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総会開催にあたり挨拶をするORD奥野代表幹事。

平成28年度委員会活動の抱負を発表する、
左：藤川製品開発委員長と、右：伊場田技術促進委員長

　1986（昭和61）年に大阪府下の中小企業と中堅
企業185社が、大阪府やその他機関の支援を受け、
当時はまだ珍しかったベンチャー企業の異業種交
流企業集団を結成しました。平成28年の今年は、
そのORDの創立30周年に当たります。創立30周
年の記念式典はANAクラウンプラザホテル大阪で
総会と共に催されました。総会と記念式典につい
てこのORDニュースで報告致します。

総　会
　13：00時丁度に“万葉西の間”で奥野代表幹事
の挨拶で、平成28年度の総会が始まりました。今年
のORDマネージメントを担う「幹事会」「企画広報部
会」の詳しい活動内容と総会ついては「大阪府研
究開発型企業振興会（ORD）平成28年度総会」
の資料をご参照ください。

開  催  日
会　  場
　　　　

基調講演
　講  師

　演　題

　祝　宴

　

　余　興

総会と30周年式典のプログラム

　　　　

1．総　会

2．ORD 30周年記念式典   ＜万葉東の間＞

　
　　　　　
　　

2016（平成28）年6月14日
ANAクラウンプラザホテル大阪
大阪市北区堂島浜1-3-1
13:00 ～ 14:30　＜万葉西の間＞
15:00 ～ 16:30　＜万葉西の間＞
田辺三菱製薬(株)
代表取締役会長　土屋裕弘様
医薬産業の現状と将来

17:00 ～ 19:00
奥野代表幹事開会挨拶、
来賓紹介、来賓祝辞、
大阪府表賞状受領
奥野バンド & フラッシュモブ　 　ORDには全体行事を担う部会以外に、二つの委

員会「技術促進委員会」と「製品開発委員会」
があります。総会では両委員長が年間の活動に対
する抱負を述べることが恒例です。総会には大阪
府やその他諸機関から御来賓を多くお迎えしました。
　総会には大阪府商工労働部中小企業支援室商
業サービス産業課々長・大西様、同新事業創造グル
ープ統括主査･久保様にご出席頂きました。

編集：企画広報部会 事務局：〒538-0044　大阪市鶴見区放出東１丁目１０番２５号（奥野製薬工業（株） 企画開発部内）
　　　   TEL 06－6961－0886　FAX 06－6963－0740　E-mail info@ord.gr.jp　URL http://www.ord.gr.jp
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平成28年総会報告と30周年記念式典平成28年総会報告と30周年記念式典
大阪府研究開発型企業振興会(ORD)



写真右から、講演者の土屋会長、秘書の初田主幹、
ORD･森下新和商事社長、山本府大、経済学部長（来賓）。

左上：講演者･土屋会長と
下：講演スライドの一例、“田辺三菱製薬の産学連携”
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（株）フダイ及び大阪府立大様のご出展、
どうも有難うございました。

ポスターセッションタイム

左：乾杯の音頭をとる異業種交流促進協･秋山会長。
右：中締め挨拶を述べる、ネクスタ（株）　岡崎会長。

基調講演
　ORDは色々な機会をとらえて各界有識者をお呼
びして講演を催して会員企業やその他業界に貢献
しています。今回の総会には、田辺三菱製薬（株）
代表取締役会長･土屋裕弘（みひろ）様に基調講
演をお願いしました。

　基調講演の題は前ページ写
真の“平成28年度ORD総会”
のバンナー横に小さく見える“医
薬品産業の現状と将来”です。
大変示唆に富んで有意義なお

話でした。
誌 面の都
合で詳しく
お伝えでき
ないのが残
念です。

30周年式典
　夕方 5 時からいよいよ30 周年の式典が始まりま
した。以下に思い出多い過去の記念式典を紹介
します。
1986（昭和 61）年 2月：設立総会
　　　　　　　　（ホテルニューコクサイ）
1992（平成 4）年 2月： 5周年記念式典
　　　　　　　　（ロイヤルホテル）
1996（平成 8）年 11月： 10 周年記念式典
　　　　　　　　（大阪コクサイホテル）
2006（平成 18）年 7月： 20 周年記念式典
　　　　　　　　（ホテルシティープラザ大阪）
今回の記念式典の会場は「ANAクラウンプラザホ
テル大阪」です。

　いつもの通り代表幹事･奥野社
長の挨拶から始まり、多くの御来
賓の挨拶や今回多くの御来賓の挨拶や今回は特別
に大阪府から感謝状も授与され、奥野代表幹事が大
西大阪府商工労働部課長様から表賞状を受領しま
した（写真上）。

ポスターセッション
　研究開発型企業振興会（ORD）の真面目な遺
伝子が働いて、記念式典を単なる祝宴に終わらせな
いため、有志企業と研究所や大学の協力を得て、ポ
スターセッションを設けました。外部から協力して頂い
たのは、府立産業技術研究所と（株）フダイでした。
　

　下の写真にもみられるように、中々活気があるポス
ターセッションでしたが、少しセッションタイムが少なか
った様に思はれます。特に産技研やフダイの皆さん
には物足らなかったのではないでしょうか。有意義な
行事なのでこれからも続けられるように、一工夫欲し
い所です。
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奥野バンドのボーカルズ 奥野バンドの楽器グループと奥野リーダー

音合せ中の奥野リーダーの真剣な顔

音合わせが巧くいってご機嫌の奥野リーダー。

奥野バンドのトーンが突然変わって、しかも知らない人たちが
踊りだした。みんなあっけにとられました。

余興Ⅰ：奥野バンド（カサブランカ）
　ORD30 周年記念式典の余興は気合が入ってい
ました。まず奥野バンドはプロをしのぐ腕前で聞か
せてくれました。式典が始まる前からリハーサルに
も早い時間からホテルで取組んでいたので、人前で
の公演と云うのは大変なのですね。
　ところで今回の余興に、計画に関与したほとんど
の企画広報部員も知らなかった、新しい趣向が盛り
込まれました。

余興Ⅱ：フラッシュモブ
　それが“フラッシュモブ”と呼ばれる新しい
催しです。企画を進める間、企画広報部員にも
厳しい箝口令が敷かれましたが、新企画の主旨
はサプライズにあるからです。サプライズには
二つのタネ（仕掛け）があります。一つは“突

然始まる”こと、二つ目は“自分たちが知って
いる仲間が主役であったのか”とのサプライズ
です。今回の一つ目のネタは、先の演奏をしていた
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知らない人だけが踊っていると思ったら、
事務局長も踊っている！ナンダ！

奥野バンドのトーンが変わり、違った曲に変わったこ
とです。同時に知らない人や給仕をしていた人達
が踊りだしました。
　当日の「万葉東の間」には式典参加者とホテル
関係者を含めて70 人強が参加していたが、その中
の 10 人強の人が突然踊りだせば誰でも驚きます。

しかもその中にORDメンバーも加わっていることを
知ると、何事かと二度驚かされます。企画広報部
会でも初めての経験でした。皆様お気に召しました
でしょうか。
　とにかくお蔭様で30 周年の記念式典は終わりまし
た。また40 周年には皆様と元気にお会いしましょう。
　　　　　　 菊池清（記）／セン特殊光源（株）
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ユニケミカル（株）  神崎社長 2016（平28）年のORD30周年
総会の場で、製品開発委員会の
活動方針と抱負を宣言する
藤川製品開発委員長。

　製品開発委員会の2016（平28）年初年度の第1回例
会が、新大阪駅近くの通称、製品開発委員会々議室で
開催されました。初めに当委員会が大きな顔をして“製
品開発委員会々議室”と言えるのは、ユニケミカル(株)・
神崎社長のご厚意のお蔭であります。新年度が始まる
にあたって、改めてお礼を申し上げます。

1． 運営委員の改選
　新年度が始まるときに避けて通れないことが運営委
員の改選です。特に委員長の選任が唯一と言っていい
難問です。政治家の世界は不思議です。なり手がいな
いと言った珍事は聞いたことがありません。わが製品開
発委員会の運営委員選任も紆余曲折がありましたが、
委員全員の強い懇願で、今年度も藤川委員長に引続き
継いで頂くことで納まりました。委員長が決まれば後はさ
ほどの紛糾なく、他の二運営委員も引継ぎと言うことで、
2016年度の運営委員選任議題は目出度く終了し、下記
の通りまとまりました。

2． 2016年度「製品開発委員長･活動方針」
　委員長談：2015年度は会員総数12社で運営推進し

て参りました。本年の活動方針の考え方としては、基本的
には前年度を踏襲して、「例会」及び「日帰り研修」を中
心とし、「一泊研修」は昨年同様中止します。その分昨年
同様「日帰り研修」の内容の充実化を図ると共に、企業
経営に役立つ「講演」「懇話」「実務セミナー」を実施し
たいと考えております。更に「技術促進委員会」や他の異
業種グループ、例えば当製品開発委員会の例会にも参
加実績のある「特定非営利活動法人・プラザ」との交流
促進も考えております。メンバーは企業のトップ及び幹部
クラスの集まりですので、企業運営における体験談（特に
失敗事例、後継者問題、技術継承問題、社員教育等）に
ついて発表・披露いただき、前年度以上に会員相互の活
性化を深めることが出来ればと考えています。事務局と
は意見及び情報の共有化に勉め、ORD本部と一体化を
強めORDの推進発展に尽力できればと願っております。

3． 懇親会
　今回は魚匠・銀平が直営する海鮮･魚介料理の「ぐ
あん」で懇親会を開きました。場所は北新地と言った方
が分かり易い所です。　　　　　　　
　さすが魚匠「銀平」の直営店だけあって、魚の質は
抜群で良い店でした。鮪がこんなに旨いとは知りません
でした。魚が良ければお酒も旨くなるものです。ぜひ皆さ
んにもお勧めしたい名店です。
　　　　　　　　　　 菊池清（記）/セン特殊光源

平成28年度第1回ORD製品開発委員会 R0

総会と例会
1．日　時：2016年4月20日(水)　午後3時～5:30時
2．場　所：ユニケミカル(株)、第7地産ビル, 2F, 203号室、通称：製品開発委会議室
3．総　会：議題①　平成28年度運営委員の選任
　　　　　　 議題②　平成27年、28年度の活動及び予算の決算及び案の報告
4．例　会：製品開発委員会の2016年運営方針の討議
5．懇親会：午後6時～8時、場所「ぐあん」大阪市北区堂島2-1-31　京阪堂島ビル1F

平成28年度第1回ORD製品開発委員会 R0

総会と例会
平成28年度第1回ORD製品開発委員会 R0

総会と例会

　　　　　2016年度新役員
委 員 長　
副委員長
会　　計

： 藤川儀夫、テクノロール（株）　
： 菊池　清、セン特殊光源（株）
： 神崎吉夫、ユニケミカル（株）
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●日時：2016年6月23日（木）　●場所：(株)ダイフク「日に新た館」、近江八幡散策

技術促進委員会「見学会」レポート

　さわやかとは言い難い梅雨の空模様の中、総勢12
名にてJR大阪駅前旧中央郵便局前に集合し、株式会
社ダイフク様滋賀事業所内「日に新た館」を目指して
出発しました。
　ご高尚の方も多いと思いますが、マテハン・ロジス
ティックスの最大手の(株)ダイフク様の社是は「日に
新た」で、これを施設名に冠した「日に新た館」は、最
新のマテハン・ロジスティックスの総合展示場でありま
す。元々、顧客への説明のために22年前に設立したとの
ことで、その名の通り展示物は一年に一度更新し最新
のものが展示され、実稼働しております。来場者数は年
間2万人にものぼり、顧客だけではなく、我々のような異
業種の勉強会等でも利用されているとのことです。

　最初に1Fのフロアにて、シアターで会社概要のビデ
オを見た後、自動車組み立てラインを見学しました。一
般には、物流というと自動倉庫のような保管・管理シス
テムをイメージしがちですが、(株)ダイフク様の自動車
組み立てラインは自動車業界では最大手で相当な競争
力を持っておられます。実際に自動車のボディにエンジ
ン、部品などが組みつけられる混流生産の実稼働の様
子は圧巻でした。次に、最新の保管・管理システムを
見学しました。大きく分けて、パレット系とケース系に
分かれるのですが、どちらにしても、いかに早く、荷崩
れなく、安全に入出庫を行うかがポイントのようで、方
向や荷物の種類にもよりますが、速いものでは300m/
分にもなるとのことでした。これもまた、実際に稼働さ
せていただいたのですが、「よく荷物がパレットから飛
び出ないなぁ。」とただただ感嘆するのみでした。
　2Fのフロアに上がり、最初に物流什器等を見せてい
ただきました。什器といっても色々な工夫がなされてお
り勉強になりました。次にピッキングシステムを見学しま
した。いかに作業者がミスを起こさないようにするか、
またミスを発見するかに重点を置かれているようで、実
際にORDのメンバーが作業者となり体験させていただ

きました。また、(株)ダイフク様の隠れた主軸商品とし
て洗車機があります。最近の洗車機は、いかに自動車
に傷をつけないかが重要とのことで、そのノウハウはお
く部会物のようでした。最後に、3Fのフロアにてロジス
ティック関連の商品を見学しました。
　見学時間が2時間もあり、マテハン・ロジスティックスの
世界を十分に堪能いたしました。やはり、このような大き
なものが稼働する工場見学は迫力があり、異業種である
我々にとっても理解しやすく、大変勉強になりました。
　昼食は、少し遅くなりましたが、近江八幡まで戻り、
近江牛に舌鼓を打ちました。

　午前中は雨がパラついていましたが、ORDメンバー
の日頃の行いが良いのか昼からは青空が広がり、2漕
に分かれて近江八幡堀めぐりを堪能いたしました。堀
めぐりしている間、船頭さんから、近江の歴史、撮影ウ
ラ話（ロケでよく使われている）、昨今の琵琶湖の環境
変化等、雑多な話ではありましたが、現地で体験しな
ければ知らなかったであろう興味深いお話を聞くこと
ができました。

　帰りは渋滞もなく、スムーズに帰阪することができ、
6時過ぎに大阪駅にて解散となりました。
　最後になりましたが、お忙しい中、ご説明していただ
きました村上取締役様をはじめ、ご対応していただき
ました皆々様に感謝いたしますと共に、株式会社ダイフ
クならびに株式会社日に新た館の皆様の益々のご発
展とご多幸祈り申し上げます。
　　　　　　　　     伊場田晶（記）/旭テック（株）



写真1．総会の開会挨拶をする奥野代表幹事。 写真2．30周年記念式典は踊る大会？
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　製品開発委員会の新しい運営委員が4月24日の第1
回例会で決まり、ORDの30周年記念式典が6月14日に
ANAクラウンプラザホテル大阪で催され、一息ついたと
ころで製品開発委員会の第2回例会が開かれました。

1． ORD30周年総会概要報告
　製品開発委員会第2回例会の出席者全員がORD
総会に出席した訳ではないので、最初に佐藤事務局
長が6月14日のORD総会の概要を報告しました。30周
年における総会と記念式典については、事務局が撮
影したCD-RをORD関係者全員に配布したので、画
像やビデオで見ることができます。また近く発行される
ORDニュースでも取上げられています。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　
2． 日帰り研修訪問先の再確認
　昨年の日帰り研修は神戸ポートピアにある、“理研”
を訪れ、その後に極東開発工業（株）三木工場を見
学する計画でした。昨年は運悪く台風が行事当日に

兵庫県を直撃しました。そのため訪問先の“理研”が
心配して、計画が中止になった経緯があります。今例
会で熟慮を重ねた結果、昨年と全く同じ所を日帰り研
修することに決まりました。

3． 会員各社の自由発表
　藤川委員長の始めの計画は、神鋼環境ソリューシ
ョンの幹部の講話を聴くことでしたが、講師の都合で
おいで頂くことが出来なくなったので、急遽“会員各社
の自由発表”に計画が変わりました。各社の有益な報
告がありましたが、誌面の制限もあり、守秘義務に抵
触することも多々あったので、全部省略します。

懇親会
　テクノロールの東 友美海外営業部員が、2年ぶり
に参加してくれたので、華やいだ楽しい懇親会になり
ました。　　　　　
　　　　　　　　　　 菊池清（記）/セン特殊光源

平成28年度第2回ORD製品開発委員会例会 R0

1．日　時：2016年7月6日(水)　3:00PM～5:30PM

2．場　所：ユニケミカル(株)、第7地産ビル, 2F, 203号室、通称：製品開発委会議室

3．例　会： ①ORD（6月14日）総会概要報告；佐藤事務局長

　        　　  ②製品開発委員会、日帰り研修訪問先の再確認

　　　　　   ③会員各社の自由発表　　　

4．懇親会：午後6:00～8:00、会場：“桜阪”　 大阪市淀川区西中島3-23-9

平成28年度第2回ORD製品開発委員会例会 R0平成28年度第2回ORD製品開発委員会例会 R0
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会員企業　㈱アテックス（浅野公平社長）様が「はばたく
中小企業・小規模事業者300社」の技術技能部門で経済
産業大臣より選定表彰されました。
おめでとうございます。

事務局よりお知らせ

　東京ビックサイト開催された「JPCA Show 2016」に当会からニッタ㈱様と奥野製薬㈱様が出展され
ておられました。

JPCA Show 2016(第46回国際電子回路産業展) 2016.6.1 ～ 3

　東京ビッグサイトで開催された「第20回機械要素技術展」に㈱巴製作所様、大阪油化工業㈱様、奥
野製薬工業様、大阪府商工労働部ものづくり支援室様（写真なし）が出展されておられました。

第20回機械要素技術展 2016.6.22 ～ 24

会員企業展示会報告
会員企業様が出品され事務局が訪問できた展示会を報告させていただきます。


