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　平成30年６月21日、大阪国際会議場(グラン
キューブ大阪)にて、平成30年度総会を開催い
たしました。

　総会に先立ち来賓の
ご紹介の後、大阪府商
工労働部中小企業支援
室商業・サービス課　
課長　若林寛章様から
来賓のご挨拶を頂き議
事進行となりました。

代表幹事、来賓挨拶に続き議事に入り
　議案１　平成29年度事業実績及び収支報告
　議案２　平成30年度事業計画及び収支予算案

　議案は、すべて満場一致で承認されました。
続いて部会、各委員会から今年度の活動方針
が報告されました。
　又、大阪府から府の取組み、りそな銀行様
からセミナーの案内もありました。

　総会に引き続き、近現代史評論家江崎道朗氏
に、「トランプ政権と半島危機」と言うテーマ
でご講演頂きました。

　この基調講演が決まった後にアメリカのトラ
ンプ大統領と北朝鮮の金正恩委員長のシンガポ
ールでの会談が発表され、この講演会の時には
どの様な状況になっているか不安と期待が入り
混じった気持ちで会談結果を待っておりまし
た。その反響からかこの講演会には会員外の
方々からも多数の参加申し込みがあり結局45名
での聴講となりました。

平成30年度ORD総会と基調講演

平成30年度第1回製品開発委員会例会レポート
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講演内容は、
　アメリカは一枚岩ではない。
　共和党と民主党、国務省と国防総省、ワシン
トンとハワイ司令部は考えか決して同じでは
ない。
　近年の国防予算削減で十分な軍事装備が出来
なかった米軍がトランプ政権に変わり国防費増
額がかない北朝鮮へ対し十分な圧力が掛けられ
る状態になった。そこで北朝鮮は急遽会談に持
ち込んだのだそうです。

　もし、朝鮮半島で有事が起こりアメリカが北
朝鮮の1200もある軍事施設を攻撃したとして、
その後の施設の占領等に文在寅の韓国軍が動け
るのか。日本も半島に自衛隊、海上保安庁が張
り付かざるを得なくなった時、尖閣諸島の防備
はどうなるのか。そのタイミングを中国が狙っ
ている。アメリカにとっては、本丸は中国であ
り北朝鮮は前哨戦に過ぎない。
今後中国は、台湾統一、南シナ
海、チベット・インド国境、尖
閣諸島、外蒙古、樺太・サハリ
ンでの紛争を念頭に行動を起こ
すことを宣言している。アメリ
カ軍司令官も中国との将来的な
戦いにアメリカが勝利する保証
はないとまで言わしめる原因
は、中国との軍事費の伸びの差
とも言える。

　中国の脅威は通貨・通商と軍が
合体して作り出される。中国当局
は通貨を対米貿易で得たドルを全
面的に買い上げ、人民元を大量に
発行して市中に高度成長を生み出
した。その結果膨大な軍事予算が
確保され軍拡に使われてきた。そ
のため、トランプ共和党政権は米
中貿易戦争を仕掛けて外貨獲得を
抑制し安全保障に繋げたい考えで
あるらしい。

　講師の江崎様には、講演会後の懇親会にも
参加頂き活発な交流となり、又、直前に発生
した大阪北部地震の体験談と地震時の対策に
ついてのミニセミナーもありました。

事務局（記）
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前列左：ユニケミカルの神崎社長。
後列：ノボル電機製作所の猪奥社長

●日 時：2018年4月19日 (木) 午後３時～5時40分
●場 所：ユニケミカル(株) 製品開発委員会々議室／大阪市淀川区西中島、第７地産ビル
●総 会 ①「新年度新役員改選について」
　　　　②「平成29年度活動及び決算報告について」
　　　　③「平成30年度活動方針（案）について」
　　　　④「平成30年度活動計画（案）・予算審議・承認について」
●動 議 ① 会計委員の交代
●例 会 「働き方改革各社の取組みについて」意見交換
●懇親会  ホテルコンソルト（18：00～20：00）

 

2018(平成30)年第1回製品開発委員会例会レポート
運営委員、会計委員の交代

　平成30年度の第一回例会は、今年度も重責を
担う藤川委員長司会で、総会が開かれた。
　総会①の議題は役員改選で、この扉は“天の
岩戸”と言われる、凡人にはとても開けられな
い扉なので、そのまま粛々と今年も委員長は藤
川テクノロール㈱取締役海外部長にお願いする
ことになった。しかし例年と異なり、ユニケミ
カル㈱の神崎社長が、健康に問題ありと医者に
警告されたので会計委員を辞退したいと動議を
出してこられた。健康問題の前には天の岩戸も
なんなく開けられ、動議はやむなく受入れられ
たが、神崎社長は別称；製品開発委員会々議室
のオーナーであり、且つ、誰が次期会計委員を
引受けてくれるか？
　たまたまその日は例会に遅刻していた㈱ノボル
電機製作所の猪奥社長を全員で推薦し、遅れてや
ってきた猪奥社長に会計委員をお願いしたとこ
ろ、快く引受けて貰えたので、動議はすんなりと
決着した（製品開発委員会々議室の名称も共に）。

１．藤川委員長の 2018 年度活動方針
　基本的には前年度を踏襲して「例会」および
「日帰り研修」を中心として、企業経営に役立
つ「講話」「懇話」および「実務セミナー」の
開催をする。講師は外部から招聘すると共に、
メンバーもその役を務める。

２．働き方改革各社の取組みについて
　ドイツの「働き方改革」を例にとると、ドイツ

では短い労働時間で、日本並みの品質を実現でき
ると言われる。しかしドイツ人は日本人のよう
に「もう少しやろう・・・」等といった融通が
ない。一方、決められたことを、決められた時
間内にキチンと処理する。後日要追及。
                   
３．懇親会
　ホテルコンソルト（18：00～20：00）

菊池 清（記）／セン特殊光源
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何度も試飲をおねだりする会員

　梅雨時の合間の珍しくさわやかな晴れ間を狙
い、総勢12名にて京阪電鉄中書島駅に集合し、十
石船にて初夏を満喫後、月桂冠大倉記念館、竹笹
堂を訪問してまいりました。

　中書島を含む京都伏見地域には色々な歴史的文
化財等、多く点在しています。今回、月桂冠大倉
記念館を見学するに当たり、せっかくなので十石
船にて遊覧し、三栖閘門資料館を最初に訪ねまし
た。ここでは豊臣時代からの伏見の役割を勉強い
たしました。元々は秀吉により築かれた伏見城の
城下町として発展し、水運の便の良さから京都と

大阪を結ぶ交通の要衝として栄えていたとのこと
でした。残念ながら明治以降、伏見は交通の要衝
としての機能が失われていきますが、幕末に勤王
の志士たちによって歴史的な舞台になったことが
良く分かりました。

　次に月桂冠大倉記念館を訪れました。素晴らし
い中庭を見学後、展示室を見学しました。ここで
は当時の酒造りの用具、設備を見る事ができま
す。初代大倉治右衛門が酒造りを始めたのは1637
年（江戸時代初期）で、つくられた酒は交通の要
衝であるという地の利を生かして、伏見の酒は全
国に広がっていきます。後、大きなトピックは
1911年（明治44年）に防腐剤なしのビン詰め清酒
の販売を始めたことでしょう。当時、サリチル酸
メチルを防腐剤として使用するのが一般的で、そ
の副作用（最悪、失明する）が大きな社会問題と

●日時：2018年6月13日(水)
●場所：十石船(三栖閘門資料館)、月桂冠大倉記念館、竹笹堂

技術促進委員会「見学会」レポート
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版画刷りに悪戦苦闘する会員①

版画刷りに悪戦苦闘する会員②

会員作

先生作

なっており、これを使用せずに清酒をおいしく長
期間保つ方法としてビン詰めが考えられたとのこ
とです。このように飛躍の前には大きな試練と改
善がなされていることが良くわかります。

　最後に今回のメインである竹笹堂を訪れまし
た。竹笹堂は、木版画工房「竹中木版」（代表取
締役：竹中健司氏）の技術を基盤とし技術普及振
興および技術の伝承等を目的として設立されまし
た。今回は富獄三十六景を例にとり、竹中氏によ
る8刷り（葛飾北斎は8色使用）の実演を観た後、
輪郭の1刷りだけですが見学者全員が実習いたし
ました。1刷りだけでもきれいに出来るかどうか
難しいものでしたが、これを綺麗にずれずにピタ
リと揃えて8刷り行うのは大変技量のいる仕事で
す。実際に聞いたところ、木版は大きく①デザイ

ン、②彫、③刷り、の3つの工程からなります
が、一番難しいのは「刷り」だそうです。多色刷
りの場合、版木をずれないようにそろえなければ
ならない（見当をつける）のですが、年齢を取る
とこれが厳しくなってくるとのことでした。ま
た、昔からの技法、道具を使っているのですが、
やはり同じ技法、道具を使わないと、作品の同じ
風合いは出ないとのことでした。数年前にも行い
ましたが、メンバーによる実証体験があると大い
に盛り上がります。今回も技術の伝承等の色々な
貴重なお話を聞きながらも楽しい見学会となりま
した。

　その後、有志により京都駅前のビアホールにて
懇親会を執り行いました。
　最後になりましたが、お忙しい中、ご対応して
いただきました竹笹堂、竹中様に感謝いたします
と共に月桂冠（株）ならびに竹笹堂の皆様の益々
のご発展とご多幸をお祈り申し上げます。

伊場田晶（記）／旭テック株式会社
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講演中の河村先生。

河村先生からお題を頂いて、席で隣り合った参加者同士で討論させ
られる趣向もあって、ウカウカのんびりしておられなかった。

はじめに
　ORD企画広報部会は人材育成に活か
せる3連続シリーズ講演会の企画を立てま
した。主題はそれぞれ「叱る「謝る」「褒め
る」です。講師には斯界の最先端で活躍し
ている先生方にお願いします。今回はシ
リーズ第一回で、タイトルは「叱る」です。
講師は叱りの達人協会、有限会社ハートプ
ロの代表取締役・河村晴美様です。講師
はメディアの、NHKクローズアップ現代、
読売テレビ、読売新聞、朝日新聞や産経新
聞などに出演、書籍は「そこのあなた、その
自己中マナー、失礼です！（経済界）」、「や
る気をONする「叱り方」（PHP研究所）」
などを執筆しています。河村氏は、加えて
書道家でもあります。

講演会
　講演会の参加者は講師を除いて39名
だったので、会場のかなり広い奥野製薬
本社の4階会議室もほぼ満席になりまし
た。ORD会員以外からは、16名の参加者
がありました。

光る格言
　一度の講演だけで聞き逃すのは勿体な
い、多くの格言がありました。折角なので
幾つかの名言を記録します。

①叱る時には『気』を遣うのでなく、
　『頭』使う

●日  時：2018年9月19日(水)  
●会場＜講演＞奥野製薬工業(株)  本社会議室 4F  大阪市中央区道修町 4-7-10
●講  演：やる気を引き出す『叱り方』
●講  師：叱りの達人協会 (有)ハートプロ、代表取締役･河村晴美
●会場＜懇親会＞上海楼･横堀店  大阪市中央区道修町 4-5-15

人材育成のための「叱る」「謝る」「褒める」
講演シリーズ第１回

人材育成のための「叱る」「謝る」「褒める」
講演シリーズ第１回

ORD講演会レポート
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上海楼･横堀店における懇親会。着物姿の方が講師の河村晴美先生。

　「遣うと使う」の二つの「つかう」を
使っていますが、内容は違います。『気』
は『つまらない気』と書いた方が分かり
易いでしょうか。

②「重箱の隅をつつく」叱りは駄目、
　正解は「一隅を照らすように」叱る
　良い叱りは感謝されると先生は仰って
いました。筆者も重箱の隅をつつくのは
得意ですが、恥ずかしながら、一隅を照
らした経験はない。

③叱ると怒る、の違いを会得する
　英語でも叱るはScold、怒るはAnger
で違います。筆者も直ぐ怒る方なので、心しなけれ
ばならないと反省させられました。

④愚者は体験に学び、賢者は歴史に学ぶ
　体験に学ぶどこが悪いのか迷わされますが、先生
の説明は、実践を繰り返し行うことで経験が積上が
り、自分の型ができて行きます。ただし・・・自分ひ
とりの経験でゼロから一を立ち上げるのは、かなり
の経験がかります。「とにかくやってみよう！」と練習
気分で臨むのは、機会損失。まことにもったいない。
そこは、「先人に学べ」ということで、行動よりも思考
重視でインプットする。これこそが、賢者の勝ち方の
王道です。つまり、他人のケーススタディを取入れ
て、論理構造を組み立てていくのです。自分以外の
成功者のやり方を学習する、そして、大事なことは
「理解できなくてもやる！」です。

　その他に「脱構築」「二項対立」など何処かで聞
いたことがあるような難しい用語に、「これを使わ
ない時のデメリット」「判断根拠を相手にインス
トールする」「君がいないと困る事を示唆する」な
どの言葉もありました。

懇親会
　懇親会々場の上海楼・横堀店は奥野製薬工業
から徒歩1分ほどの近場にある、本格的な中華料
理店です。講師の河村先生も参加してくださいまし
た。テーブルは二つあり、参加者は二手に分かれま
したが、先生は両方の席を巡り、参加者の質問や
独断的意見にも、丁寧に応えてくれたので、本番の
講演会以上に勉強になりました。

菊池 清（記）／セン特殊光源
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新会長 品川隆幸氏 感謝の花束を受けられる元秋山千尋会長

事務局よりお知らせ

　2018.6.19 大阪府異業種交流促進会（IKK）の最後の総会がマイドーム大阪にて開かれました。
そして、旧促進協を母体とした（一社）大阪府異業種連携協議会（ORK）の発足記念大会が開か
れました。旧促進協
秋山会長（㈱友電舎
会長）から新連携協
議会品川会長（㈱シ
ナガワ会長）へバトン
が引き継がれORDと
しても理事として参画
しました。

一般社団法人大阪府異業種連携協議会（ORK）発足

オイスカ関西のつどい 2018

　9月26日から28日までインテックス大阪
にて関西スマートエネルギー Week2018
が開催されORDから㈱村上技研産業様、
非破壊検査㈱様、㈱フジキン様の 3 社が
出展されていました。

関西スマートエネルギーWeek2018

　ネクスタ㈱会長岡崎省三氏が関西支部会長を務めておられる（公財）オ
イスカ関西支部主催の「オイスカ関西のつどい 2018」が 7月29日（日）
大阪交流センターにて開催されました。
　今回は、「日印関係の過去・現在・未来」と題して在阪 / 神戸インド総
領事ワイバワA．タンダレ氏の講演をお聞きしました。
　今回は、インドの鉄道建設に一役買われているORD 会員の㈱巴製作の
皆様もご参加されていました。

※オイスカ　世界 36 各国で人づくり、森作り、国づくりの活動を行っている国連諮
　問機関ジェネラルの資格を持つNGOです。




