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２０１５年度、１６年度の総括と、次年度のビジョン構築に向けて
平成２９年５月吉日
近畿複写産業協同組合
理事長 河村 武敏

平素は近畿複写産業協同組合の事業に、ご協力ならびにご支援を賜
り、紙面をお借りし心より感謝を申し上げます。
さて、私が楠本前理事長からバトンを受け継ぎ、はや２年が経過しよ
うとしています。１期２年の組合活動を主観的、また客観的に振り返り総括を行いたいと思います。
この２年間は、当業界にとって大きな出来事が２つあ
りました。
まず一つ目は、
「ジアゾ感光紙の供給終了」です。複写業
の原点としての「ジアゾ複写サービス事業」が、平成２
８年３月で国内市場での感光紙の供給終了により終焉し
ました。メーカー各社におかれましては長年にわたる生
産財の供給に感謝を申し上げるとともに、１００年の歴
史に幕を閉じるこのタイミングに、当業界の歴史認識と
ともに大きな時代変化としての節目を感じます。この現
実をしっかり見つめ、次のサービス事業の構築に邁進し
なければなりません。
そして二つ目は、日本複写産業協同組合連合会（現、
日本ドキュメントサービス協同組合連合会、通称 DS 連）

監修の「第２７回有馬全国大会」
（通称、有馬
サミット）の開催です。ポストジアゾ（ジアゾ
複写終焉後）のタイミングに、この大会を歴史
的な節目の大会とするために、あえて都会の
ホテルではなく有馬温泉の地を選択、全国の
ご同業の皆様そして賛助会員の皆様とともに、
メイン行事を「明るい分科会」としこれからの
ビジネスを共感、そして夜は「プレミアム合宿」
という形式でハダカで語り合える場を提供、
これからの時代への決意として忘れえぬ大会
となりました。
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また有馬サミットの副次的効果として、大会運営において３０代～４０代の比較的若い二世の次世代メ
ンバーを招集し、受付や誘導、分科会の設営と運営、そして懇親会から全国のメンバーのおもてなしから
お送りまで、大会運営を通じ次世代メンバーが一つの事業に集結することで、業界における横のつなが
りをつくる良い機会となりました。
もちろんこの２年間、組合活動
のベース事業である共同購買事
業・福利厚生事業・教育事業・広
報事業・次世代事業など、賛助会
員の献身的な協力により、積極的
に活動することができました。
また新しい賛助会員を２社お
迎えし、四国の会員も仲間に加わ
り、より組合員にとって有益な場
づくりに専念してまいりました。
ただ、
「ジアゾ複写サービス」が
終焉を迎えた現在、旧来の複写業
と決別し、新しいドキュメントの
歴史的集合写真（有馬 GH ロビー前）

価値をお客様に提供するべく、新

しいサービスを模索し、新たなブランディングに取り組み、
「本業の創造」の精神で前向きに事業を進め
ていかなければなりません。
そのような環境の中、来る次年度においては、昨年有馬大会において築き上げた絆をベースに、次世代
メンバーの組織化を視野に入れ、価値創造に向けて組合の存在意義を高め、より強い「仲間づくり」
・
「絆
づくり」
・
「知識や情報の共有」を計ります。加えて、全国の DS 連の名称変更に倣い、当組合も「近畿ド
キュメントサービス協同組合」への名称変更を目論み、時代に適応した組合を目指し、「複写ニュース」
や「HP のリニューアル」
、そして「組合員・賛助会員訪問記」など、積極的に当組合におけるドキュメ
ントサービス事業を広報して参ります。
企業は存続する限り、社会における役割をしっかり果たし、お客様から必要とされるサービスを提供
し続ける責務があります。
業界の役割としては、個社では難しい先端技術の研究や継続的な社員教育、他業界との交流、賛助会員
との協業事業など、WINWIN の関係を構築する場の力を秘めています。この場の力を生かすのは、積極
的な組合員様の参加であると確信し、今後も組合員様とともに、この場の活性化に向け活動していきた
いと考えています。今後とも組合員様の積極的なご参加をお願い致します。
近畿複写産業協同組合は、さらに次世代へ確実に成長できるよう理事一同、業界と組合員様の発展の
ために最善を尽くして参ります。これからも御指導と御協力を伏してお願い申し上げます。
以上
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「第 54 期通常総会・懇親会」のご案内
日

時

平成 29 年 6 月 6 日(火)

午後 4 時より午後 5 時｢総会｣
午後 6 時より午後 8 時「懇親会」

場

所

梅田スカイビル会議室及びスペース 36
〒531-6023 大阪市北区大淀中 1-1 タワーＷＥＳＴ
TEL： 06-6440-3901

本日情報定期便にて、
「第 54 期通常総会・懇親会」開催のご案内をお送り
いたしております。
通常総会では、平成 28 年度の事業報告や、決算報告を申上げます。是非
とも御参加をお願いし、ご承認いただきたいと思います。
当日ご欠席となる組合員様には同封しております、委任状のご提出をお願
い致します。役員 1 人に対して 4 人まで受任できます。そのほかに、自由な
様式の書面にて議案に対する賛否の議決権行使もして頂けます。疑問点がご
ざいましたら組合事務局までお問い合わせください。
その後は、平成 29 年度も深い絆を結んでいただく懇親の場として、総会
後懇親会を開催致します。
懇親会会場は、昨年度より変更しました、
「梅田スカイビルスペース 36」にて行います。昨年はあいにくの
お天気でしたので夕暮れに染まる生駒山麓やネオン輝く大阪の町をお楽しみ頂けなく残念でした。今年度もお
運び頂きまして、ぜひ、空中庭園をお楽しみください。
次年度もご一緒に組合事業を盛り立てて頂くべく、ご予定の程、よろしくお願い申し上げます。
議題 第１号議案 第 54 期事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案承認の件
第２号議案 第 55 期事業計画(案)及び収支予算(案)承認の件
第３号議案 定款変更の件
第４号議案 賦課金の額、その徴収の時期及び方法決定の件
第５号議案 加入手数料決定の件
第６号議案 役員改選の件

（＊当日は、同封の議案書をご持参願います。
）

出欠回答書はここからダウンロードできます。http://www.kinkifukusha.jp/news/2017.6.6.pdf

梅田スカイビル 22 階会議室

Ａ-2
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「ＪＰ２０１７・ＩＣＴと印刷」に賛助会員出展
「ＪＰ２０１７・ＩＣＴと印刷」が２０１７年 4 月 19 日・20 日 マイドームおおさかで開催された。その模
様を見学順にお知らせします。
キヤノン株式会社・キヤノンマーケティングジャパン株式会社
カラーオンデマンドプリンター
imagePRESS C850/C750 2016.10 発売開始
この機種は 2014 年に発売された C800 の後継機種で表現力と生
産性の両立をはかれます。なぜなら、
1.用紙対応の幅をさらに広げる弾性素材の ITB ベルト採用。
2.はがきや各種封筒も利用できる柔軟な用紙対応。
3.幅広いドキュメント制作を実現する長尺紙に対応。
4.高精度な紙位置制御を実現する新レジストレーション技術
5.連続出力時も高い補正効果
6.ツイン定着ベルトにより仕上がり物はカールしない。
というわけで何よりの一押しは、長尺紙でもきっちり表と裏を合わせます！ということ。ぜひ実際の成果物
をご自身の目でお確かめ下さいとのことです。
コニカミノルタジャパン株式会社
ソリューションの紹介
＊Mobotix/人数カウント機能カウント付き防犯カメラ
広角カメラが店舗の入店数・通行量・ヒートマップを計測
複数の入り口が合った場合どの入り口から入りどの入り口から出たか
がわかり、来客の興味は何かが分かる。
実際は通り抜けの人数が把握できた。
＊PISTA/かしこい顔認識機能付き電子 POP
電子ＰＯＰで棚を確保すると同時にマーケティングデータ収集が
可能。何度思案して立ち去り、結果購入に至ったかなどが判明する。
ｂｉｚｈｕｂ

ＰＲＥＳＳ

Ｃ71ｃｆ

Ｌａｂｅｌ

Ｐｒｉｎｔ

ｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ
オフセット印刷に迫る 1200ｄｐｉの高画質を実現
ラベル印刷をデジタル化し小ロット印刷に対応
5.0ｍ×3.0ｍに設置可能
おもに食品ラベルなどを印刷する会社様が活用されているようです。例えば賞味期限をその都度入れ替えた
り、イベント用ラベルを作成しオリジナルラベルの作成に需要が伸びそうです。
リコージャパン株式会社
ＲＩＣＯＨ Ｐｒｏ Ｃ7110Ｓ/Ｃ7110/Ｃ7100Ｓ
2017 年 1 月 25 日発売したばかりのこの機種は 2015 年 12 月発売Ｃ
5100 の後継機種。
リコーの一押しホワイト・クリア・パステルイエロートナー印刷が
できること。
幅広い用紙の対応力が自慢で、最大 1260ｍｍの長尺用紙や 52.3～
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360ｇ/㎡までの紙厚に対応し、普通紙、コー
ト紙、凸凹紙、封筒など様々なメディアに印
刷できます。クリアファイルに印刷すると
き、最後にホワイトトナーを乗せて色を際
立たせる様は成果物を一層華やかに見せま
す。
感想としては、色々な素材にもプリントで
きるところ。今後販売される不織布や和菓
子を入れるような和紙の袋なんかにも対応
していて、オリジナルの和菓子袋を作成でき、手作りのお菓子も素敵な袋に入れたら高級感が UP しそうだな
と思いました。
ダイヤミック株式会社
無線綴じ製本機 ＰＵＲ-430

2017 年 4/1 発売開始

＊ページの開きが良く、耐久性が抜群＝少しの糊でとめるので見
開き一杯に開けることが出来ます。フォトブックなどに使用する
と写真が途切れるところがほとんどなくてよい。
＊小ロット多品種に最適＝空気にふれると直ぐ固まるＰＵＲ糊で
すが、密閉押し出し方式により空気に触れない為、糊交換は 4 週
間に 1 回。
＊処理速度は約 100 冊/時 オペレーター作業時間は含みませんが、超ハイスピードです。
そこで、使用するＰＵＲ糊とは
＊接着力が強く柔軟で、見開きのよい仕上がりになる。
＊耐熱性・耐寒性に優れている。
＊用途が多彩で、一押し、フォトブックそして、カタログ・書籍・小冊子など。
ダイヤミック㈱製

オリジナルＴシャツ作成

1 枚から作成します。大阪支社

ｂ－ｓｉｄｅまでご依頼ください。

Ｄ.Ｄ.Ｓ.Ｓ（富士ゼロックス㈱）
二面直交リフレクタアレイを用いた視点追従空中ディスプレイ
空中に映像を映し出すシステムで現在よく使われているスコープを使用し見ている
人だけが空中映像を見るのではなく、360 度大勢で一緒に映像を見ることが出来ま
す。
それは、利用者の視点を計測し、光学機器を移動させることで、あらゆる方向へ空
中映像の提示を実現した。自動視点追従の実現により、あらゆる方向から適切な空
中像を観察できます。
今後このシステムによって、どのようなサービスに拡大していくかが楽しみです。

他 に モ ト ヤ様 ム サシ 様
も 出 展 さ れて お られ ま
した。
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賛助会員様のページ
コニカミノルタジャパン株式会社
PPG営業統括部 関西営業部2グループ

山本

壮二郎様

会員の皆様におかれましては、いつも大変お世話になっております。
コニカミノルタジャパン株式会社 山本壮二郎と申します。
この度、前任の亀田より引継ぎ近畿複写産業共同組合様をご担当
させていただくこととなりました。
1988 年生まれの現在 28 歳とまだ若輩者ではありますが、皆様のお役にたて
るよう弊社商品及びサービスのご紹介、さらにはメーカーだからこそご提供
できる情報等を発信してまいりたいと存じておりますので、何卒よろしくお
願い申し上げます。
さて、弊社では以前より阿波座インテスビル内に関西支社を構え 2 階に弊社商品をご覧いただけるショール
ームを設けておりますが、皆様により快適に商品のご確認をいただけるよう昨年 8 月に内装等大幅変更し、名
前も IPS（Innovation Printing Square）と改めリニューアルオープンをいたしました。

1 階エントランス（左）、2 階複合機コーナー（中）、2 階オンデマンド機コーナー（右）

オンデマンド機、複合機の弊社最新機種をとりそろえておりますので、皆様にも是非足をお運びいただけます
と幸いでございます。

カラーオンデマンド機 bizhubPRESS C1100（左）、及び高彩度トナー搭載オンデマンド機 bizhubPRESS C71hc（右）

モノクロオンデマンド機 bizhubPRESS 1250

今後ともコニカミノルタジャパン、及び弊社商品につきましてご用命を賜れますよう何卒よろしくお願い申し
上げます。
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昔、毎朝、宝ヶ池（京都市左京区）を散歩してパワーをもらっていました

関
9

雅夫

光り輝く観音様の降臨に、鶴も驚いてるかのようです
10

いいけ
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宝ヶ池の花火、年に数回、国際会議場のイベントで打ち上げられます。約 15 分間
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共同購買事業委員会より
平素は、組合事業にご理解ご協力を賜りまして、誠に有難うございます。
さて、組合事業の 1 つでもある、共同購買事業をご存知でしょうか。
近畿複写産業協同組合では、組合員様の事業に必要な副資材を一括購入し、組合事務局にて小分けにしてお届
けしています。
例えば、表紙に使われる、ダイヤボードやビニル表紙です。1 束単位で組合が購入し、Ａ３やＡ４の大きさ
に断裁し、小分けにして１００枚２００枚単位にして販売しています。
また、特殊な商品、紙枕であるとか、両面テープの 100ｍｍ幅のものも同様にして販売しています。
昨今の事業拡大に伴い、組合員様が必要とする副資材の種類も多様化し、現在取り扱っている種類では事業
に対応できないため、副資材売上高も減少傾向にあります。
そこで、各組合員様の事業に必要な副資材を教えて頂き、一括して仕入れ、小分け販売が可能であれば、共
同購買品に加えたいと思います。
組合員様の実作業担当者様からご意見を頂きたいと思います。
ぜひ、アンケートを記載頂き、ご意見を賜りますよう、共同購買事業委員会一同お待ちしております。
下記にアンケート用紙見本を添付します。

現在販売しています、副資材（一例です）

ネット上でもアンケートを確認いただけます。

紙類

下記アドレスをチェックしてください。

ダイヤボード ビニール表紙 色上質紙
ロール紙 インクジェット紙

http://www.kinkifukusha.jp/news/2017.5.10-2.pdf

トレーシングペーパー

紙媒体でも本日情報定期便に同封しておりますので

ファイル類

そちらをご確認ください。

テープ類

アンケート提出は事務局ＦＡＸＮｏ.06-6201-4768 へ

布製図面袋 電子ファイル
紙製 布製 両面テープ せロテープ
メンディングテープ

お送りください。

枕

この機会に是非、組合を仕入先とお考え頂きまして

その他

必要な商品をご提案ください。

ロール版 カット版

紙製 ウレタン製
ボンド スチレンボード
ラミネートフィルム

宜しくお願い申上げます。
（参照：アンケート）
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日本ドキュメントサービス協同組合連合会

受託者賠償責任補償制度ご加入のおすすめ

保険期間（ご契約期間）
：平成２９年 6 月 1 日午後 4 時～平成３０年 6 月 1 日午後 4 時
≪補償の特徴≫
①もしものときの備えができますので経営の安定のお役にたちます！
②お客さまからお預かりしてからお返しするまでの管理中の損害賠償責任事故を補償します！
③法人事業所が負担した保険料は全額損金として、個人事業所の場合は全額必要経費として認められます！
≪補償の内容≫
他人から預かった物（受託物）を下記の間において保管・管理中に、その受託物が損壊、紛失または盗取されたこ
とに起因して、被保険者（補償の対象となる方）が預け主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって
被る損害に対し、保険金をお支払いします。
（１）ご契約時に定めた保管施設内で保管されている間
（２）集配等業務の目的に従って、保管施設外で管理されている間
【対象となる受託物の範囲】
被保険者がその業務のために委託者（発注者）より受託する「図面、原図、マイクロフィルム、稿本（本などの
原稿）、デジタル記録媒体」
【お支払いの対象となる主な事故】
●預かった図面を誤って破ってしまった。
●事務所が火災にあい、預かった原図が焼失してしまった。
●事務所が盗難にあい、預かったマイクロフィルムが盗取されてしまった。など
【お支払いする保険金の額】
１事故につきお支払いする保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、ご契約に適用され
る「１事故支払限度額」が限度となります。<保険金をお支払いした場合保険期間中の支払限度額が減額されます。

ご契約金額は 100 万円単位となります。
合計の額を目安としてそれ以上の金額をご契約金額として 100 万円単位でお決めください。
＊保険料はご契約金額 100 万円あたり、6,600 円です。
ご契約金額は、1 事故および保険期間中の支払限度額となります。ただし、紛失による事故の場合の 1 事故お
よび保険期間中の支払限度額は、ご契約金額にかかわらず 50 万円となります。
【支払限度額】
図面・原図・稿本Ａ0・Ｂ0
ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ 500 円

30,000 円

A1･B1 15,000 円

A2･B2

7,500 円

A3･B3

4,000 円

A4･B4 2,000 円

ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ(ｶｰﾄﾞ･ﾛｰﾙ) 1 枚（本） 200,000 円デジタル記録媒体 1 枚 100,000 円

≪ご加入方法≫
加入申込票に必要事項をご記入の上、郵送または FAX でお申込ください。口数に応じた保険料を締切日までに着金
ベースにて下記の口座にお振込みください。
募集締切日：平成 29 年 5 月 10 日（水）
（契約期間 6 月 1 日からの為複写ニュース到着後暫くは受付可能です。）
＜お振込み先＞
三井住友銀行

浜松町支店

普通預金

NO.７６１１３９０

日本ドキュメントサービス協同組合連合会

＜加入申込票送付先＞
日本ドキュメントサービス協同組合連合会
〒541-0043

事務局

大阪市中央区高麗橋 1-5-6 東洋ビル 5F

TEL:06-6222-8722

FAX:06-6201-4768

＜お問合わせ先＞
≪取扱代理店≫

株式会社保険代行社

〒153-0061

東京都目黒区中目黒 2-10-15 山手 K ビル 5F
TEL:03(3713)8331
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FAX:03(3791)9045

組合日誌

する。
（個人的に出席することについては自己で判断する。
）

第 591 回理事会

また、小野事務局長については、ＤＳ連会長が発起人代表である為、

招集年月日

事務局として出席することとし、費用はＤＳ連が負担する。

平成 28 年 12 月 28 日(水）

開催日時 平成 29 年 1 月 13 日(金）15：30～16：30 理事会
16：30～17：15 頃

＊アドビシステムの件

会場設営

契約申込み組合員へ事業委員会より契約締結不可を伝える。役員会社

17：15（会場設営終わり次第）～18：00 受付

へは、役員より各担当者へ伝言を依頼する。

18：00～20：00 新年互礼会
開催場所

ＴＨＥ

ＧＡＲＤＥＮ

ＯＲＩＥＮＴＡＬ

アマゾンにて安価で掲載されているが、アメリカとの契約によるもの
ＯＳＡＫＡ

で日本国内の契約ではない。

「ザ・ボールルーム」大阪市都島区網島町 10-35

＊共同受注事業関係

１．報告事項

大阪市及び大阪府について、更新手続き終了。

１－１．第 590 回理事会議事録の報告

官公需適格組合については申請中です。共同受注委員会における委員

１－２．キヤノンマーケティングジャパン㈱新体制について

の指名について、田中義雄理事に依頼し、承認された。

１－３．ＤＳ連より 401Ｋ関係事務作業について報告

＊厚生年金保険業務総合調査の件

１－４. ＯＧＳ新年互礼会出席報告

2 月 14 日に受ける旨報告があった。

２．協議事項
第 592 回理事会

２－１．新年互礼会の件
最終参加人数 83 名

前回より数点変更の件につき、資料確

招集年月日

理事全員の同意による省略

認後承認された。

開催日時

平成 29 年 2 月 9 日

また、抽選会時のお手伝い、賞品袋つめ、受付お手伝いの件、

開催方法

電磁的方法による書面議決

承認された。

理事総数

14 名

出席理事

14 名

２－２. 次年度体制について
次年度は、役員改選の年です。名称変更も含めて組合が存続

第１号議案

していく為、次回理事会では積極的な意見を発表して頂く旨

「ゼロックス製品紹介販売キャンペーン」実施についての可否につい

承認された。

て
平成 29 年 2 月 1 日から 3 月末日開催の上記キャンペーンにつき開催

２－３．中退共 佐藤由美加入の件
佐藤職員には、より一層業務に従事して頂く為、＠5,000 円

の提案に協業する件

/月共済加入を承認された。

理事会議決参加可能数 14 名 賛成 14 名により可決されました。

２－４．決算期人員補充の件
ＤＳ連では決算期を 3 月から 6 月末に変更し、作業の軽減

第 593 回理事会

を図る。しかし、今年度は両協同組合の決算期間が重複する

招集年月日

為、良い人がいれば補充をする。事業計画の費用として予算

開催日時 平成 29 年 2 月 27 日(月）

平成 29 年 2 月 20 日(月）
15：30～16：30 三役会
16：30～18：30 理事会

計上し、黒字計画を確認した上で、ＤＳ連業務受託収入月次
18 万円の中で予算組みを前提条件として承認された。

開催場所 近畿複写産業協同組合会議室

２－５. ㈱アヤベ脱退の件

１．報告事項

今年度末にて脱退とする旨承認された。従って、手続きを進

１－１．第 591 回理事会第 592 回書面議決の報告

め、6/6 の総会にて決算承認後、組合出資金を返金する。

１－２．新年互礼会収支結果報告

尚、今後も脱退希望組合員に対する、引き止める策を考えな

１－３．ＤＳ連より報告

いといけない事を確認した。

２．協議事項

３．11 月度会計報告

２－１．リコージャパン㈱「2017 年度新入社員教育」実施の件

４．その他

満場一致で承認された。

＊山田修三氏祝賀会の件

２－２. 新年互礼会開催日及び会場の件
会場予約可能日より 1/12（金）開催可能な「Ｔｈｅ33」の下

近畿複写産業協同組合としては代表で、河村理事長が出席することと
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見を事務局で行い、その後、理事同席の下、会場視察する。

一致で承認された。

そして、承認後、試食を依頼することと可決された。

今後は担当の佐々木コンサルタントに申請を依頼する。

２－３．会計ソフトの件

２－２. 次年度体制について
※平成 29 年度事業計画案について

ＯＣＲ伝票読み込み方式からコンピュータ会計に変更。

河村理事長より 2 年間の運営協力のお礼言葉の後資料の

事務局にソフトを導入し入力したデータを会計事務所にて
吸い上げ、資料作成を行う。

通り、仮の運営方針等、組合ビジョン・54 期タスク一覧に

そのソフト「経理上手くんαＤＸ」を導入することを満場一

ついて説明があった。今後の方針について決定する前に

致で承認された。

52.53 期について各役員からのレビューを受けて再検討す

２－４．次年度体制について

ることとなった。4 月初旬には各役員にむけアンケートをメ

名称変更の提案を次回６月６日定時総会にて行う。

ールします。ご意見を頂き、次年度の抱負も提案頂くことと

ＤＳ連共催行事（平成 29 年 7 月 21 日～22 日）＝ＦＸ役員

する。

研修会及び懇親会、翌日懇親ゴルフを合同で行う。

※DC ﾌﾟﾗﾝ（401K）関係

会費は各協同組合負担とする。

セミナーや普及啓蒙活動を行う。

各理事において次年度事業案の検討を行い、次回理事会にて

※DS 連関係

発表いただく事を了承した。

ＤＳ連は新ロゴ作成、ＨＰ更新行っている。他に教育支援

事業継続計画の件

依頼・調査を行う。また新規組合員

事務局からの提案として次回複写ニュースにて事業継続計

開拓など行うが、近畿の教育事業を参考にＤＳ連も展開し

画（ＢＣＰ）について記事を掲載する。その後の進め方にお

たいので、ご支援願いたい。

いては次年度に決定する。
（中央会によるセミナー開催など）

※福利厚生事業委員会

以上承認された。

例年通り行事を行う。
第 600 回理事会は記念理事会の為、有馬で行う。

２－５.リコージャパン㈱スマイルα販売管理ソフト更新保守の件
満場一致で承認された。

※教育事業委員会

３．12・1 月度会計報告
４．その他

昨年どおり進める。

一般価格の件

※次世代事業委員会

布図面袋等の価格変更に伴い、一般価格の変更について差額分価

資料の通り提案があった。それらを鑑み年間計画を立て次

格を上げる旨満場一致で承認されました。

世代の者が動きやすい組織つくりを行う。予算も立てる。次
世代のやりたいことをやれるようにする。

第 594 回理事会
招集年月日

※共同購買事業委員会又、ヒアリングして検討します。

平成 29 年 3 月 17 日(月）

開催日時 平成 29 年 3 月 27 日(月）

※共同受注委員会
15：30～16：30 三役会

3/24 に案内済みですが 4/7（金）に組合員へ向け、会議の

16：30～18：30 理事会

案内を行っています。

開催場所 近畿複写産業協同組合会議室

現在水道部は異動が多く落ち着いていない。落ち着いたこ

１．報告事項

ろあいを見計らい、新担当者とも今後について再度話し合う。

１－１．第 593 回理事会議事録の報告

官公需適格組合加盟について次回更新日までに継続など

１－２．山田修三氏受章祝賀会報告

について再考する。

１－３．事務局より報告

※広報委員会

＊新年互礼会開催日及び会場の件

記事の内容がマンネリになっている。賛助会員に持ち回り

＊平成 29 年 4 月 1 日現在出資口数及び出資金変更届け提

で寄稿頂くよう依頼する。

出の件

各事業委員会で記事を担当する。賛助会員の新製品につい

２．協議事項
２－１．Ｊ-401Ｋ

て記事を頂く。
マッチング拠出制度導入の件

若手役員も参加頂き、編集委員会を開催する。

導入すること及び就業規則も合わせて変更することを満場

以上承認された。
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２－３. 第 54 期総会にて上程案（定款変更）の件及び会場について

※次世代事業委員会

＊近畿ドキュメントサービス協同組合と名称変更及び変更に伴い、事

有馬大会では積極的に動いてくださり、素晴らしい方がおられること

業領域変更を上程する。

が分かった。ウイルズに近い組織を立ち上げたい。積極的に参加頂け

尚、名称変更に伴う、出資証券の発行者名義につき、変更しない旨総

たらと考えます。例えばＯＧＳの平成会のように次世代の若手が頑張

会で連絡し、議事録報告時にも添える。但し、変更希望組合員につい

っている。しかし、該当の組合員は忙しく日々動いている方ばかりで

ては指示通り変更する。

あると共に、経営者及び準ずる人でないと意識のギャップがある。従

＊賦課金について検討する。

って、委員長も同様の為サブの役員を設けて事業を行う旨承認された。

＊予算案については、業務受託収入を加味した予算案に変更する。

※広報委員会

次世代組織委員会用に予算を 20 万円取る。

名称変更に伴い、ＨＰのリメイクや組合事業の発信、複写ニュースの

＊総会会場は昨年度と同じ梅田スカイビルとする。

リニューアルも行いたい為 20 万円の予算を上程し、満場一致で承認

理事会及び総会は 22 階懇親会は 36 階で行う。予算は昨年通りとす

された。

る。

※共同受注委員会

懇親会のレイアウトを一部変更する。

4/7 の会議でも組合員より提案があったように当面は事業を継続して

以上満場一致で承認された。

いく旨可決された。

３．2 月度会計報告

※共同購買事業委員会
全組合員の内、副資材購入組合員は全体の 2/3 程度。残りの 1/3 組合

第 595 回理事会
招集年月日

員にも利用いただける様、

平成 29 年 4 月 10 日(月）

開催日時 平成 29 年 4 月 17 日(月）

購入していない理由を問合せ、今後の購入へつなげて行く旨行動する
15：30～16：30 三役会

ことを承認された。

16：30～18：30 理事会

※予算案について

開催場所 近畿複写産業協同組合会議室

事業収支については、ほぼ同額であるが、組合組織を継続する為の管

１．報告事項

理費に対して、賦課金及び賛助会費だけでは賄えず、特別に支援頂い

１－１．第 594 回理事会議事録の報告

ている費用で賄えている現況です。従ってなるべく経費を抑え、また

１－２．4/7 共同受注委員会会議報告

新たに組合員を加入いただく様に働きかけ、副資材においては組合員

１－３．4/7 リコージャパン㈱4/11 富士ゼロックス大阪㈱訪問の件

の意見をまとめて、増収となるよう提供商品を検討することを前提に

２．協議事項

承認された。

２－１．平成 28 年度事業報告及び決算案について

２－３. 第 54 期総会にて上程案（定款変更）の件追加事項について

本年度の多額の出費をした近畿大会費用は昨年一昨年に積

新たな組合員に役員を委嘱したいので現在の定款第 5 章の役員の定

立てた大会費を取り崩した為、定款通りの積立や未払税金を

数を 15 人以内から 16 人以内へ変更する旨承認された。

計上するも試算表上は当期純利益 651,744 円と黒字になり

名称変更に伴い、賛助会員規約及び役員旅費規程内の近畿複写産業協

ました。しかし事業の収支は赤字の為、配当は見送りたい旨

同組合の名称を変更する旨承認された。

上程され、承認されました。

３．3 月度会計報告

２－２. 平成 29 年度事業計画案について

４．その他
6/6 総会後懇親会時コンパニオンを 5 名利用することを満場一致

※アンケートモニタリング報告
アンケート結果報告をし、結果を元に来期の事業計画案を作

で承認された。

成し、総会にかける旨承認された。

河村理事長憲法記念日知事表彰受賞
この度、河村理事長が５月８日に知事表彰を受賞決定されました。
ここに、日ごろのご尽力に感謝申上げ、慎んでお祝い申上げます。
おめでとうございます。
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今回のテーマ“薫風”です。

ほっと一息

レモンムース

材料（約 9 個）
ムース用 1.粉ゼラチン 10ｇ 2.ゼラチン用水 40ｃｃｇ 3.牛乳 300ｃｃ
4.生クリーム 200ｃｃ 5.レモンジャム（檸檬ピューレ可） 280ｇ
ゼリー用 6.粉ゼラチン 5ｇ 7.ハーブティ用水 250ＣＣ 8.レモンハーモニー
（レモンマートル＆レモングラス等ハーブ類） 3ｇ
作り方
1.熱湯より少し冷めたお湯でレモンハーモニーのハーブティを作り冷ます。
2.その後容器に直接粉ゼラチンを振りいれ、よく混ぜ、少し温度が下がれば冷蔵庫
で冷やし固めます。

3.次に生クリームを、氷を入れたボールに浮かべ泡立てる。
硬さは、出来上がり６分立て位ですが、手順の関係で少し置くので、７分立てくらいに
泡立てます。
硬さの目安は、首が少し折れるくらいが良い。（右写真参照）
4.ムース用分量の水を沸騰直前まで温め、ゼラチンを煮溶します。それを、沸騰寸前
まで温めた牛乳に入れ溶かします。
5.4 のゼラチンが溶けたのを見定め、レモンジャムを入れます。（市販品がない場合
ワックスのかかっていないレモンをジャムやピューレにして使ってください。）
しっかりと混ぜ、暫くして固まり始めたらもったりとするまで混ぜます。
6.5 へ 3 の生クリームを混ぜ合わせます。生クリームを泡立ててから少し時間がたっ
ているので、６分立てくらいの首が折れる状況になっています。その方が混ぜ合わせ
やすいです。
7.6 を容器に分け入れ、表面を平にならしておき、冷蔵庫で冷やします。
8.薄く輪切りにしたレモンを、半円形に切り、真ん中で切込みをいれ、くるんと山の形にします。
9.先に冷やし固めていた、ハーブティのゼリーを小さな角切りにします。
10.少し固まったムースの上に８と９を飾り再度、冷蔵庫で冷やし固めます。
11.しっかり固まれば完成です。
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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
この連休を利用し、５月３日 先代の１３回忌を東京で行いました。
私達にとっての近しい人達は、殆どが関東在住と云うことで、私達が出向く方が集まり易く、且つ又私達に
とってもアチラコチラ行けるのが好都合なのであります。と云うことで 先ずは念願の千葉・ホキ美術館を
訪問。この美術館は写実絵画ばかりを展示しており、何れの作品も繊細な筆の運びに唯々驚くばかりです。
本当に写真と見紛うほどでした。建物にも「ホー！」てな具合でした。翌日は次男一家のお供で再度の
”笠間の火まつり”に、炎天下の人・人・人の中 焼き物を物色してきました。
斯くの如く 充実した連休を過ごしました。先代１３回忌に感謝！！ （記・桑田）
ほっと一息コーナーを始めて 19 号を数えました。旬の食材で自分の食べたいものを簡単に作るをコンセプ
トに掲載してきました。今回、試作品を作る為にオーブンを使おうとしたら、温度が上がりきらず、又、
スイッチを入れても暫くすると切れる状態になってしまい、焼き菓子の試作は出来ませんでした。そこで、
それならばと夏場を前にして、粉ゼラチンや粉寒天を使った試作を行い、今回のハーブティを使ったお菓子
にたどり着きました。胃にやさしく爽やかな香りとお味を楽しんで頂けたらと思います。是非作ってみて
ください。
（記・小野）
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近畿複写産業協同組合
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