絡頂きますようお願い致します。 

配送料     無料（市外の方はご相談下さい） 

付帯作業料金  空ポリタンク回収料金 無料 

納期      原則として、注文日（ＡＭ注文）から翌日 

廃液について  納入（配送）業者回収 初回に限り他社購入分についても回収可能 

譲受書について 納品ごとに譲受書をつけていますので、必ず返却下さい。 

発送拠点    三愛ロジスティクス西大阪配送センター（大阪市港区福崎）                        

以上、何かご不明な点がございましたら、組合事務局小野迄ご連絡下さいますよう 

お願い致します。 

＜「ＮＥＷファインカラー」についてご案内＞ 

組合員様よりお問合せのございました、上記商品に付き下記のようにお取り扱いを始めますのでご連

絡致します。 

ＮＥＷファインカラーは「紀州の色上質」の色調及び品質を基本に、印刷・コピー・インクジェット

プリンタ用に開発された用紙です。・ＦＳＣ森林認証紙・ＥＦＣ（無塩素漂白）パルプ使用 

＜色のラインナップ＞ 

                         ハイホワイト・ライトクリーム・ライトピン

ク・ライトグリーン・ライトブルー・クリー

ム・ピンク・グリーン・スカイブルー・アイ                          

ボリー・パープル・オレンジ・イエロー  

色見本が組合事務局にございますので御確

認をお願い致します。 

編集後記 

圧倒的多数で自民党に移った政権。この勢いで今年の参院選も、自民党勝利に期待します。やはり「捩じれによる、決められぬ

政治」より、「活発に躍動する国勢」を感じ取りたいと思います。そして「コンクリートから人へ」から「国土強靭化」への移行

も、我々業界にとってチョッピリ魅力的、と感じるのは私だけでしょうか。多方面に亘り、今後の政治に注目したいと思います。 

（記:桑田） 

新しい年、蛇年の幕開けです。巳は「起こる、始まる、定まる」等の意味があるそうです。何かわくわくしてきますね。組合

も５０周年という節目の年。新たな一歩を踏み出します。今後とも皆様のお役立ちが出来ます様頑張って参りますので、ご指導

ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。                               （記:小野） 


