No.268

1

平成 28 年 9 月 1 日発行

Table of contents
平 成 2 8 年 度 親 睦 ボ ウ リ ン グ 大 会 開 催 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 3
社員育成研修会開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第 24 回役員研修会開催・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
読者参加フォトページ

親睦ボウリング大会

関 雅夫・・・・・・・・・・・・・7

㈱田村コピー活躍中・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
Ｄ.Ｄ.Ｓ.Ｓ＆ワークショップ開催・・・・・・・・・・・・・ 11
組合日誌・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
ほっと一息 “かぼちゃのマフィン”
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
賛助会員様へのご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
編集後記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15

2

平成２８年度親睦ボウリング大会開催
平成 28 年 9 月 11 日日曜日。朝方は少し涼しいか
なと思ったのも束の間、好天気に恵まれました。
今年度は 9 月 2 週目となって、通常より 1 週間遅
い開催となり、ご参加いただけなかった組合員様が
多くおられた中、今年度も昨年に引き続き、応援者も
含めて、140 名と多数のご参加を頂きました。有難うございました。
さて、最初に快活に満田副理事長の開会案内の後、河村理事長の元気な挨拶。引き続き、昨年度優勝チーム
㈱田村コピー様より優勝杯返還。その後も満田副理事長により、ルール説明の後、昨年度女子ハイスコア賞に
輝いたエイチ・エス写真技術㈱南雅子様に、始球式を行っていただきました。そして、いよいよ練習タイムに
突入です。きっちり 10：10 より 3 ゲームマッチの競技が始まりました。さあ、今年の優勝チームはどこでし
ょうか？
団体賞 優勝は、昨年度に引き続き 2 連覇を達成しました、1732 ピン㈱田村コピーチームでした。

団体賞
優勝
準優勝
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
10位
１１位
１２位
１３位
１４位
１５位
１６位
１７位
１８位
１９位
２０位
２１位
２２位
２３位
２４位
２５位
２６位
２７位
２８位
２９位
３０位
３１位
ブービー賞
３３位

チーム名
㈱田村コピー
㈱京阪工技社A
大和写真工業㈱A
㈱旭写真+ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱+役員

㈱ダイビスＤ
エイチ・エス写真技術㈱C
ｷﾔﾉﾝﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱+役員
リコージャパン㈱
マルワ写真工業㈱
㈱アピックスB
エイチ・エス写真技術㈱A
㈱淀川工技社
㈱ダイビスＣ
㈱コピーフジタ
㈱ダイビスＡ
㈱ダイビスF+㈱モトヤ+役員
大和写真工業㈱B
大和写真工業㈱C
富士ゼロックス㈱
㈱ヤマイチテクノC
㈱アピックスA
㈱京阪工技社B
㈱阪神青写真工業所
㈱ダイビスE
エイチ・エス写真技術㈱B
㈱宏和
㈱カンサイ
㈱ヤマイチテクノB
㈱ダイビスB
㈱アピックスC
㈱京阪工技社C
石川特殊特急製本㈱
㈱ヤマイチテクノA

スコア
（HD含）
1,732
1,664
1,661
1,630
1,567
1,559
1,545
1,543
1,504
1,494 準優勝は 1664 ピン㈱京阪工技社 A チーム。
1,462
1,458
1,444
1,442
1,436
1,418
1,405
1,391
1,384
1,360
1,357
1,351
1,342 3 位は 1661 ピン大和写真工業㈱A チーム。準優勝
1,340 との差は 3 ピンでした。惜しいですね。
1,336
1,334
1,266
1,223
1,198
1,183
1,107
1,105
1,059
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そして、続いて個人賞です。

個人賞

氏名

優勝
樋口 勝則
準優勝 中川雅文
３位
林 省悟
５位
南野 耀平
７位
中村 好晴
１０位 吉村 久郎
２０位 安部 一哉
３０位 小田 正登
４０位 児玉 淳
５０位 小野 利彦
６０位 中村 暢一
７０位 田中 敏嗣
８０位 山脇 雅則
９０位 松井 和紀
１００位 東 智秋
１１０位 高橋 杏奈
１２０位 佐藤 由美
１３０位 吉岡 秀昭
ブービー賞 山本 希歩
女子ﾊｲ
南雅子
ｹﾞｰﾑ賞
男子ﾊｲ
樋口 勝則
ｹﾞｰﾑ賞

優勝は、546 ピン倒された、キヤノンマーケティング

スコア ジャパン㈱樋口勝則様でした。
HD含
キヤノンマーケティングジャパン㈱
546
ｴｲﾁ･ｴｽ写真技術㈱C 488
大和写真工業㈱A
487
㈱カンサイ
474
㈱アピックスＢ
468
㈱京阪工技社A
461
大和写真工業㈱A
430
ｴｲﾁ･ｴｽ写真技術㈱A
398
大和写真工業㈱A
385
キヤノンマーケティングジャパン㈱
372
㈱ダイビスＡ
361 次に準優勝は、エイチ・エス写真技術㈱中川雅文様。
㈱淀川工技社
347 488 ピン倒されています。
㈱ﾔﾏｲﾁﾃｸﾉB
338
㈱ダイビスF
320
㈱コピーフジタ
307
㈱京阪工技社C
286
近畿複写産業協同組合
249
㈱ﾔﾏｲﾁﾃｸﾉA
204
㈱京阪工技社C
200
チーム名

ｴｲﾁ･ｴｽ写真技術㈱Ｄ

152

キヤノンマーケティングジャパン㈱
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そして 3 位は、こちらも非常に僅差 1 ピン違いで大和

そして、個人の部ブービー賞は㈱京阪工技社
Ｃチーム山本希歩さん 12 歳頑張ってくれました。

写真工業㈱林省悟様でした。
これも惜しいです。

続いて、女子ハイゲーム賞は昨年に続いて、２連覇、

さて、団体の部ブービー賞は石川特殊特急製本

南雅子様。152 ピン倒されています。素晴らしいです。

㈱様です。常務が応援に来られたお陰かな？
男子ハイゲーム賞
は、個人優勝の樋
口勝則様がこちら
も収められました。
今年度は表彰式の
趣向をこらし、縁
日風に駄菓子を用
意いたしました。

楽しんで頂けたでしょうか？リクエストがございましたら事務局までご連絡ください。今年度もご参加頂きま
して有難うございました。次年度のご参加をお待ちしております。
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社員育成研修会 2016 開催
２０１６年 ８月５日（金）～６日（土）に、リコージャパン株式
会社 本町橋事業所にて開催。
参加者数 9 名。今年度は男性 3 名女性 6 名。23～34 歳の方が参加
されました。
ビジネスマナーの基本から PDCA 仕事の進め方、自社の弱み強みを
バリューマップを用いて見極め、自分にとってのお客様へお困りご
とへの解決策や付加価値の提供をプレゼンする。
人間は忘れる動物。前日のことは 74％は忘れています。ぜひ振り返りを行い、この度の研修を自分のものに
してください。今後の活躍を期待します。
研修を受けた感想
研修満足度：6 点満点平均 5.8 点
＊実践に基づいて日々の業務に役立つことを沢山学べて良かった。
＊知っていたこと、覚えていたことを再確認し、知らない知識を教えてもらいました。
＊今まで受けてきた研修の中で一番考え、仕事に対する意識が変わり、大変濃い 2 日間でした。
活用度合い：5.4 点
＊私とはまた違う意見を持っていたり、違った発表の仕方があったりして、新しい考え方に「なるほど」そう
いう考え方もあるのだと気がつくことが多かった。
＊他の方の良いところを吸収して今後生かして行きたい。
講師評価：5.7 点
＊名刺交換の仕方等、普段分からなく不安に思っていたことも聞くことが出来たので良かった。
＊皆をうまく先導してくださり、入り込んで有意義な時間をすごすことが出来た。
その他意見：＊難しいと考えこむこともありましたが、この二日間で成長できたかと思います。今後に活か
せるよう頑張ります。
＊指導者向けの研修があれば参加したいです。
＊普段弊社について改めて考えることが無く、日々の業務・お客様の依頼をこなすことでいっぱいでしたので、
双方の気持ちを考える良いきっかけになりました。

懇親会にてプレゼンの講評
理事長賞授与
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第 24 回役員研修会開催
平成 28 年 7 月１５日～１６日
スペースα神戸にて開催
１.研修会
テーマ「バーチャルハリウッド・プラットフォーム」
講師

富士ゼロックス株式会社

バーチャルハリウッ

ドグループ グループ長 森谷幸代氏
バーチャルハリウッドとは、組織や会社の枠を超え、
社内外の仲間と共に、自ら改善・改革を実践する活動。
日本人は白紙から発想するのは苦手→新しい価値創造をもたらし易い多様な場が必要！！
誰かの為、人の為行動を起こし、有難うといわれると幸福感を感じ取れる。→自発的にチャレンジ、誰かの為
に役に立ちたい、パフォーマンスが高くなる。すると自己信頼感も高く、組織への貢献力も高まる。
2.懇親会

7 月 16 日
懇親ゴルフ会
ジャパンメモリアルゴルフクラブにて開催
富士ゼロックス㈱7 名近畿複写産業協同組合役員 8 名参加。初夏の少し凌ぎ易い天候に恵まれ、素晴らしいス
コアを記録されました。優勝は、サラリーマンプロ(?)ゴルファーと異名を持つ、富士ゼロックス㈱古屋淳氏
でした。おめでとうございます。
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親睦ボウリング大会ご参加者一同様
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株式会社田村コピー活躍中
岩手国体へ
１０月２日より岩手県にて開催される岩手国体。軟式野球には、
兵庫県選抜チーム「オール兵庫」が出場です。
そのチームメンバーに組合員㈱田村コピー野球チームより精鋭
３名が出場されます。1 回戦は京都に敗北しましたが、敗者復活戦
にて滋賀・和歌山に勝利し、国体出場を決めました。
第 20 回西日本選手権兵庫県予選優勝。西日本軟式野球選手権大会出場決定
９月３日より行われた、第 20 回西日本軟式選手権兵庫県予選に出場。１回戦 瀬戸内代表「ピースクラブ」
に３対１、２回戦 西播地区代表「アントクラブ」に４対０にて勝利。準決勝戦 尼崎 A 代表「日亜鋼業㈱」
に延長の末３対２にて勝利。続いて、決勝戦では、阪神 B 地区代表「新明和工業㈱野球部」に対して、９回同
点に追いつかれたが、ノーアウト満塁タイブレーク方式での延長戦、４番打者を三振にしとめ相手の攻撃を「0
点」に抑えた後、４番キャッチャーによるレフトファウルグランドに上がったフライをキャッチ。３塁ランナ
ーがタッチアップで１点をもぎ取り初優勝に輝きました。１０月２１日高知県にて行われる本戦へ兵庫県代表
として出場されます。自身の力を出し切って勝利を掴んでください！

Ｄ.Ｄ.Ｓ.Ｓ.セミナー＆ワークショップ開催
日時：平成 28 年 9 月 9 日（金）
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
2F セミナールームにて開催。
テーマ：「ファンサイト実践法」～ファンが集まるウェブマー
ケティング～
講

師：ファンサイト有限会社 代表取締役 川村

隆一氏

消費者に情報選択権がある現代において、Web を有効活用し、
顧客の囲い込みやファン化が必要不可欠です。
ウェブを活用し、自社製品やサービスに関心を持って頂けるお客様を、ファンへと育てるための手法を
ワークショップ方式で学習しました。
川村隆一氏は、資生堂/イオングループ/キリンビール/マツダ等で企業コミュニケーションや広報活動のディ
レクションならびにプランニングを行い、2002 年 4 月ファンサイト有限会社を設立（http://www.funsite.biz/）書籍には、
「企業ファンサイト入門」日刊工業新聞社刊 2006 年があります。
経団連海外広報センター最優秀デザイン賞を受賞されています。
広告費を抑えても売上が微増する会社
一度は信頼を落としてしまったが、その後信頼を回復し、よりよいコミュニティが出来つつある企業
それらの取組みは？
商品を広告し、認知され買ってもらう手法から、その企業のファンになり、企業と寄り添っていく関係を築く。
そしてその企業の商品の成り立ちを知って、つい買ってしまうへ。
ファン視点でコミュニケーションメディアの活用を。導入事例（会社案内より）
＊ピースボートステーション（地球一周の旅を学び遊ぶ人が集うサイト）
11

＊数学検定・算数検定ファンサイト（全国の数学・算数ファンが集うサイト）
＊出雲縁結びクラブ（アルファ化米を知り、食べ、楽しむためのサイト）
＊メイコミュ（明光義塾でがんばる生徒の保護者が集まるサイト）等
ファンサイト実践法
ファンサイトのポジショニング確認し、ユーザーをファンへ醸成させて、ファンを育てる
その為の運用・制作を行う。
ファンサイトを構築するには
3 つの要素①ペルソナ（＝ターゲット推奨顧客）②コンテンツ（企業とファン（ユ－ザー）、ファンとファンが
コミュニケーション取れる場）③コンシェルジュ（ファンサイトをナビゲートするユーザーの聴き役）
まずは最初に、自社のウェブサイトをファンサイトの視点からみた成熟度を分析し、自社のウェブサイトのポ
ジショニングをみてください。
それにより、ウェブ上のファンとの距離に客観的な視点をもつことで、より積極的なウェブコミュニケーショ
ンが可能となります。
「ファンサイト実践法」http://www.fun-site.biz/media/introductorybook.html に会社案内が掲載されてい
ます。
そこにこの分析シートも掲載されていますので、分析を行ってみてください。
そして、競合サイトの分析も合わせて行い、比較することでさらに客観的に自社の環境評価を行えます。

組合日誌
第 585 回理事会開催

２．協議事項（各担当理事）

開催日時：平成 28 年 7 月 15 日(金） 14：00～15：00

２－１．リコージャパン協賛社員育成研修の件
8/5-6 リコージャパン㈱本町橋事業所において開催。

１．報告事項（各担当理事）
１－１．第 584 回理事会議事録の報告 確認された旨報告した。

対象は若手から中堅社員。申込人数 20 名を超えても同体制で

１－２．日本複写産業協同組合連合会からの報告

開催可能かどうか確認する。

日本複写産業協同組合連合会は日本ドキュメントサービス協同組

費用は 1 万円。昼食・修了記念品・懇親会は昨年度通りとする。

合連合会へ名称変更。

中央会助成金は「Ｄ ＷＡＶＥ」にて申請し、その費用を充てる。

Ｅ－ラーニングを平成 28 年度も行う。

２－２. Adobe 製品契約支援計画の件 事後協議の件
スタート時点で 100 ライセンス数必要、現在保有数を確認する為、

近畿複写産業協同組合においては名称の変更については次回通
常総会で行えばよいのではないか。

組合員へアンケートを依頼した。今回は全ての組合員向けで、将

１－３．官公需適格組合総会出席報告

来保有予定数も答えてもらう。内容が固まり次第、各販売会社担

6/14 総会出席。藤島様が理事を退任されたので表彰された。

当者へ、支援計画概要を説明する必要がある。

藤田理事に監事の要請があり就任した。

２－３. 複写連近畿大会の件 事後協議の件
＊組合員補助金について、宿泊するしないにかかわらず 1 人 2 万

現在、官公需適格組合加入者名簿を次回用意する。

円 1 社 2 名までとする。

１－４．総会・総会後懇親会収支報告
＊予算対比 71％達成につき、3 割経費削減できた。

＊キャンセルについては、ホテル側と協議する。

＊会場への道のりで迷われた方がいた。

＊登録料を徴収しない招待者については、三役にて協議する。
＊ツインは 18 部屋あるが、柔軟な対応をする。

＊質実剛健で料理は少なかったとの意見もあった。次年度は経費
増加なければ量を増やしてもらう。

＊8/9 実行委員会を開催し、役割を考えて、依頼人を割り当てる。

１－５. 賛助会員代表者登録変更の件

＊9/12 依頼した組合員に集合願い決起大会を行う。

コニカミノルタジャパン㈱近畿担当代表者が変更。

＊懇親会のエンタメは変更になり、「くんちょうさん」に決定。

PPG 営業統括部関西営業部 部長 上原元二様

＊ゴルフ関係については、福味副理事長中心に企画をお願い
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する。現在プレー費 2 万円（自己負担）会費 8000 円（予定）

8/29 現在参加申込者数４９名

２－４．9/11(日)ボウリング大会の件 （8/10）案内発送

＊勧誘について
・近畿の組合員について：各理事は、担当組合員へ 8/31 までに電

＊8/10 情報定期便にいて案内状発送。8/24 申し込み締め切り。

話を済ませて、9/2 迄に出欠回答を確認し、結果を事務局へ連絡
＊表彰式会場の趣向をかえ、立席で中央にソフトドリンクや

する。近畿の賛助会員について：各担当卯役員が声掛けする。

子袋に入ったお菓子を置き、プレーの終了者から順にくつろ

・全国の協同組合：森下会長・パートナーズについて：楠本・佐々木

いで、待ってもらう。

様が声掛けする。

飲食物は前日までにボウリング場へ配送し、ソフトドリンクはボ

・関複へは引き続き、満田様が声掛け担当する。

ウリング場で冷やしても らう。

・分科会発表者も申込してもらう。

３．4・5・6 月度会計報告

＊荷物について：クローク対応できない。

副資材の売上 3％減少。今後売れる商品を検討。

＊写真撮影について、ホテル側より懇親会会場での撮影を提案さ

総会費は 3 割減少。5 月に義援金を送金したが、予備費からの出

れたので、ロケ班を行う。

金とした。

＊「次世代メンバー」へ 9/12（月）「拡大有馬大会実行委員会」の

４．その他 ＊大阪府中小企業団体中央会 業界功労賞推薦の件

案内をメールにて行う。

＊夏期休業日の件 8/15-16 を夏期休業日とし、8/17 より通

２－４. 9/11(日)ボウリング大会の件
9/11 役員は９時集合。開会式司会満田様など式次第各項目担当は、

常業務とする。
＊青焼き用紙の在庫確認について

昨年どおり。各チームプレー終了後は他のチームの競技を観戦する。

第 586 回理事会開催

全てのチームの競技が終了後、５階表彰式会場へ誘導。成績発表

開催日時：平成 28 年 8 月 29 日(月） 16：30～18：00

待ち時間に乾きものを立食し、各チームに健闘賞を渡す。

１．報告事項（各担当理事）

プレゼンターは昨年通り。

１－１．第 585 回理事会議事録の報告 確認された旨報告した。

２－５．Ｅ－ラーニングの件

１－２．リコージャパン協賛社員育成研修開催報告

8/22 第一次締め切り 9/1 受講開始。2016.3.31 学習終了

１－３．日本複写産業協同組合連合会からの報告

近畿複写産業協同組合では組合員へ一斉メールで周知済み

１－４．事務局から報告

提供価格については昨年どおり定価の半額を検討

２．協議事項

但し、今回理事会出席数が少ないので、採決は次回理事会に行う。

２－１．キヤノンマーケティングジャパン㈱セミナーの件

３．7 月度会計報告 副資材の売上が昨年に比べ減少。仕入れも減少。

11/22（火）開催が満場一致で承認された。内

経費は理事役員会費及び予算外の震災義援金出金が昨年より超過

２－２. Adobe 製品契約支援計画の件

４ ．そ の 他 ＊ 大阪 府 中 小企 業団 体 中 央 会 大阪 大 会 出席 者 の件

新規でＣＣを５０本契約必要。既存使用会社２５社あるので、個別

＊巽充雄様、日笠宏昭様授賞者に決定しました。

に追加を進める。ＣＣの未使用会社に対して、応募案内を出すこと

＊複写ニュース９月号はボウリング大会結果を掲載する為１週間遅

が承認された。

らせて発送します。

２－３. 複写連近畿大会の件
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今回のテーマは“初収穫”です。

ほっと一息

かぼちゃのマフィン

材料（各種約 10 個）
1.無塩バター140ｇ 2.グラニュー糖 110ｇ 3.全卵 MS 寸 3 個（150ｇ） 4.薄力
粉 230ｇ 5.牛乳 115ｃｃ 6.ベーキングパウダー8ｇ 7.南京 中玉１/４個
8.はちみつ 100ｇ 9 水 50ｃｃ
下準備：バターと全卵を常温に戻す。粉類はふるっておく。
作り方 （制作時間約 80 分）
1.南京の皮を剥き、実をさいの目に切ります。煮ると角が取れて小さくなるため余り小さ
すぎないようにします。葉は三角形に１０切れ切っておきます。

2 水に蜂蜜をいれ混ぜ、さいの目の南京を入れ煮ます。硬さは爪楊枝が刺さり、立つ位で少し固めです。
煮あがれば笊にいれて
冷まし、水気も切ります。

3.常温にしたバターをボウルに入れクリーム状のなるまで混ぜます。
4.3 にグラニュー糖を加えよくまぜ、続けて卵を数回に分けて加えてよく混ぜる。
5.4 へふるってお
いた粉類を加えま
ぜ、そこへ牛乳を
加えて、混ぜる。
種の完成です。
6. オーブンの温度を 180 度に余熱し、その間にカップに少し種を入れ、次に水
切りしておいたさいの目の南京を入れ、その上に種を入れる。
7.そして、表面をならして、さいの目の南京と、三角に切った皮を突き刺して２５
分程オーブン上段で焼く。
焦げだしたら、爪楊枝で中身焼き具合を確認し、種が爪楊枝についてくる
ようなら、アルミホイルをかぶせて加熱する。
爪楊枝に種がついてこないようなら、焼き上がり、完成です。
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賛助会員様へのご案内
いつもこの「複写ニュース」をお読み下さり、真にありがとうございます。
「複写ニュース」も昨年は、読者参加ページや「ほっと一息」と題しての小野さんのス
ィーツレシピ等、読者の皆様方との距離を縮めるべく刷新して参りました。しかし乍ら
よくよく思うにまだ何か足らぬことがある。そう そうなのです、それは「賛助会員様の
ページ」なのです。
賛助会員様よりの製品の情報、業務の案内、告知情報、我社の自慢、私共へのお役立ち
情報 ・・・etc
勿論 広告宣伝のような記事でも結構ですし、又 個人での投稿も大いに歓迎致しま
す。
この「複写ニュース」も組合員各位、賛助会員各位、組合この三者が揃っての記事が掲
載されてこそ、皆様の情報誌として価値が高まると信じています。
何卒、賛助会員さまよりのご投稿を心よりお待ち申し上げます。
（お問合せは事務局まで）

お願い：
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。お手すきのお時間にご
回覧頂き、是非ともお読みください。
発行：近畿複写産業協同組合
〒541-0043
大阪市中央区高麗橋 1 丁目 5-6
TEL06-6201-4766
FAX06-6201-4768
発行責任：河村武敏
監修責任：桑田靱比古
編集制作：小野恵美子
問い合わせ：info@kinkifukusha.sakura.ne.jp

編集後記
一気に来て、一気に去った感の「ポケモンＧＯ」。その間、国を挙げて 注意を促してきたにも拘らず、
日本ではお二人を亡くす、そして禁止したり宗教上問題ありと云った国も出てくる有様。そこで遅きに失する
感は拭えませんが、
「ポケモンＧＯを遊ぶ人が注意したいポイント"８カ条"」を紹介します。①歩きスマホ、ながら
スマホはするべからず。②民家に不法侵入するべからず。③神社、病院で遊ぶべからず。④立入り禁止場所に入る
べからず。⑤盗撮・迷惑行為はするべからず。⑥貴重品を手放すべからず。⑦偽アプリ、詐欺アプリに手を出すべからず。
⑧夢中になり過ぎるべからず。以上ですが、これは「ポケモンＧＯ」に限った事ではなく、普段のスマホ使用に於いても
云えることではないでしょうか。ところであんなに注意を促していた政府が、ごくごく最近このポケモンＧＯを「引きこもり
対策」に活用することを発表しました。功を奏するよう期待します。（記・桑田）
今年度も沢山の方にご参加頂きました、親睦ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ大会。飲み物や駄菓子をご準備いたしましたが、楽しんで頂けましたで
しょうか？ご要望などございましたら、ぜひ事務局までご連絡ください。少しでも、皆様方に楽しんで
頂けるようアドバイスをお待ちしております。(記・ 小野)
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近畿複写産業協同組合
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