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○当工業会は平成２８年５月に創立５０周年を迎えました。 

  記念式典、祝賀会 多くの方にご列席頂きありがとうございました。 

○国内工場見学会のご案内を掲載しています。是非お申込下さい。 

○技術セミナーは申込用紙にご記入頂いて高度ポリテクへ直接お申し込み下さい。 

〇創立５０周年を機に「会員パートナー宣言」を発表いたしました。（裏表紙） 

一般社団法人 大阪金属プレス工業会 

http://www.omsa.or.jp/ 
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本日、一般社団法人大阪金属プレス工業会が、創立五十周年を迎えるに当たり、日

頃何かとご支援ご協力を賜っております関係行政機関をはじめ、一般社団法人日本金

属プレス工業協会、全国各地区工業会並びに関連業界諸団体の御来賓の皆様方、さ

らには会員各位の皆様方にはお忙しい中多数ご列席を頂き盛大に創立五十周年記念

式典を催すことが出来ます事に心より厚く御礼申し上げます。 

 

さて、創立当時を振り返りますと戦後二十年が過ぎ、我が国の経済は丁度、高度成長

を遂げる途上にありました。しかしながら、当時大阪の金属プレス業界には、きちっとした

正式な組織がございませんでした。 

そうした中、我々の先輩達が業界発展の為、血のにじむ努力をされ、昭和三十八年近畿

プレス工業会としてスタートし、昭和四十一年に大阪府プレス工業会を設立。昭和四十

二年に近代化促進法の業種指定を受け、昭和四十九年まで近代化目標達成に向けて

活動を続け業界の近代化を大きく進展させました。 

 

又、昭和四十五年労働省より業界の働きかけにより、金属プレス技能検定試験が開始

され、実技試験実施団体として、今日迄四十六年間にわたり、技能向上と安全作業等に

大きく貢献することが出来ました。更に昭和四十八年にはプレス金型製作技能検定試験

が始まり、実技試験実施団体として現在迄、四十三年間にわたり活動を続けております。 

 

昭和五十六年には構造改善事業開始、昭和五十八年には次代を担う青年部会が創

設、昭和六十年には第一回プレス安全大会開催、昭和六十三年にはパリにおいてのプ

レス国際会議に参加。この間、二度にわたるオイルショック、ドルショック・バブル経済の崩

壊、国内空洞化、海外生産シフトと様々な環境の変化がありました。 

 

 

又、その後も金融危機による金融業界の再編、リーマンショック、さらには、平成六年

一月に発生した阪神淡路大震災や平成二十三年三月に発生した東日本大震災、今年

式 辞 
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四月には熊本を震源地とする大地震など、自然災害にも見舞われました。しかし、このよ

うな経済危機や自然災害も全国民や政界、経済界が一丸となって乗り越えることが出来

ました。 

 

そのような中、公益法人改革に対応し大阪金属プレス工業会は平成二十五年七月三

十日に一般社団法人に移行しました。 

この様に、我々を取り巻く環境も時代により大きく変化しましたが、当工業会も将来に

向け、より魅力ある充実した事業、会員の皆様に喜ばれるメニューをさらに策定して参る

所存でございます。 

 

最近の事例として一部ご紹介しますと、委員会から提案された事業計画案に基づき、

過去には活発に行われておりました国内外の工場視察の再開、会員増強の為の又、受

注獲得の為のホームページのリニュアル、関連諸団体様とのコラボによる独自の社員教

育セミナー・技術向上セミナー等々を実施致しました。 

 

今後更に人材育成・社員教育・技術向上・関連業界団体様との共同セミナーの拡充・

ＣＳＲの普及・取引慣行の改善・受注情報の拡充等々に対応した新事業に挑戦して参る

つもりでございます。 

 

業界を取り巻く経済環境は依然として厳しいものがございますが、「大阪金属プレス工

業会に入っていて良かった」と思って頂ける様、更に努力して参ります。 

 

最後になりますが、五十周年を迎えるに当たり、理事会で取りまとめました将来ビジョン

をご紹介したいと思います。 

『会員の皆様を「守り育てる」会員の皆様と一緒に「未来をつなぐ」』これを合言葉に、

会員一同一致団結して更なる五十年に向けて力強いスタートを切りたいと思います。 

 

関係各位におかれましては、どうか五十周年以降におきましても、これまで以上のご支

援ご協力を賜ります様お願い申し上げまして式辞とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

 

 

          一般社団法人  大阪金属プレス工業会  

                      代表理事  夏山享啓  
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 平成２８年５月２６日（木）リーガロイヤルホテル「桂の間」にて一般社団法人大阪金属プレス工業会

の創立５０周年記念式典を開催致しました。ご来賓と会員合せて約１００名にご列席頂きました。 

   

 ５０周年事業の実行委員長であり業務執行理事の東潤一郎の開会宣言の後、代表理事の夏山享啓が式辞

を述べ、５０年の歴史を振り返ると共に今後に向けた決意、そして最後に『会員の皆様を「守り育てる」、

会員の皆様と一緒に「未来につなぐ」』とする会員パートナー宣言を力強く宣言致しました。 

この後、50周年記念表彰式が行われ、大阪府知事表彰に濱田プレス工藝㈱の濵田惠氏ほか 4人、永年会

員表彰に㈱カサタニほか 9社に表彰状と記念品が贈られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創 立 ５０ 周 年 記 念 式 典 

   

 

開会宣言   東潤一郎 実行委員長   

 

大阪府知事表彰 役員表彰 濵田 惠 氏 

  

大阪府知事表彰 役員表彰 多田 修 氏 大阪府知事表彰 役員表彰 山口登志夫 氏 
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大阪府知事表彰 役員表彰 東 潤一郎 氏 

  

大阪府知事表彰 役員表彰 西村 哲也 氏 

 

永年会員表彰 株式会社 カサタニ 様 

 

永年会員表彰 昭栄金属工業 株式会社 様 

 

永年会員表彰 株式会社 ニシムラ 様 

 

永年会員表彰 株式会社 西村技研 様 

 

永年会員表彰 日建ラス工業 株式会社 様 

 

永年会員表彰 理工相互 株式会社 様 
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 表彰式の後には多数ご臨席頂きました御来賓を代表して、近畿経済産業局、大阪府商工労働部、自由民

主党衆議院議員 左藤 章様にご祝辞を頂戴いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

近畿経済産業局 産業部次長 丸山 力 様 ご祝辞 

 

自由民主党衆議院議員 左藤 章 様 ご祝辞 

永年会員表彰 萩原鋼業 株式会社 様 永年会員表彰 八田工業 株式会社 様 

 

大阪府商工労働部 課長 楠本 忠範 様 ご祝辞 
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 平成２８年５月２６日（木）リーガロイヤルホテル「桐の間」にて一般社団法人大阪金属プレス工業会

の創立５０周年祝賀会を開催致しました。オープニングは祝太鼓が鳴り響き祝宴の始まりを盛り上げ、 

宮永憲一 業務執行理事の開宴のご挨拶に続いて、日本金属プレス工業協会 小林暢比古 会長にご祝辞を頂

戴致しました。そして佐藤進 業務執行理事の力強い乾杯のご発声で祝宴が開始されました。 

 多くの御来賓の皆様、会員の皆様と楽しいひと時を過ごし、閉宴のご挨拶は当会青年部会の田渕善隆   

会長による一本締めにて閉宴となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創 立 ５０ 周 年 祝 賀 会 

 

創立５０周年祝賀会 会場風景 

 

オープニング 祝太鼓  

  

  

オープニング 祝太鼓  オープニング 祝太鼓  

宮永憲一 業務執行理事 開宴のご挨拶 小林暢比古 日本金属プレス工業協会 会長ご祝辞 
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佐藤 進 業務執行理事 乾杯のご発声 

 

 

田渕善隆 青年部会会長 閉宴のご挨拶 

 

乾  杯 

一本締め 

創 立 ５０ 周 年 記 念 ゴ ル フ コ ン ペ 

 

平成２８年５月２８日（土）鳴尾

ゴルフ倶楽部にて２２名の方が参

加されて、創立５０周年記念ゴル

フコンペが開催されました。 

優勝は笠谷昌宏様（㈱カサタニ）、  

準優勝は吉田夛佳志様（大東プレ

ス工業㈱）でした。 
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 （一社）大阪金属プレス工業会の第２回目（公式）海外視察ツアーを行いました。訪問先は東南アジア

の中でも注目著しいベトナム、ハノイ周辺の企業を視察しました。 

日  程：２０１６年３月２日～５日    参加者：８名 

 行  程：３月２日 ＡＭ 出発 ― ＰＭ ベトナム ハノイに到着 

           ＰＭ ジェトロ ハノイ事務所を訪問 

      ３月３日 ＡＭ KYOEI MANUFACTURING VIENAM CO.,LTD. 訪問 

（日系子会社、親会社は静岡県「株式会社協栄製作所」） 

        〃  ＡＭ MINH QUANG INDUSTRIAL AND TRADE CO.,LTD. 訪問  

              （現地ローカル企業） 

        〃  ＰＭ CHIYODA VIETNAM CO.,LTD. 訪問 

（日系１００％外資企業、親会社は愛知県「チヨダ工業株式会社」） 

      ３月４日 ＡＭ MANH QUANG MECHANICS CO.,LTD. 訪問 

              （現地ローカル企業） 

        〃  ＡＭ 3A MECHANIC CO.,LTD. 訪問  （現地ローカル企業） 

        〃  ＰＭ THANG LONG METAL WARES JOINT STOK CO.,LTD. 訪問 

（ベトナム国営企業、日本企業と合弁会社を設立して同じ敷地内で操業） 

        〃  ＰＭ ベトナム ハノイを出発 

      ３月５日 ＡＭ 日本に帰国 

 内  容：上記のとおり過密スケジュールのなか精力的に視察を行いました。１社当日になり見学ＮＧ

のハプニングもありましたが、見学先はいずれもレベルの高い企業でした。発展目覚ましい

ベトナム企業の現状が把握でき、大変内容の充実した視察ツアーでした。 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナム ハノイ周辺工場視察ツアー 

 

 

ジェトロ ハノイ事務所にて 
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委員会、開催日時、場所 内  容 参加者 写  真 

第５回 総務・経営委員会 

3月 11日 18時 

たかつガーデン 

・ベトナム視察報告 

・次回の国内見学会 

・新規ＨＰについて 

・50周年のビジョン 

・セミナー紹介 

・ゴフフコンペ 

11名 

 

第７回 理事会 

3月 24日 18時 

たかつガーデン 

・H27会員異動状況 

・H27決算予測、事業報告 

・H28 予算関連審議（技能検

定報奨金、旅費規定） 

・50周年事業の進捗状況 

 （ビジョンについて） 

15名 

 

第２回 安全・技術委員会 

3月 29日 18時 

工業記事務局 

・後期技能検定結果 

・H28前期技能検定予定 

・H27事業報告 

・H28 事業計画、セミナーの

実施予定など 

5名 

 

第８回 理事会 

4月 27日 18時 

たかつガーデン 

・H27事業報告 

・H27収支決算報告 

・H28事業計画（案） 

・H28収支予算（案） 

・50周年事業の進捗報告 

・工業会のビジョン 

14名 

 

※参加者名簿、内容の詳細は当会ＨＰの事業報告ページに記載の議事録をご覧下さい。 

理事会・委員会 報告 
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＜青年部 ３月例会（意見・情報交換会）＞ 

日 時：３月３０日（月）18：30 

場 所：工業会事務所 

出席者：萩原圭祐（萩原鋼業㈱） 

田渕善隆（㈱田渕製作所） 

佐々木徹也（佐々木工業㈱） 

佐藤大記（シンコーエステック㈱） 

榎本康広（㈱榎本金属製作所） 

中辻将喜（㈱大喜金属製作所） 

      榎本直裕（㈱津村製作所） （青年部７名） 

      安井賢治（事務局顧問）、中西順也（親会事務局） 

議事内容：各自会社の状況報告と抱えている問題などを報告して意見交換など。 

工業会で話題の創立５０周年に向けたビジョン、スローガンについての意見交換など。 

 

 

 

＜青年部 ４月例会（総会）＞ 

日 時：４月２５日（水）18：30 

場 所：工業会事務所 

出席者：橋本達也（㈱関西プレック） 

萩原圭祐（萩原鋼業㈱） 

田渕善隆（㈱田渕製作所） 

新垣厚広（コーシン金属工業所） 

佐々木徹也（佐々木工業㈱） 

佐藤大記（シンコーエステック㈱） 

中辻将喜（㈱大喜金属製作所） 

      （青年部 ７名） 

      中西順也（親会事務局） 

 

議事内容：平成 27年度活動報告及び収支決算報告が萩原青年部会長からありました。次に H28年度の 

役員選出があり、会長に田渕善隆氏、副会長に佐藤大記氏と中辻将喜氏、総務幹事に萩原圭祐氏の

４名が選出され、異議なく承認されました。最後に H28 年度事業計画及び収支予算について、田渕善

隆会長（H28）から説明がありました。 

青年部 活動報告 

 

 

青年部会長のバトンタッチ 
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平成 28 年６月 20 日 

 

一般社団法人 大阪金属プレス工業会 

平成 28 年夏の国内工場見学会 

 

大阪金属プレス工業会 

                                                          総務・経営委員会 委員長   林 秀昭 

                                                     副委員長 関 健一 

 

拝啓 

初夏の候、時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

さて、昨年度は大阪金属プレス工業会主催で「国内工場見学会」を開催し、経営者及び社員の多くの方々

にご参加いただき、また内容も充実したもので好評を得る事が出来ました。 

今年も引き続き、当工業会で国内工場見学会を開催致しますので、会員企業様の多くのご参加をお待ち

しております。 

 

敬具 

記 

 

◎日程：平成 28 年 7 月 28 日（木曜日） 

 

◎見学先：①株式会社エクセディ奈良様 

       株式会社エクセディの関係会社です。 

       奈良県大和郡山市額田部寺町 68 番地 

        

②明星金属工業株式会社様 

  大阪金属プレス工業会会員 上田産業株式会社様の関係会社です。 

   大阪府大東市野崎 4-5-12 

    

◎募集人数：先着 20 名 1 社最大 2 名まで 

◎参 加 費：5,000 円（昼食付き）  当日に徴収致します。 

◎集合場所：上本町六丁目 たかつガーデン西側 

 

◎タイムスケジュール（貸切バスに移動） 

9:00 集合、出発 上本町 

9;45 株式会社エクセディ奈良様見学            【11:30 出発】 

        移動 昼食 

13:30 明星金属工業株式会社様見学             【15:30 出発】 

16:15 上本町着 
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【訪問先のご紹介】 

株式会社エクセディ奈良 

  株式会社エクセディの関係会社でプレス部品製造 

株式会社エクセディ 

クラッチ、トルクコンバータ部品(自動変速装置用製品)の専門メーカーとして 60 年以上の歴

史、そして 24 ヶ国に工場や営業拠点、関連会社 43 社、連結従業員数 17,000 人を超えるグ

ローバル企業として高品質な製品を世界各地で提供。 

 

「Focus on Basics 基本(原点)に戻ろう」をスローガンに掲げ、グループ全従業員が基本に

焦点をあてて「現地・現物」を確認し、「業務の背景が何であるか、何を目的に行うのか」を

しっかり理解して、業務に取り組む活動を進める。 

ものづくりの基本である安全⇒品質⇒ドンピシャ※⇒コストの順位付ける。 

５Ｓ活動を徹底的に行なわれ「ピカピカ」が合言葉 

（※ドンピシャ＝調達から出荷まで、ものづくりすべての工程において「必要なものを必要

な時に必要な分だけ」を浸透させるエクセディグループの全社活動） 

  明星金属株式会社 

     業種：自動車用大型プレス金型設計製作造 

代表取締役 上田幸司 

従業員数 約 140 名 

見学内容：３Ｄ金型設計、CAE 解析３Ｄシミュレーションの取組み  

 

戦後まもない昭和 25年に、アルミニウムを原材料とする家庭用諸金物及び建築用金具

の生産販売により設立。  

その後、プレス金型部門を新たに発足させる。自動車メーカーの金型の漸次需要の

伸長に伴い、大型化、高精度化に応答し、工場を増築し新型機械設備を導入。  

他社に先駆け、3D ＣＡＤ/ＣＡＭシステムを導入。  

    更には、プレス製品の高精度化・短納期化に対応するため、いち早く成形シミュレーション

技術を推進する革新的企業。  

 

                参加申込み       7 月 8 日申込み締め切り 

大阪金属プレス工業会事務局行き  FAX：06-6762-7633 

 

お会社名                     

  

お役職           お名前                    

 

お役職           お名前                    



 

はじめてのプレス金型 
 

－「金型構造と各種金型部品を知ろう」－ 
 

本セミナーは、プレス金型の構造等について理解を深めることを目的としまして、プレス加工のしくみに

はじまり、せん断、曲げ、絞り加工等の各プレス加工の基礎知識、金型に求められる機能、金型を構成する

部品に関する知識を習得します。 

プレス加工業に携わるようになって間もない方や、プレス加工現場をサポートする仕事に携わる方等に

ご受講をお勧めいたします。 
 

主な内容 

Ⅰ プレス加工とは 

 （１）プレス加工のしくみ 

 （２）プレス加工材料の特性 

 （３）プレス加工の特徴 

Ⅱ 各種プレス加工法 

 （１）せん断加工  

 （２）曲げ加工  

 （３）絞り加工 

Ⅲ プレス金型 

（１）金型の種類 

（２）金型各部の機能と構造 

（３）加工法別の金型構造 

（４）金型製図 

（５）金型と安全 

Ⅳ まとめ 

日 

 

時 

岡山 ７月１２日（火）  東京 ８月５日（金） 大阪 ９月２日（金） 愛知 ９月２１日（水） 

全会場  ９：２０～１６：２０ （会場受付：９：１０～） 

対 象 者 プレス加工業従事者（入社1～3年程度の方） 

参 加 費 会 員 ４,０００円  一 般 ８,０００円 定 員 各会場４０名（先着順） 

講   師 松下 博彦  (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 高度ポリテクセンター  

主   催 

高度ポリテクセンター 

一般社団法人日本金属プレス工業協会 

一般社団法人日本金型工業会 

会 

 

 

 

場 

岡 山 
中国職業能力開発大学校（中国能開大） 
岡山県倉敷市玉島長尾1242-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

東 京 
すみだ産業会館 （会議室 ４） 

東京都墨田区江東橋3丁目9-10 

大 阪 
新大阪丸ビル（新館＿５０９号） 

大阪市東淀川区東中島1丁目18番27号 

愛 知 
愛知県産業労働センター（ウインクあいち_1107室） 

愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度セミナーのご案内 

岡山会場 

愛知会場 大阪会場 東京会場 
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参 加 申 込 書（平成２８年度） 
 

  （一般社団法人日本金属プレス工業協会）                         平成  年  月  日 

 セミナーについて、次のとおり申し込みます。 

セミナー名 はじめてのプレス金型－「金型構造と各種金型部品を知ろう」－ 
 

企業名 

 

 所属団体 

（✓して

ください） 

□(一社)日本金属プレス工業協会 

□(一社)日本金型工業会 

□一般（上記以外、不明） 

所 在 地 
〒 

 

連 絡 先 

TEL 

 

FAX 

E-mail 

 

ふりがな 部署名 

申込者氏名 

 

 

参加者氏名 部 署 名 

ご希望の会場に○をご記入ください。 
7/12（火） 

岡山 
8/5（金） 

東京 
9/2（金） 

大阪 
9/21（水） 

愛知 

      

      

      

      

お申込み、キャンセル、受講者変更は、ＦＡＸ（０４３－２９６－２５８５）または、メール

jigyo-ka@adv-pc.jpでお願いします。 
 

※注１ 受付は先着順とし、定員になりしだい、締切とさせていただきます。 

※注２ 受講票と受講料振り込みのご案内は、開催の約１か月前に高度ポリテクセンターより送付いたし

ます。（お手元に届かない場合は、高度ポリテクセンターにご一報ください） 

※注３ 受講料は、本講座開催の３日前までにお振り込みください。 

※注４ １コースあたり５名様以上のお申込みをされる際は、申込書をコピーしてご利用ください。 

※注５ 参加費は 1コース 1名につき主催団体会員 4,000円、一般 8,000円となっております。 

 

＜講座内容、申込方法等に関するお問い合わせ＞ 

高度ポリテクセンター 事業課 
 ＴＥＬ：０４３－２９６－２５８２ 

＜受講料に関するお問い合わせ先＞ 

一般社団法人日本金属プレス工業協会 
 ＴＥＬ：０３－３４３３－３７３０ 

＜処理欄＞ 
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会員の皆様を「守り育てる」

（一社)大阪金属プレス工業会50周年　会員パートナー宣言

我が工業会ならではの情報発信力とネットワーク環境を活かしながら

会員各社の社員様の育成のお手伝いをし

各社の業績の向上を支援します。

そしてこれらの果実を享受した会員自身が

次に工業会の情報収集力とネットワークをさらに強めていきます。

会員総てが工業会のパートナーとしての自覚を持っているからです。

ますます厳しさを増すグローバル競争の中

50周年を機に、ここ関西・大阪の地で活躍する会員の皆様が発展され

それが大阪のプレス業界を活性化して

将来世代に夢と希望を繋ぐことを目指します。

2016年5月26日

一般社団法人　大阪金属プレス工業会　理事一同

会員の皆様と一緒に「未来につなぐ」


