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会員の皆様におかれましては、平成 30 年の新年をお健やかにお迎えのこととお慶び

申し上げます。 

平素より当工業会の事業運営に関し会員の皆様方をはじめ、関係行政機関、並びに

関連諸団体の方々より多大なる御支援御協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

 

さて、昨年を少し振り返ってみますと、政治の世界では第 48 回衆議院選挙で与党が 

3 分の 2 議席を確保しました。2017 年 4～6 月期の実質国内総生産は年率 4％で 6 期

連続のプラス成長。正社員の求人倍率は 04 年の調査開始以来初の１倍越え、失業率

2.8％など、経済指標は景気回復を示しています。今年 9月の自民党総選挙で安倍首相

が選出された場合、任期は 21年 9月までに戦後最長の佐藤栄作首相や戦前の桂太郎

首相を抜き、憲政史上最長の超長期政権になる可能性もあります。 

 

経済に目を移しますと、我々中小企業製造業者はなお厳しい環境下にありますが、 

全体として今年も日本経済は好調な海外経済に支えられ、企業業績が引き続き底堅く

推移すると予想されています。 

2020年の東京オリンピック関連の開発需要やインバウンド消費の後押しに加え、雇用

環境の改善により個人消費も持ち直し、緩やかな成長が継続すると考えられています。

12 年 12 月から始まった景気回復は 5 年に及び「いざなぎ景気」に次ぐ戦後 2 番目の長

さに入りました。 

然しながら、構造的な人手不足を背景とした雇用の改善は、消費に追い風である反

面、人手不足の深刻化による労働コストの上昇、企業業績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

北朝鮮情勢や米国の政権運営、中国の景気動向といった海外情勢の影響を受ける

可能性も否定できません。そのような不安要素を一掃する様な経済政策を願っておりま

す。 

 

 

年頭のご挨拶 

 

（一社）大阪金属プレス工業会 

代表理事   夏 山 享 啓 
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明るい話題と言えばスポーツの世界かも知れません。昨年は柔道、体操、卓球の選

手が世界選手権で活躍しました。本年は 2 月 9 日から韓国平昌で冬季オリンピックか開

催されます。フィギュア男子の羽生結弦やスキージャンプ女子高梨沙羅、スピードスケー

トの小平選手らの活躍が期待されます。又、FIFAワールドカップ 2018ロシア大会が開催

されます。 

 

ところで、本年は戌年で十二支の第十一番目にあたります。因みに平成 30 年は戊戌

（つちのえいぬ）と呼ばれる年回りです。 

戌は枯れる状態を指していることから、それまでのものが燃え尽きそこから芽吹いた

新しい価値などが意味を増すと捉えることが出来ます。 

又、繁栄と滅亡の分かれ目になるといった説もございます。知らない物事に対して注

意深く対応するのはいいことではありますが、度が過ぎて噛みつくようではうまくいきませ

ん。どちらへ進んでいいのか方向をうまく嗅ぎ分けて見誤らないようにしたいものです。従

順さや忠実さというのは、人と人とのつながりに注目が集まる現代においては大きな武

器になるかもしれません。 

 

過去の戌年はと言いますと、平成 18年(2006年)はライブドア事件、トリノオリンピック、

第 1 回ワールドベースボールクラシック開催、「ＧＤＰ」526.9 兆円、「日経平均株価」

17,226 円、「円/ドル」118.92 円。 

その 12 年前平成 6 年(1994 年)は、リレハンメルオリンピック、松本サリン事件、「ＧＤ

Ｐ」501.5 兆円、「日経平均株価」19,723 円、「円/ドル」99.83 円となっております。  

 

 最後に当工業会に話を移したいと思います。（一社）大阪金属プレス工業会は今年

も従前よりの事業の継続、国内外工場見学、本年の海外視察はメキシコ（1 月 14 日～）

となっております。又、関連諸団体とのコラボによる技術セミナー、人材育成セミナー、 

講演会の開催、金属プレス加工技術展(4月大阪開催 )のＰＲ、厚生労働省よりの委託事

業である前期技術検定 (プレス関連 )、後期技能検定 (金型関連 )の実施、又その他会員

の皆様方のニーズにそった新しい事業に取り組んで参る所存でございます。どうぞ忌憚

の無い御意見を頂戴出来れば幸いに存じます。 

 

会員各位、関係行政機関並びに関連諸団体の皆様方にとってより良い 1 年になりま

す様、そして昨年以上の御支援御協力を賜ります様お願い申し上げ、大阪金属プレス

工業会が更なる飛躍、発展出来る 1 年になる様祈念致しまして年頭のご挨拶にかえさ

せて頂きます。 
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    年頭所感  平成３０（２０１８）年  

 

近畿経済産業局長  森 清 

 

 

 

 

 

平成３０年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申し上げます。 

 

昨年の日本経済は総じて景気回復が続き、中小企業の業況も改善傾向にありま

す。 

先月閣議決定された「新しい経済政策パッケージ」などを着実に推進することによ

り、この改善の動きを関西全域に幅広く行き渡らせ、関西の潜在成長率を高めていく

ことが重要です。 

 

ここ関西には、化学や鉄鋼などの基礎素材や、電子・電機分野の基盤的な部素材

を扱う企業が多く、これらに関連するベンチャーから大手企業までフルセットの産業構

造が存在しています。さらに、企業を継続して支援する大学や研究機関も数多く立地

しています。 

この強みを活かすため、各有望分野で、意欲ある若者や地域を牽引する中小企業、

企業支援に積極的な金融機関を取り込んだ、産学官金のネットワーク作りや事業環

境の整備に取り組んでいきます。 

 

関西では、２０２５年の国際博覧会の誘致活動が、今秋の開催地決定に向けて活

発化しています。万博の開催は世界から注目を浴びる絶好の機会となり、関西のイノ

ベーション創造の起爆剤として大きな効果が期待できます。 

当局においても、経済界や地元自治体とともに万博誘致に全力で取り組んでまい

りますが、誘致を成功させるためには地元関西の機運醸成が何よりも重要になりま

す。皆様におかれましても、御支援、御協力のほどよろしくお願いいたします。 
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こうした現状を踏まえて、当局といたしましては、以下の３つの重点分野に取り組む

所存です。 

 

一つ目は、関西の特長を活かしたビジネス環境の創生です。 

現在、ＩｏＴ・ロボット・ＡＩ・ビッグデータなどの技術革新を背景とした第４次産業革命

による、新たな繋がり（Connected Industries）から、個々のニーズを解決する「Society 

5.0」を志向した様々なビジネスモデルが生まれつつあります。 

当局では、中小企業のＩｏＴ・ロボット導入に向けた支援や、再生医療産業・医療機

器市場の活性化の促進、航空機・セルロースナノファイバーといった次世代製造業の

創出プロジェクトなどに取り組み、関西にポテンシャルのある産業や、多くの研究機関

などとの交流を演出し、Connected Industries時代に向けたイノベーション創出を支援

してまいります。 

 

二つ目は、持続可能な世界を目指した技術と感性での世界への貢献です。 

2015 年に国連において採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」は、関西にとっ

ても国際貢献とビジネスチャンスの拡大につながる重要な目標です。当局では、

「SDGs プラットフォーム」を立ち上げ、ビジネスネットワークの構築を進めるなど、積極

的に SDGsの実現に取り組んでまいります。 

また、関西発の技術によるイノベーションの加速、関西固有の感性によるクリエイ

ティブ産業の新たな市場創出、環境・省エネ分野をはじめとする中堅・中小企業の海

外展開支援、スマートエネルギーを活用した革新的なエネルギービジネスの創出にも

取り組んでまいります。 

 

三つ目は、地域未来投資の促進と中小企業の事業環境整備です。 

地域未来投資促進法の成立を契機に、地域の特性を活かした成長性の高い分野

に取り組む動きが活発化しています。関西経済の好循環の実現に向けて、地域未来

投資の促進により、中核企業を集中的に支援してまいります。 

また、中小企業の課題解決に向けて、事業承継支援や人材不足対策による事業

環境の整備に取り組んでまいります。 

さらに、局職員が「がんばる企業応援隊」として、年間 1,000 社を訪問するなど、中

堅・中小企業の実態把握と地域中核企業支援のさらなる強化に努めます。 

 

本年はこれらの取組に全力をあげ、関西経済のさらなる活性化を目指していきま

す。 

結びに、経済産業行政への御理解と御協力をお願いするとともに、皆様の御多幸

と御健勝を祈念いたしまして、新年の御挨拶とさせていただきます。 
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   知事年頭所感  平成３０（２０１８）年 

 

 

大阪府知事 松井 一郎 

 

 

新年あけましておめでとうございます。 

私はこれまで、「成長と安全・安心のよき循環」により、府民の皆様が生活のなかで豊

かさを実感できる大阪の実現に取組んできました。その結果、来阪外国人旅行者数

は大幅に増加し、雇用状況も改善するなど、大阪経済はゆるやかな回復傾向を示し

ています。                           

 

今年は、これまで積み上げてきた成果を土台に、府民の皆様や市町村、経済界ととも

に、さらなる成長の芽を大きく育てていく一年としたいと考えています。 

自らの有するポテンシャルを見定め、さらに磨きをかけていくことで、「副首都・大阪」

をめざし、東西二極の一極として日本の成長をけん引し、誰もが安全・安心に暮らせ

るまちにしていきます。 

 

これを支える制度面の取組みが、新たな大都市制度の実現です。住民の皆様のご意

見を踏まえ、議会と丁寧に議論を重ね、今年秋に住民投票を実施したいと考えていま

す。                             

 

成長の大きなインパクトとなる 2025年の国際博覧会のテーマは「いのち輝く未来社会

のデザイン」です。子どもからお年寄りまで、だれもが生き生きと暮らせる健康で豊か

な社会。そのような社会を大阪・関西から実現し、世界に広めていく。それが、私たち

がめざす 2025年の万博の姿です。 

世界から様々な「知」を集め、発信することにより、府民はもちろん、世界の人々を笑

顔にしたいと考えています。 

 

今年秋には、いよいよ開催地が決定されます。フランス、ロシア、アゼルバイジャン。

いずれも強敵ですが、皆様と心を一つに、オールジャパンで誘致を勝ち取りたいと思

います。応援よろしくお願いします。            
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あわせて、好調なインバウンドをさらに加速するのが、統合型リゾート(ＩＲ)です。今後、

ＩＲ実施法案の成立を見据え、他の自治体に先駆け、大阪の目指すＩＲの姿を示しま

す。ギャンブル等依存症などの懸念事項への対策も、着実に実行していきます。 

こうした取組みを通じ、エンターテイメントや MICE機能を備え、ビジネス客からファミリ

ー層まで安心して楽しめる、「世界最高水準の成長型ＩＲ」を核とした国際観光拠点を、

大阪・夢洲で実現させたいと考えています。     

 

成長の基盤となる都市インフラの充実にも力を注ぎます。 

魅力あふれる都市空間の創造に向け、大阪の顔となる「うめきた２期」の整備を進め

るとともに、関空アクセスを強化するため、長年懸案だった「なにわ筋線」をはじめ、リ

ニア新幹線や北陸新幹線など、広域鉄道ネットワークの整備も着実に進めます。 

 

万博の掲げる「いのち輝く未来、だれもが活躍できる社会」をめざし、大阪・関西の強

みであるライフサイエンス関連産業・研究機関の集積を生かしたイノベーションの創

出に取組むとともに、健康寿命の延伸や子育て環境の整備、多様な人材育成を進め

ます。                            

 

 今年の春には、重粒子線がん治療施設が開設します。近接する大阪国際がんセン

ターと連携し、豊かな暮らしの基礎となる質の高い医療を提供します。 

 

また、市町村と連携しながら保育所等の待機児童の解消や、子どもの貧困対策など、

子育て環境の整備に全力で取り組みます。 

次の時代の大阪を担う子どもたちの教育については、学力・体力の向上や、英語教

育の充実、課題を抱えた児童・生徒の支援など、さらなる教育力の向上に努めます。 

 

一人ひとりが活躍できる社会の基盤となるのが、災害対策です。 

自然災害から府民の皆様の暮らしを守るため、「人命を守る」ことを最優先に、南海ト

ラフ巨大地震への備えや豪雨対策など、様々な危機事象に確実・迅速に対応できる

よう、着実に対策を進めます。                 

 

今年も府庁が一丸となり、府民の皆様のための施策を力強く推進していきます。一層

のご理解、ご協力をお願いいたしますとともに、本年が皆様にとって実りある素晴らし

い年となりますようお祈りします。  



７ 

 

         

 

日  時：平成２９年１１月２９日（水）午後３時～ 

場  所：大東プレス工業株式会社 本社 （大阪市鶴見区） 

内  容：１部 大東プレス工業株式会社 工場見学 質疑応答など 

     ２部 パネルディスカッション 

  ３部 終了後に近隣にて懇親交流会 

参 加 者：経営者又は次世代の経営者候補 ２２名（大阪金属プレス工業会の会員企業のみ） 

 

大阪金属プレス工業会の５０周年パートナー宣言の一つである『未来につなぐ』をテーマに、経営者及

び次世代の経営者候補の方に向けて「次世代経営者セミナー」を開催致しました。 

セミナーに先立ち、大東プレス工業株式会社（資本金４,５００万円、従業員１４０名、国内３拠点、

海外２拠点、主に車両、特にバス、トラック用ミラーの製造・販売をしている企業です）の工場見学をさ

せて頂き、吉田会長（大東プレス工業㈱会長、大阪金属プレス工業会相談役、前代表理事）のご説明や事

業戦略や経営者としてのお考え、従業員に対する思いなど多くの貴重なお話をお聞きしました。 

 次にパネルディスカッションを開催致しました。パネラーの方々には、事業を次の世代に継承していく 

ことの難しさ、問題点、又は苦労された経験談など、大変貴重なお話をお聞きすることが出来ました。 

最後に場所を移動して、今回ご参加頂いた方々の交流を深めるため懇親会を実施いたしました。 

当工業会では初めての企画でしたが、皆様大変満足され、充実したイベントでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   大東プレス工業㈱吉田会長の会社説明       大東プレス工業㈱見学後の質疑応答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   パネルディスカッションの様子               懇親交流会の様子 

次世代経営者セミナー 
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委員会、開催日時、場所 内  容 参加者 写  真 

第２回  

正副会長、委員長会議 

10月 26日 18時 

工業会事務局 

・日本金属プレス工業協会に

ついて 

・その他情報交換など 

6名 

 

第１3回 理事会 

10月 26日 18時 

たかつガーデン 

・２団体からのプレゼン 

・上期決算報告、期末予測 

・上期会員異動状況 

・総務・経営委員会の報告 

・安全・技術委員会の報告 

・日金協の近況 

14名 

 

第４回 総務・経営委員会 

11月 14日 18時 30分 

たかつガーデン 

・中小機構からプレゼン 

・次回メキシコ視察ミッション 

・国内見学会の報告 

・次世代経営者セミナー 

・講演会（賀詞交歓会）の検討 

・次年度セミナーメニュー 

7名 

 

後期技能検定会議 

12月 4日 16時 

工業会事務局 

・後期技能検定の受検予定者 

スケジュールなどの検討 

・事前講習会（練習会） 

・実技試験運営上の注意 

 事前準備など 

6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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 平成 29年 12月 6日（水）18時 30分からシェラトン都ホテル大阪にて当工業会主催の忘年会を開

催いたしました。ご多用中にもかかわりませず多数の会員様にご参加を頂き有難うございました。  

初めてご参加頂いた方も多くおられ、名刺交換や情報交換も活発に行われておられました。 

おいしい日本食とおいしいお酒を頂きながらご歓談頂き、楽しいひと時をお過ごし頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

忘年会 

  

  

   

   



平成27年10月以降保険始期用一般社団法人大阪金属プレス工業会
会員の皆さまへ

加入手続き時に保険料の
ご用意は不要！

ご契約時に保険料を準備する必要はなく、キャッシュレ
スでの契約が可能です。保険料の払込みは原則２か月
後からの口座振替となります。

保険料がオトク！

集団扱の分割払契約は、一般の分割払契約にかかる
分割割増がありません。また、集団扱一括払契約は一
般契約の一時払に比べて５％割安です。
※種目によっては上記と異なります。

業務中の危険（従業員災害、自動車事故、建物損壊・什器商品損害、ＰＬ事故、請負工事中の損害賠償事故、
施設に起因した損害賠償事故、機械設備の損壊、災害休業中の利益損失 等）

業務時間外の危険（マイカー自動車事故、建物損壊・家財破損、ケガ 等）

◆企業（事業主）さまならびに従業員さまの保険も

「集団扱制度」 の対象となります！

－大切な事業経営・企業の財産・従業員さまのさまざまな「危険」を「損害保険」でお備えください－

集団扱制度対象保険種類（主なもの）

タフ・ケガの保険〔積立タイプ〕
（積立型基本特約セットパーソナル総合傷害保険）

（※１）（※２）

☆このチラシは概要を説明したものです。ご契約にあたっては、必ず「各保険商品のパンフレット」および「重要事項のご説明契約概要のご説明・
注意喚起情報のご説明」をあわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約)」(注)をご用意していますので、必要に
応じて引受保険会社のホームページでご参照ください。もしくは、取扱代理店・扱者または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点に
つきましては、取扱代理店・扱者または引受保険会社にお問合わせください。(注)保険種目により冊子の名称は異なります。

タフ・クルマの保険
（個人総合自動車保険）

パーソナル自動車保険
タフビズ事業用自動車総合保険

（一般総合自動車保険）

など

タフビズ賠償総合保険
タフビズ業務災害補償保険
施設所有（管理）者賠償責任保険
生産物賠償責任保険
請負業者賠償責任保険
機械保険

など

タフ・住まいの保険（家庭総合保険）

地震保険（※2）（単独でのお引き受けはできません）

タフビズ事業活動総合保険（事業活動総合保険）

など

（※1）払込方法は月払のみとなり、
一般の月払（口座振替）の
場合と比べ割安な保険料と
なっています。

（※2）5％割安の対象となりません。

〔引受保険会社〕

じゅう

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
大阪南第一支社
〒530-0047 大阪市北区西天満4-15-10-15F
TEL 06-6363-7705

取扱代理店・扱者： 有限会社輝総合保険事務所

〒543-0032 大阪市天王寺区細工谷2-11-10

TEL 06-6774-7870 FAX 06-6774-7872

お問合わせ先

（2015年11月承認）GB15H011186

引受保険会社
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平成２９年度セミナーのご案内 

現場を一歩進めるためのプレス加工と金型 
 

－「原理・原則に立ち返って」－ 
 

プレス加工は生産性が非常に高く、高精度の製品を大量にしかも安価に作れるといった優れた特性を持っており、

機械・金属製品製造業において重要な産業技術の一つとなっています。ノウハウや経験が大いに物を言うプレス加工

ですが、良い製品を作るためには加工の原理をきっちりと理解することが求められます。 

本セミナーでは、基本となるせん断･曲げ・絞り加工を中心に取り上げ、それらの原理、特徴についてしっかりと学ん

でいただきます。さらに、プレス機械や金型に関する知識、トラブル事例を交え、実践にも役立つ内容に焦点をあて、

わかりやすく解説いたします。 
 

主な内容 

１．プレス加工材料の特性を知る 

  プレス加工と材料特性 

  材料特性の原理・原則 

２．プレス機械の機構、動作原理を知る 

プレス機械の能力を表す3つの要素 

加工に応じたプレス機械の選定 

３．金型の機能と各金型部品の働き 

４．プレス加工の種類と特徴 

代表的な加工方法の基礎について理解を深める 

プレス加工の特徴とプレス機械 

材料特性を活かしたプレス加工 

プレス作業における段取り、自動化、安全 
 

５．成形技術とプレス機械 

 

日 

時 

愛 知 平成３０年 １月１８日（木）   ９：２０～１６：２０ （会場受付：９：１０～） 

東 京 平成３０年 ２月２０日（火）   ９：２０～１６：２０ （会場受付：９：１０～） 

大 阪 平成３０年 ２月２８日（水）   ９：２０～１６：２０ （会場受付：９：１０～） 

対 象 者 現場のリーダー及び現場従事者 

参 加 費 
会 員 ４,０００円 

一 般 ８,０００円 
定員 ４０名（先着順） 大阪会場のみ３０名 

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

会

場 

愛 知 

（会場変更） 

 （独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 愛知支部 名古屋事務所 

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦１-1０-１  MI テラス名古屋伏見ビル 4 階 会議室 

東 京 

（会場変更） 

(独)高齢・障害・求職者支援機構東京支部 会議室 

〒130-0022 東京都墨田区江東橋2-19-12 ハローワーク墨田5 階 会議室 

大 阪 
大阪高齢・障害者雇用支援センター 

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-4-11 クラボウアネックスビル 3 階 会議室 

主   催 

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 

高度ポリテクセンター 

申込み方法 裏面の参加申込書にてＦＡＸでお申し込み下さい。 

                  
                  
 
 
 
 
 
                                            

    

 

 

      愛知会場              東京会場               大阪会場 

＊最寄り駅〜地下鉄伏⾒駅10番出⼝、丸の内駅6番出⼝ 

omsa04
タイプライタ
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参 加 申 込 書（H29 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 現場を一歩進めるためのプレス加工と金型(S202) 
 

企業名 

 

 所属団体

（✓して

ください）

□団体会員  □一般     □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。 ⾼度ポリテクセンター記⼊欄 

1/18（⽊）

愛知 
2/20（⽕）

東京 
2/28（⽔） 

⼤阪 
受講申込 
結果欄 

      

      

 

 

 

     

 

 

 

     

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 受講票と受講料振込のご案内は、開催の約１か月前に高度ポリテクセンターより申込者宛に送付

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７日前までに主催団体へお振り込みください。 

※注４ キャンセルは１４日前まで受付いたします。それ以降は欠席となり返金いたしません。 

※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 

＜高度ポリテクセンター処理欄＞ 

受付番号 1 2 3 

    

omsa04
タイプライタ
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大阪金属プレス工業会                   平成 29年 12月 14日 

会員企業の皆様                  （一社）大阪金属プレス工業会  

事務局 

 

 

プレス機械作業主任者技能講習のご案内（FAX 2枚） 

（一般社団法人 生野産業会 主催） 

 

 

 

 労働安全衛生法第１４条に基づく作業主任者の資格を取得するための講習会のご案

内です。動力駆動プレスを５台以上有する事業所においては、技能講習を修了した者

のうちから、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他

の必要事項を行わせなければならないと、法で定められています。 

 

大阪金属プレス工業会では、この講習を受講された会員様に、受講料の約半額（6,000

円）を補助負担させて頂いております。 

 

本年度は、来年２月１５日（木）・１６日（金）（2 日間）に開催の講習会を対象とさ

せて頂きますので、どうぞふるって受講されますようにお勧め致します。 

尚、講習会終了後に発行される「修了証」の写しに、振込銀行口座を明記の上、当

会にＦＡＸ頂くだけで結構です。後に補助負担分をお振込み致します。（ただし処理の

関係で２月末日までにＦＡＸをお願い致します。） 

 

 

（受講の申し込み手順） 

次ページの案内状をご確認の上、まず、申込窓口である東大阪労働基準協会へ電話

予約をして下さい。（TEL:06-6723-3450） 

あとはご指示に従って、申込書を（FAX 等にて）受理した後に、申込書にご記入の上

東大阪労働基準協会へお申込み下さい。受講料も全額を東大阪労働基準協会へお支払

下さい。申込締切は来年１月１９日（金）です。 

 

 

＜ご不明点がございましたら当会へもお問い合わせ下さい＞ 

（一社）大阪金属プレス工業会 

  事務局  中西 

ＴＥＬ：０６－６７６２－８６２９ 

ＦＡＸ：０６－６７６２－７６３３ 

E-MAIL：omsa1@ omsa.or.jp 

 

TEL:06-6723-3450
omsa04
タイプライタ
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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」


