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第55期通常総会 

パートナーズアワー2018・懇親会開催 

第55 期通常総会開催報告  

平成 30 年 6 月 13 日近畿ドキュメントサービス協同

組合「第 55 期通常総会並びにパートナーズアワー

2018・懇親会」を梅田スカイビルにて、開催致しまし

た。 

総会は、組合員本人出席２７人委任状出席３０人に

より有効に成立し、議案全てが承認可決されました。 

第１号議案  第 55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 56期 事業計画(案)及び収支予算(案)承認の件 

第３号議案 賦課金の額、その徴収の時期及び方法決定の件 

第４号議案 加入手数料決定の件        

 

その後一旦会場を出て中二階踊り場にて、出席者全員で記念撮影を行いました。 

 

総会にご出席頂いた組合員様におかれましてはお疲れ様でした。 

 

総会初の試みとして、主要賛助会員様による「パートナーズアワー2018」を開催しました。 

これは、日頃お世話になる賛助会員様がサービスを行っていく上でのヒントであったり或いはサービス

モデルであったり、今どのようなビジネスモデルを考え我々に提供されようとしているのか、せっかく

組合員が一同に会している場ですので、お話頂けないかとお願いをしました。今回は３社様ですが、今後
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はもう少し広い場所で賛助会員様だけでなく我々組合員も含めたプレゼンテーションの場を持ちたいと

考えています。（河村理事長挨拶） 

「パートナーズアワー2018」は、席数６４席が満員で立ち見もでる盛況ぶりでした。 

内容としては、 

まず最初に、キヤノンプロダクションプリンティングシステ

ムズ㈱マーケティング本部プロダクションプリンティング

営業推進部宮腰直樹課長により、 

「サイン＆ディスプレイ市場の展望」と題して、新製品であ

る 64インチ対応 UV硬化型大判プリンタを紹介。 

「オセＣｏｌｏｒａｄｏ（コロラド）1640」が搭載するＵＶ

ジェルテクノロジーによる高生産性や、ユーザビリティを高

め、多種のメディアに対応させ、ローコストでありながらデ

ザイン性を高めることが出来る。とお話頂きました。 

 

続いて富士ゼロックス㈱ＩＳＳ営業部佐藤敏之部長は、

「スマートワーク・イノベーション」によるサービスの

創造」と題して、富士ゼロックスが考える業務の効率化

や創造性を発揮する為のＡＩやＩＴＯ技術の活用方法

について説明された。 

 

 

 

 

 

 

最後にリコージャパン㈱商品戦略センター床嶋邦臣コ

ーポレートアドバイザーは、「デジタルサイネージビジ

ネスの市場動向と魅力」と題して、急成長をとげている

マーケットの状況を導入事例と共に取り扱い方法を説

明された。 

会場の様子 

（リコージャパン㈱様より、プロジェクーを

ご提供頂きました。有難うございました。） 

詳細は次号にてご紹介致します。 
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第 55期総会懇親会開催 

午後６時より大阪スカイビル３６階において、懇親会を開催しまし

た。 

河村武敏理事長挨拶 

有馬大会に続き、今年は主要３社様による「これからのプリンティン

グ」はどうなっていくのかと題してプレゼンテーション頂いた。副理

事長始め、刺激を受けた。サービスの業態変化をしなければ向いてい

る方向は多々あるが、賛助会員と共に刺激しあって、変化を享受し次

世代へ芽をだして、次のサービスへ繋げたい。次は他の賛助会員及び

組合員含めて行いたい。ご賛同宜しくお願い致します。 

 

懇親会来賓として大阪グラフィックサービス協同組合より岡達也理事長が出席くださいました。 

大阪グラフィックサービス協同組合理事長 岡達也様 

自社だけの目を信じず、組合で交流し他社の視野、つまり賛助会員、

他の協同組合さんと交流し視野を広げるようしています。サービスと

いう名が付く協同組合は当組合と御組合だけだと思います。サービス、

情報において色々な知見をし、お互い学んで行きたいと思います。 

秋には一緒に富士ゼロックス様の工場を見学します。今後もお互いの

組合発展の為に交流を深め仲良くして行きたいと思います。宜しくお

願い致します。 

 

 

富士ゼロックス西日本株式会社代表取締役社長 古川利正様 

皆様にはご心配をお掛けし、また叱咤激励を頂いています。変らぬ価

値提供を続けますのでご安心ください。 

ゼロックスは本日プレゼンしました様にスマートイノベーションを

提唱する為訓練しています。本日広島のお客様を尋ねたら、進入社員

の新しい立ち位置として各部署へ配属ぜす、企画において感じたもの

を社内へ発信できるか、技術を価値提供できるか、既存の社員とコラ

ボレーションしうるか等を試し、その上で新しい事業をどう変えてい

こうかとお話されていました。今後も賛助会員力を合わせて繋がりを

持ってそれぞれの視点で皆様に価値提供していきたいと考えます。 

 

 

リコージャパン株式会社常務執行役員 松崎 直敏様 

経済産業省曰く、1.中小企業向けＩＴ導入補助金を使って生産性を高

める 2.非製造業というサービス産業の生産性を上げるのが現在テー

マです。サービスは行為を受けてみないとその良さが分からない。サ

ービスをちゃんと提供できますと宣言し、ＰＲすることが大事。一度

顧客になったら、続けて顧客にする事が大事な産業です。皆様と共に

顧客を拡大し、貢献する活動を強めて行きたいと思います。 
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キヤノンマーケティングジャパン株式会社大阪支店長 植月裕道様 

パートナーズアワー2018 として賛助会員へお時間を頂き有難うござ

いました。新しい事業創造・新しい顧客創造・事業領域拡大という前

向きなプレゼンでした。キヤノンは新商品コロラドのご紹介。名古屋

以西大阪のみの販売機種です。担当者と一緒にどのような顧客にどの

ようなビジネスを行うか提案させて頂きます。引き続き皆様とご一緒

にビジネスを拡大させて頂いて、皆様から一番最初にご相談頂ける存

在になれる様に頑張ります。乾杯！ 

その後は各テーブルにおいて懇親

を深めて頂きました。 

終盤では新規で加入された賛助会員によるご挨拶 

桜井㈱島康裕様、ワカホシ㈱江口俊之様、今後とも宜しくお願い致し

ます。 

そしてご挨拶頂いていない賛助会員様より時間の都合上一言ずつお話頂きました。 

※電子化でしたら！(有)ｴﾑｱｰﾙﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙへ阿部泰士様。※PPCのｶﾗｰ機なら！

桂川電機㈱へ島谷実様。※印刷情報

紙なら！㈱共同紙販ホールディング

スへ西岡正樹様。※ｱｷｭﾘｵﾋﾞｼﾞﾈｽな

ら！ｺﾆｶﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱へ吉田秀之様。

※ｱｲｶﾞｽ 2018 おもてなしで！ﾀﾞｲﾔﾐｯ

ｸ㈱へ時田浩様。※ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄﾌﾟﾘﾝﾀな

ら！㈱日本ＨＰへ留田一郎様。※汗

を流す仕事なら！(株)ムサシへ小林佳典様。※効率よくするﾊﾟｲﾌﾟ役！㈱モトヤへ永岡賢様です。 

そして、今年度は大阪スカイビルからのご好意で大阪スカイビルで利用可能な、ペアー食事券をいただ

きました。そこで中締めまでに理事

長とジャンケン大会！ 

何度か敗者復活戦を行い、見事３名

の方がペア食事券を掴んでおられ

ました。おめでとうございます！ 

続いて、頂きました祝電より、ｺﾆｶ

ﾐﾉﾙﾀｼﾞｬﾊﾟﾝ様からの祝電を披露致しました。有難うございました。 

最後は中締めのご挨拶 

福味正俊副理事長 

22 社の賛助会員様には、ぜひ 57 社の組合員一社一社とアポイントを

とって訪問していただき、いい製品いいアイデアを提案して頂きたい。 

選挙権が 18 歳から認められました。これからは若い世代が活躍しま

す。組合にも次世代の 30 代 40 代の組合員が参加しています。是非良

い製品、良い情報を提供頂き、良い活躍が出来るようにご協力お願い

致します。 

最後は、一本締めでお開きとなりました。 

ご参加頂きまして誠に有難うございました。 
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株式会社光楽堂 福宮伸太 
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第３回夏休みフォトコンテスト開催 

暑～い夏休みどんな思い出を作られますか？昨年に引き続き、ぜひ皆さんの思い出を共有させてください。 

組合員様、従業員様そして賛助会員様、又、各同僚の方へもお声賭け下さい！今夏も豪華(!?)賞品をご用意し

て皆様からのご応募をお待ちしております！応募締切 8/20 ﾃﾞｰﾀ組合必着です。 
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平成３０年度事業計画について各事業委員会より今年度の活動状況をお知らせ致します。 

 

共同購買事業委員会（委員長：山脇雅則） 

現在組合事務局には、製本類副資材として、ダイヤボード、色上質、硬質

ビニル製等の表紙やインクジェット用紙類、両面、布、紙製のテープ、紙

やウレタン製の枕、ボンド、それらをまとめる、布図面袋、図面電子ファ

イル等を一括で仕入れ、小分けで組合員様へご提供いたしております。 

製本資材は通販で買い求めるのが難しいものが多いのでぜひ、組合共同

購買事業を活用ください。 

尚、「こんな商品があれば欲しい」というご要望や「こんな商品は取り扱

いが有るのかな？」というご質問も随時承っておりますので、お気軽に組

合事務局までお問合せ下さい。皆様のご利用をお待ちしております。 

尚、仕入先から新商品のご紹介などが有りましたら随意時ご紹介させていただきます。どうぞそちらも

ご利用ください。先月末まで行いました、キヤノンプリンターキャンペーン等、お得にお買い求め頂ける

キャンペーン情報もぜひお見逃し無く！ 

 

広報事業委員会（委員長：桑田靱比古） 

1.ＫＤＳ ＮＥＷＳの発行  

・2ヶ月に一回を目途に年間６回発行します 

・組合の活動状況や業界情報を掲載し、組合員並びに賛助会員に配布して

参ります。 

2.組合ホームページによる広報活動を実施並びにホームページのメンテ

ナンスを行います。 

3.夏期及び冬期の年２回、フォトコンテストを実施し成績に応じ表彰を

行います。 

そしてその結果をＫＤＳ ＮＥＷＳ誌上にて発表致します。 

【お願い】 

ＫＤＳ ＮＥＷＳの内容を今まで以上に充実させて参りたいと思います。それには多方面に渡る情報を掲

載しなければと思っております。つきましては会員皆様方に直接ご投稿のお願いをして参りますので、

その節は何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

 

教育事業委員会（委員長：小野正治） 

現在組合事務局には、教育事業として、“自分づくり・仲間づくり”しま

せんか！？と題して若手から中堅社員を対象に社員教育研修を 8 月に行

っております。 

自社内で社員教育が難しく担当者がいない場合は、是非組合教育事業を

活用ください。 

尚、こんな研修をおこなって欲しいなどの要望も随時承っておりますの

で、お気軽に組合事務局までお問合せ下さい。皆様のご利用をお待ちし

ております。 
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次世代組織委員会（委員長：鶴井宏尚） 

日頃は次世代組織委員会の活動にご協力をいただき、誠にありがとうござい

ます。 

さて、本年度は 8 月 9 日（金）に『次世代の考えるＤＳ業 大討論会』と題

し、近畿ＤＳ業界のこれからを担う若手メンバーによる大討論会開催を予定

しております。 

次世代だから言える「熱い想い」、「ＤＳ業は変化すべき！」、「将来がちょっと

不安…」、「現状悩んでいる」、「今これに興味がある」等々、これからのＤＳ業

界の展望を大いに語り合っていただく企画となっております。 

また日本ドキュメントサービス協同組合連合会様からの補助もいただき、懇親会もちょっと豪華に？と考えて

おりますので、こちらもどうぞご期待ください。 

詳細は後日チラシ等でご案内いたします。 

たくさんの皆様のご参加を心よりお待ちしております。 

 

福利厚生事業委員会（委員長：福味正俊） 

現在福利厚生事業として今年度も色々な事業を行ないます。 

1.総会後懇親会  平成３０年６月１３日（水）梅田スカイビル 

2.親睦ボウリング大会  平成３０年９月２日（日）新大阪イーグルボウル 

3.懇親ゴルフコンペ  平成３０年１２月８日（土）有馬ロイヤルゴルフクラブ 

4.新年互礼会  平成３１年１月１１日（金）THE GARDEN ORIENTAL OSAKA 

いずれも組合員様（従業員様）賛助会員様にご参加頂けます。 

是非、皆様お誘いあわせの上ご参加いただきます様、宜しくお願いいたします。 

又、こんな事業を企画して欲しいなということが有りましたら是非ご要望をお聞かせ下さい。お待ちしております。 

共同受注委員会（委員長：藤田知子） 

近畿ドキュメントサービス協同組合は、２０００年に官公需適格組合の認可を受

けた組合です。 官公需適格組合とは、中小企業者が官公需の受注の増大を図る

うえで、組合による共同受注ができることを証明している制度です。 

 共同受注事業委員会では、中小企業団体中央会の指導・支援を受けながら、共

同受注できるよう国・大阪府をはじめ大阪市等に入札資格業者登録を行い、受注

機関の拡大に努めています。 

共同受注事業は、組合が受注した案件に対して複数の組合員が協力して、その案

件を履行していることから、多くの受注機会の増大に役立ちます。なお、委託先

は、毎年４月に取引参加組合員を募り、組合が契約した案件に対する各組合員の仕事の分担を明確にし協力願って

います。次年度以降、委託先の登録をよろしくお願いします。 

 

今後の予定ご案内（是非ご参加ください。） 

８月３日（金）~４日（土）午前９：３０～ 

社員育成研修会 

“自分づくり・仲間づくり”しませんか！？ 

毎年好評頂いております、若手から中堅社員対象社員育成研修会です。 

「仲間づくり」と「自社の強みを知り」、自己成長のきっかけをみつけてください。 

応募締め切りは７月２０日（金） 
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会場：リコージャパン株式会社本町橋事業所 

詳細は、今回定期便同封のチラシをご確認頂くか、事務局までお問合せ下さい。 

 

８月９日（木）午後６：００～ 

事例紹介＆情報交換会 

『次世代の考えるＤＳ業 大討論会』と題し、近畿ＤＳ業界のこれからを担う若手メンバーによる大討論会開催。 

そして、その後は、事務局そばにて、懇親会。討論会で話しきれなかったことを、この場でなら、話しやすい！聞

きやすい！本音で話をしあえるチャンス！次世代を担うそこのあなた！ぜひ盛夏の夜を一緒に楽しみましょう！ 

応募締め切りは８月６日（月） 

会場：近畿ドキュメントサービス協同組合 会議室 ＆ 懇親会は北浜界隈（費用無料！） 

詳細は、７月２５日情報定期便同封チラシをご覧ください。 

 

８月２７日 

事業承継セミナー 

事業承継税制をご存知でしょうか？実は昨年１２月１４日「平成 30年度税制改正大網」が公表されました。中小企

業事業承継を強力に推進し、特例として事業承継税制（特例制度）の抜本的な拡充が盛り込まれました。 

事業承継対策をお考えの組合社長さん、そして後継者さん。ぜひ御そろいで聴講下さい。 

応募締め切りは８月２４日（金） 

会場：近畿ドキュメントサービス協同組合 会議室  

詳細は、８月１０日情報定期便同封チラシをご覧ください。 

 

９月２日 

親睦ボウリング大会 

毎年恒例、組合員様、賛助会員様、従業員ご家族様と一緒に楽しい時間を過ごして頂く、親睦ボウリング大会です。 

４人で１チームの団体戦、日頃の腕前披露個人戦に高額！？賞金目指して、奮闘下さい。 

応募締め切りは 8月 22日（水） 

会場：新大阪イーグルボウル 

詳細は、８月１０日情報定期便同封チラシをご覧ください。 

 

９月２１日 

ＯＧＳ合同企画富士ゼロックス（鈴鹿）見学会 

今年度初の試みで異業種との交流会を兼ね、大阪グラフィックサービス協同組合の方々と一緒に鈴鹿にあります、

富士ゼロックス㈱様の工場を見学させて頂きます。その後は三重県を代表する松阪牛を堪能します。ぜひこの機会

に異業種の方々交流をされてみては如何でしょうか？ 

詳細は８月２５日情報定期便にてご案内をお送りいたします。 

 

１０月１１日 

日本ドキュメントサービス協同組合連合会第２８回北海道全国大会 

近畿ドキュメントサービス協同組合上部団体主催情報創造事業協同組合共催の北海道大会が開催されます。 

詳細は後日発送ご案内をご確認ください。参加組合員様には組合より参加補助金を支援予定です。ぜひ皆様御そろ

いでご予定下さい。 
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                           今回のテーマ“甘い香り”です。 

                              

ほっと一息    苺パウンドケーキ 

 

                                ～綺麗な色に～ 

材料（6個分） 

1.小麦粉★130g 2.バター130g 3.グラニュー糖 100g 4.全卵２個（130g

殻含む） 5.苺ジャム100ｇ（お好みで） 6.洋酒（ブランデー）5CC（お好みで）

7.ホワイトチョコ 50g  8.乾燥苺やピスタチオ少々 9.ベーキングパウダー1

小さじ 1/2★（卵が生みたてなら無くても可） 

準備するもの： 冷蔵庫保管の材料を、常温にだしておく。苺ジャムがない

場合、苺 400gに砂糖 100ｇレモン汁大さじ 1を加えて煮る。早く

煮ると香りが飛ばず、色鮮やかな真紅になる。粉類は併せてふ

るっておく。ホワイトチョコも溶けやすい大きさにしておく。乾燥

苺、ピスタチオは飾り用なので細かく砕いておく。 

作り方 

1. バターを常温に戻し、指でおすと指がのめりこむ程度の硬さ

にして、空気を含んでクリーム状になるまで混ぜる。 

2.一気にグラニュー糖を入れて、混ぜたときにじゃりじゃり言わな 

くなるまで混ぜ合わす。 

3.全卵を別ボウルでしっかり混ぜ合わす。そしてそれを 2へ４～５回

くらいにわけて入れてその都度よく混ぜる。 

卵を入れて直ぐは泡だて器を弱めてまぜ、途中で１段階強くしてよ

く混ぜる。混ざりきると、材料が軽くふっくらとする感じになる。 

（混ざりきれなくなって分離したら、そこで混ぜるのを止めて、粉類

を入れると少し口あたりがパサつくが感じになるが少し元に戻る。） 

4.ふるっておいた粉類を再度ふるいながら一気にいれ、ゴムベラで

ボウルの底から救い上げるようにして混ぜる。少々だまになっても、

ジャムをいれて混ぜるとだまが消える。 

5.イチゴジャム・洋酒を入れて混ぜる。 

6.オーブンを１７０度に余熱し始める。 

7.焼き型に 8分目迄入れる。 

8.鉄板に並べて、オーブン下段で４０分焼く。（機械によって焼き具合が違うので様子を見ながら時間調整をする。） 

爪楊枝などを刺して、何もついてこなければ焼き上がり。表面が焼けてしまっているのに生焼けの場合は、アルミホイルを

きっちり被せ、再度オーブン庫内を温めなおし、追加で焼く。５～１０分

くらい様子を見ながら焼くとよい。 

9.やきあがればクーラー(網)のうえに並べて冷ます。 

10.冷ます間に、ホワイトチョコを湯銭にかけて溶かす。 

11.ケーキの上にお好みでかける。（少ない方がチョコが固まり安い。

写真はかけたのを分かりやすくする為に多めにかけています。） 

12.その上に砕いた乾燥苺やピスタチオを振りかけて飾ると完成です。 
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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：近畿ドキュメントサービス協同組合 
〒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 

サッカーＷ杯っていくら貰えるでしょうか。列記しますと、優勝約 43億円、 準優勝約 32億円、3位 27億円、 

4位 24億円、5～8位 18億円、9～16位 13億円、予選敗退 9億円、出場準備金 1.6億円。別途順位に応じての 

ボーナス/人が、優勝 5000 万円、準優勝 3000 万円、3 位 2000 万円、準決勝 1000 万円、準々決勝 800 万円、決勝ラウンド敗退

600 万円等々が FIFA より支給されるとのことです。また JFA より日本チームには、日当(召集より解散までの日数：46 日)1 万

円/日・人及び勝利給 200万円/勝・人が貰えるとのことです。このようなお給金であれば、ああだのこうだのと云われたポーラ

ンド戦、何が何でも 16位以内に入らなければならなかったと思います。（記・桑田） 

 最近の電化製品の価格は機能の数で決まっているのでしょうか？使いこなせない数の機能をつけて、高い価格で販売する 

ということは消費者目線なんだろうか？誰でも簡単に機械を使ってプロ仕様な物を作れますよという発想なのだろうか？ 

ようやく、1年越しで欲しかったベーカリー機能付きオーブンレンジを購入した。手動で機械を使用したいのだけれど、最初 

に画面に現れるのはオート機能というもの。それを使うには、材料を機械付属の料理本に書かれている分量にあわせないといけ 

ない。嫌なこった～作りたい物を作りたい分だけ作れればいいんですよ。と反骨精神丸出しでほっと一息コーナーのケーキを 

焼きました。思ったようなオーブンの温度になったかと思いきや、やや低いと感じる。使いこなすまで一苦労です。(記小野) 

  賛助会員様へのご案内 

 

いつもこの「KDS NEWS」をお読み下さり、真にありがとうございます。 

「KDS NEWS」も一昨年は、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「KDS NEWS」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） 

                         （お問合せは事務局まで） 

mailto:info@kinkifukusha.sakura.ne.jp
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