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「知り合い」「学び合い」「援け合う」

市 長 挨 拶

寝屋川市長

北川 法夫

平素より寝屋川市工業会の皆様方には、本市市政の推進に格別のご支援とご

協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、我が国の景気は緩やかな回復基調が続く中、雇用情勢も改善しているとされ

ておりますが、地域経済を取り巻く環境は依然として厳しい状況であると認識しております。

そのような中、寝屋川市工業会におかれましては、
モノづくり業を中心として、建築・ＩＴ・広告・旅行・

環境・銀行業など、様々な分野の企業で組織される団体として、会員又は企業間で交流を図り、結束を
強めながら、地域産業の活性化に日々ご尽力をいただいております。

また、各事業所の経営力の向上を図るため、経営者や若手経営幹部候補生などを対象とした
「ビジ

ネス未来塾」
の開催をはじめ、市内の大学等との産学連携事業や枚方市工業会、交野市工業会と連携

を図り、企業間の地域内取引の活性化を図る
「ビジネス大交流会」
に参画されるなど、
さまざまな事業
を展開していただいております。

さらに、
「ワガヤネヤガワベンチャービジネスコンテスト」
にもご協力いただくなど、市内工業の振興と

地域経済の発展に多大なるご尽力を賜っておりますことに対し、深く敬意と感謝の意を表するしだいで

ございます。

本市といたしましても、市内企業の製品、技術力をＰＲできる場として
「寝屋川市モノづくり企業総合

展」
の開催をはじめ、生産性向上のために新たな設備等を導入する市内企業を支援する
「機器設備等

導入補助」や、創業支援セミナーの開催、起業時における経費を補助する創業応援事業など、地域産
業の更なる発展に向けた取り組みを進めてまいります。

また、市民の皆様に暮らしが良くなったと実感していただける
「笑顔が広がるまち 寝屋川」の実現に
全力で取り組んでまいりますので、皆様方にはなお一層のご支援、
ご協力を賜りますよう、
よろしくお願

いいたします。

結びになりましたが、寝屋川市工業会並びに会員企業の今後ますますのご発展と、皆様方のご健勝、

ご多幸を心よりお祈り申し上げまして、
ご挨拶といたします。

会 長 挨 拶

寝屋川市工業会

会長

株式会社東洋製作所

代表取締役

西岡 清

魅力ある工業会に向けて
本年度、寝屋川市工業会新会長に就任しました株式会社東洋製作所 代表取締役 西岡清でございます。

副会長には皆見電子工業株式会社 皆見孝氏、
同じく副会長に株式会社シールズ 兵頭眞氏と共に魅力ある
工業会を目指して頑張って行きます。

一昨年度から事業委員会、親睦委員会、活性化委員会、広報委員会の四委員会を立ち上げ、会員の皆様に

対し講演会、親睦会など実施して参りました。

本年度の会長の方針として会員の皆様全員の参加を目指して、本工業会の歴代の会長の教えである三

つ
「知り合い」
「学び合い」
「援け合う」
の中で、特に
「援け合う」
ことを重点的に考えており、会員皆様の相互で

お仕事の取引を活発に出来る様になる事が、会員皆様の全員参加に繋がると確信しています。

その為には寝屋川市工業会主催で年に三～四回、大交流会を開催して会員の皆様がお互いに知り合うこ

とで、各々のお仕事の取引が活発になって行く事により、寝屋川市工業会が魅力のある工業会に発展して行

くことを心から願っております。
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「知り合い」「学び合い」「援け合う」

「知り合い」
「学び合い」
「援け合う」
を
活動の基本として
寝屋川市工業会

「生まれ育った地、寝屋川市の為に、
今こそ貢献したい」
寝屋川市工業会

副会長

株式会社シールズ

皆見電子工業株式会社
代表取締役

皆見

孝

代表取締役

平成 28 年度より寝屋川市工業会副会長を仰せ付かりました、
皆見電子工業株式会社の皆見でございます。
寝屋川市工業会は、歴代会長より、
「知り合い」
「学び合い」
「援
け合う」をモットーに活動を行ってまいりました。平成 26 年 6 月
より、事業委員会・親睦委員会・活性化委員会・広報委員会の
4 委員会をスタートさせたことにより、会員相互の交流の機会が
増え、その言葉を実感する機会が増えました。
目に見える成果と
しては、4 委員会の活動により、会員数が平成 26 年 6 月
（99 社）
から平成 28 年 5 月末現在（117 社）
と増加しております。
これは、
4 委員会の委員長、副委員長をはじめ、会員みなさんが寝屋川市
工業会の発展にご尽力いただいた賜物であり、とても嬉しく思っ
ております。
平成 28 年度、新年度のスタートにあたり、西岡会長の方針及
び歴代会長様方の意思を引継、明るく、楽しく、そして絆を大切に
し、各会員様の御会社が繁栄して頂けますよう微力ながら尽力さ
せて頂く所存でございます。
また、寝屋川市工業会の
「知り合い」
「学び合い」
「援け合う」
と
いう意識を地元地域に発信していくことも大切にしていきたいと
思っております。工業会がひとつになって、地域貢献に努め、寝屋
川市の発展にも取り組んで行きましょう。
会員みなさんお一人お一人の力があってこその、寝屋川市工
業会です。私も、副会長として、皆さんと共に頑張ってまいります。
本年度、
どうぞ宜しくお願い致します。

委員長挨拶

活性化委員長

広報委員長

兵頭

眞

生まれ育った地、寝屋川市の為に、今こそ貢献したい、
その強い
想いから、
この度、副会長という大役をお受けすることを決心いた
しました。
私は仕事、生活、人間関係において地域とのつながりが深く、
今の自分が形成されたのも、
この地域の人々の支えがあってこそ
と、痛感しております。
昨年より、仕事や諸団体の活動の中で、東京、名古屋、北陸、
九
州などに出張することが多くなりました。
そして、近畿地方を離れたときに、何処に住んでいるのかと質問
され、大阪と答えるとわかってもらえますが、
寝屋川市と答えると、
そこは何県？と返ってくるほど、全国的には無名の市であるという
非常に悲しい事実を知りました。寝屋川市をもっと多くの人に
知ってもらえるように、何か出来ないか、
そう考えるに至りました。
そんな中で他地域の行政の在り方や、地域性、特色のある町の
取り組みなどを、実際に見聞きし、
それらの情報を持ち帰ること
で、寝屋川市の今後の発展に少しでも寄与出来ればという思い
が強く湧いてきました。
微力ながら、持ち前のバイタリティと、機動力、
そして情熱を活
かし、
自分を育んでくれたこの地域に、恩返しをしたいと思いま
す。
そして、地域の人々から、
これからも長く愛される寝屋川市であ
り続けるために、次世代への繋ぎ手として、精一杯お役目を務め
させて頂きます。
事業委員会委員長

株式会社ファクトリー

ネオパックス株式会社

北野 秀樹

本年度より、活性化委員長という大役を承る
こととなりました。昨年度まで続けてこられた
活動基本を継承しながら、寝屋川市工業会
のスローガンである「知り合い」
「学び合い」
「援け合う」のさらなる発展・実践のため 4
委員会が力を合わせて、本会の活性化を目
指して行きましょう！寝屋川市工業会の皆様
の、委員会活動、各種催し物へのご参加を、
よ
ろしくお願い致します。いい人に巡り合いま
しょう !!

代表取締役

平田 司

親睦委員長

本年度事業委員長に就任致しました、株式会社ファクトリーの平田司で
す。寝屋川市工業会に入会して早８年が経ちました。
４委員会発足の年よ
り昨年まで、親睦委員長を務めさせて頂きました。委員長を務めさせて頂
いた２年間は、総会等の司会、寝屋川祭りの参加等さまざまな経験をさせ
て頂きました。本年度は、寝屋川市工業会の主となる事業委員長として、対
外的に寝屋川市工業会を発展させていきたいと思っております。工業会の
スローガンでもある、
「知り合い」
「学び合い」
「援け合う」
をモットーに、一生
懸命邁進して行きたいと思っております。
まだまだ、若輩者ですが、工業会
の先輩の皆様に可愛がって戴ける様に頑張って行きたいと思います。

広報委員会委員長

親睦委員会委員長

事業委員長

活性化委員会委員長

代表取締役

副会長

株式会社

株式会社サイドウェイズ
顧問

荒川 仁美

本年度も、引き続き広報委員会委員長として、
大役を務めさせていただくことに身に引き締
まる思いがしております。広報委員会として
は、工業会の事業活動の PR に力をいれて、
フェイスブック、ホームページの活用への取組
を進めていきたいと考えています。
会員の皆様のご協力をどうぞよろしくお願い
いたします。

代表取締役

協栄工業

倉内 成幸

この度、親睦委員長に任命され、まだ入会も
浅い私ですが、
「知り合い、学び合い、援け合
う」のスローガンのもと、親睦委員会としては
「知り合い」
をメインに、「学び合い」
につなげ
ていける様、いろいろな企画で会員の皆様に
参加できる計画をしていこうと思います。
まだまだ手探りで皆様にもご迷惑をおかけす
る事と思いますが、何卒宜しくお願い致しま
す。
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「知り合い」「学び合い」「援け合う」

総

寝屋川市工業会組織図

会

役員会

会長１名・副会長２名・顧問３名・監事２名・理事21名
＜監事＞

＜会長＞株式会社東洋製作所 代表取締役 西岡

尾崎教仁

（有）
サイバークラフト 代表取締役

＜監事＞

清

魚本顕嗣

オリヱント化学工業（株）大阪事業所 技術本部長

＜顧問＞朝日熱処理工業株式会社 代表取締役 村田

＜副会長＞株式会社シールズ 代表取締役 兵頭

眞

＜顧問＞鎌田製針株式会社

取締役会長

＜顧問＞株式会社原田重工作所

代表取締役

茂
鎌田徳一郎
原田重継

＜副会長＞皆見電子工業株式会社 代表取締役 皆見

事業委員会

親睦委員会

研修会・見学会等、事業の
計画及び運営などに関す
る事項

レクレ ー ション・親 睦 会
等、集まって楽しい事業作
り等に関する事項

退会防止及び会員増強等
に関する事項

会報「NIA」の発行、ホーム
ページの管理と活用等に
関する事項

＜委員長＞

＜委員長＞

＜委員長＞

＜委員長＞

平田 司

＜副委員長＞

森長 聡
田中淑尚

倉内成幸

㈱ファクトリー

活 性 化 委員会

孝

北野秀樹

（株）協栄工業

堀田逸平
小谷博明

（株）前田組

（株）前田金属製作所
所属会員数32社

（株）ニューコマンダーホテル
小谷工芸社

所属会員数44社

平成28年度 新任役員

（任期：平成28・29年度）

ネオパックス㈱

＜副委員長＞

＜副委員長＞

井上雅夫
青木弘児

広 報 委員会

荒川仁美

（株）
サイドウェイズ

＜副委員長＞
エアコンサービス（株）
イセン印刷㈱

所属会員数21社

松本 剛
榊原崇人

瑞穂企画
㈱京都銀行寝屋川支店
所属会員数12社

平成28年度は新任理事を含め総勢２８名の役員が工業会の活性化のために
頑張ってまいります。 役員名簿は、工業会ホームページにてご確認ください。
www.neyagawa-nia.com

＜理事＞

＜理事＞

＜理事＞

幸福米穀株式会社

イセン印刷株式会社

小谷工芸社

北本

青木弘児

小谷博明

取締役会長

明

代表取締役

専務

このたび、寝屋川工業

このたび、理事という

このたび、理事を仰

会 理 事を拝 命いたし

大役を仰せつかりまし

せつかりました小谷

ました、幸福米穀株式会社会長の北本で

た青木弘児でございます。弊社は先代の

工芸社の小谷博明と申します。弊社は建

す。弊社は昭和47年の設立以来、寝屋川

故青木英一が昭和45年に門真市で創

築塗装の会社で、守口市で産声をあげ

市池田北町で米穀販売業を営み、昭和５

業し昭和49年に寝屋川市高宮栄町に移

寝屋川の地に移り創業47年になりま

７年には大型精米工場を建設し
「食を通

転して参りました。医療専門印刷会社と

す。寝屋川市に拠点を置く、多くの会社

じて社会に奉仕する」を社是として年間

して病院・クリニック向けの印刷物の製

が集まる寝屋川市工業会ではお互いが

３万トン
（原料玄米）
の米を出荷しており

作を行っております。現在では印刷業に

切磋琢磨しながら「知り合い」
「 学び合

ます。寝屋川工業会には平成22年よりお

加えてホームページの企画・製作・管理

い」
「援け合う」
を実践出来る場ではない

世話になっておりますが、
この間様々な

業務も行い一般商業印刷にも幅広く対

でしょうか、
その為には自分に何が出来

講演会や研修会を通じて勉強もさせて

応させて頂いております。非才浅学の若

るかを考え行動し、
また地域社会への貢

いただきまた、地元寝屋川の企業の皆様

輩者でありますが、先輩諸兄の皆様より

献が果たせますよう微力ながら全力で

とお近づきになれたことを大変感謝いた

学ばせていただき、寝屋川市工業会の

取り組む所存で御座います。
なにぶん若

しております。今後は理事の一人として

活動に少しでもお役に立てればと考え

輩者では御座いますが今後ともご指導

少しでも皆様のお役に立ちたいと考えて

ておりますので、今後ともご指導ご鞭撻

ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

おりますのでどうかよろしくお願い申し

をお願い申し上げます。

上げます。
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「知り合い」「学び合い」「援け合う」
会社名／工業会にご参加いただく方のお名前／
事業内容／趣味／休日の過ごし方…を掲載しています。

株式会社ODA

株式会社カンサイ
常務取締役

長谷川俊樹

／（環境関連事業）産業廃棄物処理、再生骨材販売、土
壌汚染コンサルティング、汚染土壌処理（建築関連事
業）総合土木工事、生コンクリート販売、解体工事、建
築骨材販売、残土処分場管理／美術鑑賞

株式会社preminnova（プレミノーヴァ）
代表取締役

村上智香

／システム開発、ITコンサル、ホームページ制作、デザ
イン他／旅行、料理、
ドライブ、
買い物など早く皆さんの
お顔とお名前を覚えたいと思います。今年、寝屋川市に
引越して来たばかりですので、寝屋川のことももっと知
りたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

株式会社エムズコーポレーション
代表取締役

田坪

勝

／切削加工、光造形（3Ｄプリンタ）、真空注型、簡易金
型、精密板金による試作モデルの製造。積み重ねてき
た技術力と、
ご要望を全て満たす提案力を駆使し良品
をお届けします。／ゴルフ、映画鑑賞

代表取締役

代表取締役

坂口英典

／パソコン・コピー機、
ビジネスホン、印刷機等を販売
するOA機器の総合商社／マラソン、食べ歩き。休日も
朝早くに起き、淀川・深北緑地等をランニングし昼から
のんびりしています。

関西マネジ興業株式会社
代表取締役

岡田寿代

／総合ビル管理
／野球、子供や孫達と過ごしいやされています。

有限会社東洋金型製作所

／飲食店：胡麻と野菜を使ったヘルシーな料理を提供
／食べ歩き、
テキサスホールデムポーカー、読書

／金属加工・金型製作
／釣り

表

山本恭裕

表

鈴木利弥

工場長

横山司法書士事務所

フェニックス
代

茂

有限会社 アステック

ゴマジェットカフェ
代

永野

／倉庫業（1500坪）運送業 大型ウイング 4トンウイ
ング 2トンバン車 計75台 地場・長距離輸送（主要都
市への積合わせ便による運行が弊社ロングセラー商品）
中途半端な物量の出荷は弊社にお任せ下さい！／家族と
買い物・行楽たまにはパチンコ・飲みすぎて昼過ぎまで寝
ることも・・・ゴルフ・花の植替え等々しかし私の最大の趣
味は仕事を拡大（大都市3拠点を4拠点）すること更にい
い会社作りをして行きたいなど！

川中洋二

所長

横山永知

／飲食店
／武道、格闘技の観戦

／不動産・商業登記、供託、債務整理手続、破産手
続、成年後見手続、建設業許可申請手続、宅建業許
可申請手続、社会保険労務士業／食べ歩き・読書

ビストロ新

株式会社松倉興業

店

主

新谷

忠

／飲食業 フレンチレストラン
／サイクリング・マラソン・テニス、
日向ぼっこでビール

株式会社e-Estate
代表取締役

井上英次

／不動産管理業、
リフォーム業、通信業
／ウエイクボード、
ゴルフ、釣り

株式会社エコ・フリューション
代表取締役

松下由加

／省エネ・リフォーム ＬＥＤ照明・太陽光発電等の環
境に優しくエネルギーの削減と経費削減（新電力含
む）のご提案。
ガス・水道・空調・住まいのリフォームも
お任せ下さい。／カラオケ、半身浴、
オイルマッサージ

松倉雅男

代表取締役

／舗装工事業（駐車場舗装、道路舗装）、土木工事業、
電気土木工事業／ゴルフ・ワイン

株式会社ミヤビ技建
代表取締役

永田雅昭

／総合建設業

／ジョギング・読書等

遠藤税理士事務所
代表

遠藤公也

／税務、記帳、各種申告、決算業務、相談、贈与
／水泳、
ホットヨガ、読書、映画
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平成27年度事業報告
■定期総会

日 時 平成２７年７月８日
（水）
議 案 １．平成２６年度事業報告並びに収支決算報告承認の件
２．役員欠員補充の件
３．平成２７年度事業計画（案）並びに収支予算（案）承認の件

■役員会報告

平成27年度は6回開催しました。
①５月１４日
（木） ②７月８日
（水）
③９月１５日
（火） ④１０月２６日
（月）
⑤平成２８年１月２９日
（金）
⑥平成２８年３月２８日
（月）

■委員会報告

平成27年度は６回開催しました。

定期総会

①４月９日
（木）②６月３日
（水） ③８月５日
（水） ④１０月７日
（水） ⑤１２月１５日
（火）
⑥平成２８年２月３日（水）
各委員さんの参加により、活発な討議を重ねることができた一年でした。
平成27年度は、
４委員会合計延べ１６２名の出席を得て、過去にはない新たな工業会の活動が
スタートできた一年でした。各委員会のこの一年間の主な議案は下記の通りです。
詳細は、各回終了後にFAXでお知らせしておりますので省略させていただきます。

●事業委員会
今年度は、新規事業としてのビジネス未来塾の開催、三市工業会事業、勉強会の
開催など、各事業についての議案を討議しました。
●親睦委員会
事業委員会と連携して、会員の交流を深めていく活動についての議案を討議し、
忘年会やリクレーション事業の進行及び運営に取り組みました。
●活性化委員会
会員の退会防止と新たな繋がりを増やす入会増強方法についての討議を重ねました。
毎月１ 回
「活性化委員会主催 昼食懇談会」
がスタートし、多くの参加がありました。
＜平均参加者数１４名＞
●広報委員会
会報誌NIAの発刊に始まり、今年度はFacebookにて会員の交流の様子を随時紹介
しました。
また活性化委員会と連携し、名簿手帳の発刊について協議しました。
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上半期事業
平成２７年

６月

＜２０１5年４月～９月＞

会員親睦ゴルフコンペ

開催日 平成２７年６月６日
（土）
会 場 ゴルフクラブ四条畷
参加者 １５名

寝屋川市公募型セミナー

「“知らなかった”ではすまされないマイナンバー対応」
セミナー
講 師 個人情報保護士 柳井田 修二 氏
日 時 平成２７年６月２５日
（木）
１８：００～２０：００
会 場 寝屋川市立産業振興センター 第１セミナー室
参加者 ２６名

平成２７年

9月

会員親睦ゴルフコンペ

会員事業所工場見学

日 時 平成２７年９月１５日
（火）
１６：００～１７：００
見学先 ㈱新栄製作所 (㈱ケイズ・ファクトリー)
参加者 ２０名

９月度レクリエーション事業

日帰りバスツアー

会員事業所工場見学
㈱新栄製作所 (㈱ケイズ・ファクトリー)

日帰りバスツアー「世界文化遺産・国宝「姫路城」見学・歴史風情「好古園」散策」
日 時 平成２７年９月２６日
（土）
８：００～１６：３０
会 場 姫路方面
参加者 ２３名

下半期事業

＜２０１5年１０月～２０１6年３月＞

平成２７年

ビジネス未来塾Vol.1

平成２７年

第１６回三市工業会親睦ゴルフ大会

10月

11月

平成２７年

12月

テーマ【マーケティング事例セミナー】
「１人で８億稼ぐと言われる添乗員が語る…
「目先の利益より顧客満足追求」
開催日 平成２７年１0月９日
（水）
１８：００～２０：００
講 師 ㈱日本旅行 西日本営業販売推進部
部長 平田 進也 氏
参加者 ３8名
開催日 平成２７年１１月２１日
（土）
会 場 交野カントリー倶楽部
参加者 ２５名

ビジネス未来塾

ビジネス未来塾Vol.２

テーマ【５Ｓ事例セミナー】
『埋蔵金を生み出すTotal-5S 要は
「躾（しつけ）」』
講 師 アビリティー＜人・モノづくり＞ 代表 西橋 幸一氏
日 時 平成２７年１２月９日
（金）
１８：００～２０：３０
会 場 寝屋川市産業振興センター 第４セミナー室
参加者 ２５名
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下半期事業
平成２７年

12月

＜２０１5年１０月～２０１6年３月＞

事業継続力(BCP)向上支援セミナー・忘年会
日 時 平成２７年１２月５日
（水）１６：３０～２０：３０
会 場 ニューコマンダーホテル
参加者 ３９名

ワガヤネヤガワ・ベンチャービジネスコンテスト
グランプリ発表会(工業会協賛)

事業継続力(BCP)向上支援セミナー・忘年会

開催日 平成２７年１２月１９日
（水）
会 場 アルカスホール

平成２8年

1月

新年賀詞交換会

日 時 平成２８年１月２９日
（金）
１８：００～２０：００
会 場 ニューコマンダーホテル
参加者 ５１名
新年賀詞交換会

三市工業会交流事業（第４回北大阪受発注・ビジネス大交流会 基調講演）
基調講演 鎌田徳一郎氏 【創業100年一芸研磨にかけた人生！】
日 時 平成２８年１月３０日
（土）
１４：３０～１５：３０
会 場 北大阪商工会議所枚方本所
参加者 ８０名

平成２8年

2月

平成２8年

3月

＜産学連携事業＞

摂南大学理工学部見学会

日 時 平成２８年２月２９日
（月）
１５：００～１７：４５
会 場 摂南大学理工学部
参加者 １９名

ビジネス未来塾Vol.３

日 時 平成２８年３月２日
（水）
９：３０～１２：００
見学先 【先進企業見学会】㈱クロスエフェクト
参加者 １８名

摂南大学 見学会

古川理事・菅理事送別会

日 時 平成２８年３月８日
（火）
１９：００～２１：００
会 場 亀すし
参加者 ２７名

ＮＩＡゴルフ会

親睦ゴルフ大会

開催日 平成２８年３月１９日
（土）
会 場 アートレイクゴルフ倶楽部
参加者 １６名

会員事業所工場見学
日 時

平成２８年３月２８日
（月）
１６：００～１７：００
見学先 ㈱スミレ工作所
参加者 ２６名
会員事業所工場見学
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㈱スミレ工作所

「知り合い」「学び合い」「援け合う」
「知り合い」
「学び合い」
「援け合う」
寝屋川市工業会のモットーであるこの３つの言葉、
スタートはまず
「知り合い」
から始まります。
この＜Good Job＞では、
その
「知り合
い」
という視点で会員企業の取組を紹介しています。

Good Job

今回の＜Good Job＞は、今、政府が進める
「女性の力」
に注目しました。
女性が、職業生活において、
その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、
「女性の職
業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」
が制定され、労働者３０１人以上の大企業は、平成
２８年４月１日から女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられています。
中小企業においても、女性が笑顔で働き続ける企業であることが、
これからの経営者にとっての経営方針の一翼
を担っていくと思います。
そこで今回は、女性の活躍が社内外の活性化に貢献している企業に、
お話しを伺ってきました。

株式会社

エコ・フリューション

～「住まいの何でもやさ～ん」
と呼んでください～
株式会社エコ・フリューション 代表取締役

松下由加さん

取材の間、笑い声が絶えない中でのお話しを聞かせていただきながら、松下
社長の天職は
「営業」
なんだなぁと感じていました。
北浜の先物取引を扱う会社の事務員として社会人生活をスタートされ、同業他
社へと転職、そこを退職し、補正下着販売会社に勤め、営業成績トップを獲得
（ただ、考え方が合わなくて３か月で退職されたそうですが…）
、その後、結婚、
出産、育児という時間を過ごしている時に、
自分の中に
「商売がしたい」
という想
いが湧き上がってきたのをおさえられなかったそうです。
そして始めた仕事がパ
ンの配達、
「募集を見つけた時に、
パンを配達するだけの仕事かと思っていたら、
配達先を自分で探して配達することが仕事だったの～、早とちりでしょ
（笑）」
そう笑いながら、楽しそうに話されます。
そのパンを配達していたお客様のつながりで、松下社長の
今の
「営業の原点」
となる方と知り合うことになります。
宝塚ばりに緑のスーツを格好よく着こなし、子供さんの保育園の手筈もしてく
ださり、営業のイロハを教えてくださったトレーナーの方、
「名刺１枚でどこにでも
仕事に行ける」、そのことをこの会社で教わったことが、後々の営業にとても力に
なったそうです。
その後、無店舗販売の営業で実績を残しながらも、自分の限界に気づいたこと
をきっかけに工務店に事務員として就職されます。
でも、営業としての経験が、大
きな転機を引き寄せます。
その会社の営業マンを見ていて、
「結果が出ないことの
言い訳ばかりしている、私ならもっと売れるわ」
そして、会社と喧嘩をしてまで、事
務職から営業職に配転を希望、営業としてトップの成績を残し、今の業務につな
がる人脈も同時に作り、結果的に起業への道を自分で開くことになります。
その頃、お客様にも恵ま
れ、とにかくすごく売れて、営業に行くのがとても楽しかったと、ニコニコして話してくださいました。
その後、工務店での経験をいかして女性の感性を強みとしたリフォーム会社を起業され、今まで
のお客様にもっと喜んでもらえる『住まいの何でもやさ～ん』と呼ばれ、小さなことでも気軽に相談
できる会社として、順調に業績を伸ばしていらっしゃいます。
最後に、松下社長にこれからの夢をお尋ねしました。
「うーん、夢はね…大家さんになりたいの！」
時間と仲間が手に入り、安心して暮らせる生活を手に入れるため、その想
いを叶えるのが、
「大家さんになること」
という夢だそうです。次回は、マン
ションオーナーとしての松下社長のお話しを取材できるのが楽しみです。

Good Job

NEYAGAWA INDUSTRIES ASSOCIATION
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株式会社 前田組

女性が未来を描ける
企業で働けることが
とても嬉しいです

株式会社前田組

竹原さんは、途中入社でまだ
入社して1年だそうですが、2
級建築士の資格を持たれ、設
計課の中でかなりの戦力に
なっていらっしゃいます。女性
だからこそのデザイン力、色
彩力、感性を活かして、
クライ
アントさんからの信頼も厚い
そうです。今回は、
そんな竹原
さんの本音を聞かせていただ
きました。

設計部

設計課

竹原弥里さん

実家が不動産を扱っている関係で、小さな頃から図面や建物を見るのが好きでし
た。
お人形遊びより、土いじりという物作りのほうに興味がある子供だったことが、今の
仕事に繋がっていると思います。前の会社では、設計を頼むクライアント側の仕事をし
ていたのですが、より造る側に近い仕事がしたいと思い転職しました。前職は女性の人
数が多い職場でしたが、２０代がほとんどで、永く働いている女性社員はほとんどいま
せんでした。
ですから、こちらに入社して一番驚いたのは、同じ部署の先輩の女性社員
の方が、お子さんを育てながら、第一線で１０年以上働いていらっしゃるということで
した。
「ここは、結婚しても、子供ができても働いていける会社なんだなぁ」ということ
が、働く意欲を高めてくれています。
また、前田組では、
「女性だから」
という目線での制限がありません。
「女性だから」
と、
優しくしていただくことはたくさんあって、そこは嬉しいところですが（笑）毎日会社へ
来ることが楽しくてしかたないのです。
いい会社に転職できたなぁと思っています。

中村純子さん

今、私が働き続けていられる
のも、女性の先輩の方々が頑
張ってこられたからです。
前田組には、生理休暇制度、
育児休暇制度という女性社
員を活用したいという会社の
想いが形になった制度があります。
この制度を
後輩に、
より良い形で受け継いでいきたいと思
います。建設業という業種で女性が働き続ける
には、
まだまだ色々な課題があります。
女性が活躍することで、
もっと女性が働きやす
い会社へ変わって行くと思いますので、女性同
士助け合って、一緒に頑張っていきましょう

桶田美穂子さん

夢と希望をいっぱい持っていきいきと
した表情で入社してくる女性社員をみ
ると、20年前の自分をいつも思い出
します。
好きな仕事が出来る事は本当に幸せ
です。女性には多くの転機が訪れます
が、多くの人に助けられている事を忘れず感謝の気
持ちを持ち続けることが出来れば、
きっとつらい時
もがんばり続けられると思います。前田組は、
きちん
と自分の考えを持った意見に対して真摯に受け止
めてもらえる会社だと思いますので、
「女性だから」
と尻込みせず「自分らしさ・女性らしさ」
は忘れない
で、
どんどん発言・行動していってください。
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株式会社前田組

設計部長

尾崎様より

中村さん、桶田さんは在籍２０年を超えてい
ます。二人とも一級建築士の資格を持ち、設
計部には無くてはならない存在です。二人が
設計担当した物件はたくさんあります。
最近では先月に完成した枚方信用金庫寝屋
川支店も中村さんの設計です。

Good Job
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訪問を終えて…
株式会社前田組の社員構成は、全社員約１６０名の中で女性社員は３０名、
しかも設計部には、新
卒採用２名を加え、
６名の女性が在籍されています。
男性優位と思われがちな業界であることを考
えると、女性に門戸を開かれている企業であることは確かですね。
定期的に女子会も開かれているそうで、社員同士の中が良いことも、働きやすい環境であり、永く
働ける理由になっているようです。
女性が家庭と仕事を両立し、人生設計を描ける企業、
そこには、女性ならではの細やかさと感性
が息づいています。
そして、一人一人が積み上げていく知力が、会社の活力へと繋がり、会社を発展
させる原動力になります。株式会社前田組さんを訪問させていただいて、女性社員の方の笑顔に元
気をもらうことができました。
いかがですか？
あなたの職場の女性社員の皆さんの笑顔、輝いていますか？
女性だからこその良さを、存分に活かせる企業でありたいものですね。

株式会社

プレミノーヴァ

社員の人生の半分を預かっていることが
社長としての責任です

株式会社プレミノーヴァ
代表取締役 村上智香さん
「私は、世話好きが高じて社長になったんですよ」
そう言って楽しそうに話を始めてくださった村上社長は、現在2つの会社の代
表であり
「社員は男性のみで、母親役をやっています」
と自認される経営者です。
株式会社プレミノーヴァと株式会社Key Systemの2社は、大阪と東京をそれぞれ拠点とするＩＴ
を扱う企業です。
男性社員を一人で取りまとめている村上社長の起業までのお話しを伺ってみまし
た。大学を卒業後、商社で社会人のスタートをきられたそうですが、
その時扱った商材は
「鶏肉」、時
代はＯ－１５７が話題になっていた頃、内外ともに修羅場だったとか…「腐らない、病気にならな
い、
そんな商材を探したら家電でした(笑)」
商社から家電大手メーカーに転職、
そこから結婚、
出産。専業主婦も経験されま
した。
その後、電力関連会社、電鉄関連会社、
ＩＴベンチャーとさまざまな業界業
種で活躍されてこられました。
その村上社長が今の会社を起業したきっかけはな
んだったのかを伺ってみました。
その答えが「I Tベンチャーで総務部長の頃、
リーマンショックで社員のリストラ
を行う立場になって、生活の不安を抱えてやめていく社員、仕事ができる社員ばか
りなのにと思うと納得がいかなくて…。私なら、一緒にやれると考えてその人たち
を雇って起業しました」
ちょうどその頃は、
プライベートでも苦難を抱えておられ
た時期だったそうです。
その時期に、
「兼業主婦がゼロからの起業」
というリスクを選ばれた理由を
お伺いすると、
「何も知らないからこそ飛び込めたと思います」
と答えてくださいました。
そしてまた、
「わからないからこそ
『素直に学ぶ』
ことができたのでしょうね」
という言葉に、今の村上社長の成功
の秘訣があることを教えていただいたように思います。会社設立から7年、
「今の会社経営を学ばせ
てもらった恩返しです」
と、北大阪商工会議所青年部を始めとする数々の
団体で、活動されています。
プライベートでは、
自宅でのガーデニングを
楽しまれ、
自家製の野菜を育てたり、綺麗な花に癒されていらっしゃる
そうです。
ハワイ旅行の写真を見せていただきました。
その笑顔から、社
員さんに愛されている理由がわかったような気がします。
最後に、村上社長の会社を一言で表現していただきました。
「うちは、甘えん坊が甘えられる会社ですね」

Good Job

NEYAGAWA INDUSTRIES ASSOCIATION
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関西マネジ興業
株式会社

気がついたら
社長になって7年が過ぎていました

関西マネジ興業株式会社 代表取締役

岡田寿代さん

関西マネジ興業株式会社さんは、岡田社長のお父様が起業された会社で、今
年創立 50 周年を迎える老舗企業さんです。
お父様が代表在職中に死去されたために、突然会社を引き継ぐことになり、
気が付けば 7 年が過ぎていたという人生の大きな変化をやわらかく話してくだ
さいました。
社長に就任した当時は、大好きな掃除ならできるからと会社へジャージで出社され、社員から
『止めてください』
と言われたそうです。
それが今では、大会でＭＶＰを受賞したことがあるという趣
味の
「野球」
の練習に参加する時には、
『ジャージ出社が黙認されるようになりました』
と楽しそうに
笑って話してくださいました。4 人の子供さんの一番下の方は、小学校 3 年生、
その子供さんの声援
を受けて試合に出るのがとても楽しいそうです。
ポ
ジションはセカンド、大阪府下での女性登録選手
は 2 人という中で、春と秋のシーズンをいつも心
待ちにされているのが伝わってきました。野球は
始めてから 6 年、ロータリークラブで誘われて
チームに入られたそうです。野球だけでは無く、社
長として、業界を始めとする協会でのお付き合い
の時間がかなり多いようですが、
『学べることが多
くて有難いです』と言われる社長の素直さが魅力
になり、他の社長さんとの横のつながりも自然に広がっていらっしゃるんだなぁと感じました。
「年数が経つほどに、
『私が社長やねん』
ではなくて、
『社長にさせてもらってるし、ならせてもらっ
てる』
と強く思うようになりました。」突然の就任にも関わらず、業績を伸ばしながらの 7 年は、優秀
な経営手腕があることに間違いないはずなのに、初心を忘れず謙虚に自分と向き合うことを大切に
されています。
この魅力的な社長に『これから目指していきたいことはなんですか？』と
お聞きしました。
「一人ではできないことを、
それが業務外の作業であっても、会社でやるこ
とでやがて家庭内にも伝わるようになる、そういう
「社会貢献」
を発信して
いきたいと思います。」
岡田社長は、ご自身が高校生の頃からボランティア活動に、また社会人
になって「プルトップ運動」
「エコキャップ運動」に取り組んでこられまし
た。
その想いが社員の方へと伝わり、業務外の作業が増えるにもかかわら
ず、現場の社員さんが積極的に活動され、会社全体での取り組みになって
いるそうです。
自分の想いを丁寧に社員に伝えていこうとされる姿勢が、何より岡田社長の人として
の魅力なんだなぁと教えていただきました。
これから、工業会の中でも積極的にご活躍いただきたいですね。

Good Job

（Good Job 取材、文責：広報委員会委員長
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わたしの

本棚

「ユダヤ人大富豪の教え」
本田 健 著

平成13年7月、私は10年間勤務した税理士事務所を退職し、独立開業しまし

た。
当時の私は、
「商売なんて頑張れば勝手にお客様は増え、売上は毎年確実に増

えるものだ」
と勘違いしていました。
そしてそれから7～8年後、私はやっとその間
違いに気付いたのです。

それからの私は、税務の本よりも、経営や自己啓発の本を多く読むようになった。今まで何百冊と読

んできましたが、最も感銘を受けたのは、
「ユダヤ人大富豪の教え
（本田健）」
です。
この本には
「幸せな
お金持ちになる17の秘訣」、
つまり成功法則、事業のアイデアがびっちり書かれてある。

社会の成り立ちを知る、
セールスの達人になる、
スピーチの天才になる、人脈を使いこなす、
お金の

法則を学ぶ、
など、
そこには今まで学んだのないことがたくさん書かれてありました。今でも何か悩ん

だり迷ったりした時は、
いつも読み直しをしています。
売上ですか？お陰様で、毎年上がってますよ！

推薦

遠藤税理士事務所

遠藤公成

「家族という名のクスリ」
PHP研究所

金 美齢 著

推薦

鎌田製針株式会社

鎌田徳一郎

この本を読んで現代社会の流れを他人にお話しできる様になりました。今日三世代で
共に住す家族は非常に少ないと思います。
ほとんどが核家族で生活されるのが流れで

す。
そして一人で好きな様に生き、勝手に死んでゆく。
それぞれの人生ですからそれも

良いでしょうが、
自分を育てていただいた御両親がおられ、又それぞれの御両親にも
又御両親がおられます。
そう思いますと、
いただいた命を次につないでゆく事も大切だ

と思います。
おかげさまですとか、他人を思いやる心とか、感謝の心とか、人間社会は色々な方々、今は
目に見えない先人、物などにささえられて生きています。
自分さえ良ければ良いという考え方で、決して
世の中うまく渡ってゆけないと思います。

人間生きているうちに借財は返済しましょう。決してこの場合、
お金ではありません。

「呼吸で心を整える」
倉橋竜哉 著

推薦

株式会社サイドウェイズ

荒川仁美

前向きな
「ため息」
は、心を緩めてくれました！
「ため息って、幸せが逃げるからＮＧだよ」
と言われたことはないですか？
私も、
ため息はマイナス思考の固まりだ！と思っていました。

でも、
この本では
『前向きな
「ため息」
が、緊張感を和らげる』
と書いてあります。

仕事が忙しくて煮詰まってきた時や、大きなプレゼンを控えて緊張している時に、思いっきり息を吐き出

す
（これが
「ため息」
です）
だけで、心がずいぶん軽くなって、気持ちに余裕がうまれると書いてあります。

私は、講師として人前で話をする仕事もしています。始まる前には、緊張します。呼吸が浅くなっている

のを感じます。
そういう時に、この前向きな
「ため息」
（ゆるめる呼吸）
をすることにしています。
すると、ほ

んとうに緊張がゆるんでいくのを実感します。

今回ご紹介する本には、
５つの呼吸法が、イラスト付きのやり方と共にその効果、体験談が掲載されてい

ます。私にとっては、毎日の生活に欠かせないエッセンスになっている本です。

＜著者コメント＞ 資金繰りや売上計画など先行きへの不安感で息が詰まりそうになったり、
クレーム対応や部
下の指導などのストレスで息が浅くなったり、
そういったココロの乱れは、必ず「息づかい」
に表われます。逆に
「呼
吸の仕方」
を変えるだけでココロの状態を変えることも可能です。
それが「呼吸法」
です。呼吸を変えるだけでココ
ロを穏やかに、体を健やかにすることができます。誰でもどこでも簡単にできますので、
ぜひやってみませんか。

NEYAGAWA INDUSTRIES ASSOCIATION
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父からの贈り物
ネオパックス株式会社 北 野 秀 樹
工業会の皆様こんにちは！写真の子供は誰でしょう？

誰しも子供時代は必ずありますが、
この写真の私は

5歳くらいでしょうか？

昭和30年代後半当時、寝屋川市も田園風景です。後ろ

に写っている建物は、京阪バスの車庫と思われます。
こ

の風景から50年が過ぎた現在の寝屋川市は、随分変わりました。風景と共に、人も時間も変化してゆきま

す。
そして、
まだ変化の途中でしょう。

この写真は、昨年他界した父の撮影らしいのですが、
この原風景を残してくれていたことには、
あらためて
感謝、感謝です。今思えば、
トンボも蝶々もバッタもあちこちにいて、寝屋川市も田舎だったんですね。

この風景は、昭和40年代半ば以降に寝屋川市に住まわれた方は、見たことが無い風景です。

寝屋川市も都市化し、発展したものです。
まだまだこれからも変わってゆくのかもしれません。今現在を懐

かしく思うことが、将来にもあるのでしょうか？

地元の味に舌鼓
亀すし

寝屋川市石津元町2-31 ☎ 072-827-9456

〜昼食会&懇親会でお世話になっています〜

親子二代で地元の舌を
うならせて43年の老舗です

黒い板壁をめぐらせた外観だけを見ると、南堀江あたりにありそうなお洒落なカ
フェの雰囲気、店内は白壁で、高い天井には濃茶の梁、足元は打ちっ放しのコンク
リート。和の落ち着きにモダンが加わり気軽に寛げる雰囲気があります。亀すしさ
んは、
もともと今の店長のお父様が、
出身地丸亀にちなんで命名。
そのお父様は大
阪ロイヤルホテルのコックさんだったとか…亀すしさんの創作料理のルーツは、
そのお父様の背中を見てこら
れた店長へとつながっているのかもしれませんね。客層は、家族連れがメインという地元にしっかり愛されて
いるお店です。
「おじいちゃん、
おばちゃんがお孫さんを連れてきてくれたり、誕生日など記念日にこの店を使っ
てくれたり、
そういう選択肢に入っているのがうちの自慢なんです。」嬉しそうに笑顔で話してくださった店長さん、亀すしさん
の丁寧な仕込みがはいったお料理にそのお人柄があふれています。
駐車場 3 台分あり
営業時間 ＡＭ11:00 ～ 13:30ＰＭ 17:00 ～ 23:00
座席数 カウンター 15 席 テーブル 3 卓

フランス料理

ビストロ新

東大利町7-13

2F

休業日 水曜日 ( 但し、祝日の場合は営業 )
御予約 ご宴会は 30 名様まで承ります

☎ 072-838-1557

お箸でフレンチ！
その気軽さにファンが増えています

２月に四周年を迎え、寝屋川市の
「隠れ家レストラン」
として口コミでファンが増えているビストロ新さ
んは、
お箸で味わう創作フレンチのお店です。工業会の昼食懇談会の会場としてのご協力も頂いていま
す。
コースの最初の前菜プレートに並べられるお料理は、
いつお伺いしても飽きることが無く、
目でも楽
しませてもらえます。次にだしてくれるその日のお料理を想像してワクワクさせられます。気軽に味わえ
るランチ
（1800円～）、
ちょっと豪華にディナー（3500円～）、
どの時間でも、大切な人とのひと時を堪
能させてもらえます。10名以上なら３階の和室で貸切宴会も可能です。予算とともに店主の新谷さん
にご相談してください。
おもてなしの心が詰まったお料理は、
あなたの
「味わう」時間を後悔させること
はありません。
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母との時間

ー幸せー

エアコンサービス株式会社 井 上 雅 夫
現在61歳になる私には85歳になる母が居り、香里園の駅前のマンションで２年前小学校を定年
退職した姉と２人で暮らしております。四六時中一緒なので、最近会うたびにストレスが溜ってるみ
たいで、
ブツブツ不満を訴えてきます。
そこで嫁はんと相談し、近場の温泉へ１泊で誘ってストレス
解消をしようとなり、
４月24～25日と温泉施設の付いた神戸ベイシェラトンに行ってまいりました。
その温泉施設には貸切風呂があり、嫁はんがなんと
「私がお金をだすから、
お母
さんと、
３人でお風呂に入ろう」
と提案、母親と何時お風呂に入ったかと考えた
が思い出せない、
ま～50年以上前の事と思います。勇気を振り絞って承諾し、
一緒に入る事になりました。
風呂はゆったりとしてて非常にきれい、
３人そこで裸になりましたが、85歳の
母親の体は想像以上に老いており何か少し寂しく感じました。体を洗う時に背
中を流させて貰った時は不思議な気持ちになり、
こんなんが本当の幸せと云う
もんやねんなーと、一人で納得、
いい日が送れました。

カラオケ喫茶 ゆき

寝屋川市太秦中町３－１

☎ 072-823-6378

最高の笑顔で迎えてくれるママと、料理の確かな腕で
お客様を虜にするマスターに会いに行きませんか？

創業42年、
お母様の時代から、地元の方に愛されている
「ゆき」
さん。今は、いつもラ
ブラブ笑顔のお二人に癒される繁盛店です。
そのお店を、
この春リニューアルオープ
ンされました。
このリニューアルのポイントは、
おおきく２点です。
１つは、今までのカ
ラオケ喫茶スペースをひろげ、
モーニングサービスの提供を始められたこと。
モーニン
グは580円で、
コーヒー・紅茶のお替りが自由です。朝、ゆっくり気分を切り替えてお
仕事に行ってもらいたいという想いを込めたサービスだそうです。
モーニングの時間
は9時～15時まで、
なんとランチタイムにもモーニングメニューを利用OKというのが、
とても嬉しいですね。
また、2点目はメインのカラオケ設備をバージョンアップしたこと！
「寝屋川一の音響設備」
をもつ機械を導入されています。
カラオケは昼の部13時～17時1200円と夜の部19時～23時1500円どちらも1ドリンク付で歌い放題のメニューになって
います。
土曜日はレディス―デーで、1ドリンク付き500円。女性一人でも気軽に行くことができます。
あたたかくて優しい笑顔のご
夫婦が迎えてくれるお店、工業会のランチ会でもお世話になっています。貸し切りでの利用は、料理（1ドリンク付）、
カラオケ
歌い放題、3500円～(8名様以上)で受けていただけるそうです！予算に合わせて、
お料理の内容は相談にのってもらえると
いうことですので、会社での懇親会等にご利用されてはいかがでしょうか？

ニューコマンダーホテル

寝屋川市木田町17ー4

☎ 072-823-7000

ました！
お待たせし
毎夏恒例の
祭」

ル
地元密着の老舗ホテルです！ 「真夏のビアホー
！
ります
が始ま

地元にしっかりと向き合って、地元に貢献できるサービスを提供されている老舗ホテル、
ニューコマンダーホテルさんは、工業会の「総会」
「忘年会」
「新年賀詞交換会」等の行事
に、いつもご協力をいただいています。
そのニューコマンダーホテルさんの夏のお楽しみ
と言えば…そうです！恒例の
「ビアホール祭」
です。今年は熊本応援企画として、熊本県食
材を使った郷土料理でお迎えいたします！会社の夏の懇親会や、家族サービスに、地元
でゆっくりと美味しいビールを味わってみてはいかがでしょうか？ホテル自慢の大浴場も
無料で利用できるそうです。
大浴場で汗を流して、冷たいビールを味わう！その爽快感、堪能したいですね～

NEYAGAWA INDUSTRIES ASSOCIATION
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各種窒化処理・真空焼入れ・固定化処理
浸炭・浸炭室化処理・コーティング・DLC

エアコンのことなら何でもご相談ください
クリーニング・省エネ化・
買替・修理・フロンガス回収

エアコンサービス株式会社
携帯

090-1248-9718

遠藤税理士事務所
経営コンサルタント・税理士

井上 雅夫

TEL 072-826-0714 FAX 072-826-1012
〒572-0044 寝 屋 川 市 清 水 町 2 5 - 6

遠 藤 公 也
大阪府寝屋川市松屋町 20-33-3F
TEL:072-802-8720

株式
会社

協栄工業

わたしたちは

“ フィルム加工”
“ 型抜き加工”

のプロフェッショナルです

代表取締役

倉内成幸

〒572-0074
寝屋川市池田中町 13-1 TEL:072-828-2286

コンピュータ計測・制御はお任せ下さい！
コンピュータ計測・制御はお任せ下さ
！
【自社商品】

環境にもやさしい無洗米を展開する幸福米穀です

振動計測ユニット

（CCI-SMU01）

生産設備の機器の振動を
検知し、早期メンテナンス
に対応！

〒572-0073 寝屋川市池田北町１５－１
TEL：072-838-0100 FAX:072-829-0200
URL:http://www.e-komeya.net/

自動梱包機器・包装省力化機器・
総合包装資材卸販売

〒572-0063

寝屋川市春日町 17 ー１

TEL 072-827-0777( 代表 )
FAX 072-826-9026

ホームページを活用しましょう！

www.neyagawa-nia.com

検索 寝屋川市工業会

工業会は
「知り合い」
「学び合い」
「援け合う」
のスローガ

ンの下、会員事業所が相互に交流を深め、寝屋川市の
産業発展に寄与することを目指しています。
ホームペー

ジでは、会員の皆さんの
「今」
をご紹介します！パソコン、

〒572-0025 寝屋川市石津元町 10-32
TEL 072-829-7371 FAX 072-827-0253

発行日：平成２8年７月

発行所：寝屋川市工業会

Facebookでも情報発信中です！

広報委員会

〒572-0042 寝屋川市東大利町２－１４ 北大阪商工会議所

スマートフォン、
タブレットにも対応していますので、ぜ
ひ
「寝屋川市工業会」
で検索してみてください！

発行責任者：広報委員会委員長

寝屋川支所内

TEL：072-828-5151 FAX:072-828-5156
この冊子に対するご意見ご要望は、寝屋川市工業会事務局までお寄せください。
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