
 

OSAKA METAL STAMPING ASSOCIATION’S NEWS 

◆夏山会長 コロナ禍の会員へお見舞い＆激励 ・・・  １ 

◆コロナ禍の影響調査の結果報告  ・・・・・・・・  ２ 

◆委員会・青年部会の活動報告    ・・・・・・・・３ 

◆忘年会のご案内         ・・・・・・・・ ４ 

◆（予告）コロナ終息のご祈祷、新年のご祈願  

大阪天満宮にて ・・・・・・ ５ 

◇感染症対策 事業者のみなさまへお願い ・・・・・ ６ 

☆事業継承を全力で応援します（大阪産業局）・・・（同封別紙） 

★ 粗品進呈 マスクポケット（お使い下さい）・・・（同封） 

＜正会員様のみ＞ 

☆（賛助会員）ムラテック販売㈱からご案内・・・（同封別紙） 

○令和２年 忘年会は１２月９日（水）シェラトン都ホテル大阪にて開催します。 

○令和３年 賀詞交歓会は２０２１年１月２０日（水）大阪天満宮にて開催予定です。 

会員の皆様と共に、コロナウィルス終息のご祈祷と新年のご祈願をしましょう。 

 是非ご参加下さい。（詳細や参加申し込みなどご案内は 11月に配信の予定です） 

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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（１）売上の落ち込み

なし 5～10％ 11～20％ 21～30％ 31～40％ 41～50％ 50％以上 計

3～6月実績 1 3 6 2 5 2 2 21

7～12月見込 1 4 5 6 3 19

（２）資金繰り、融資は受けましたか

25

（３）融資は満足できる内容でしたか（融資額、金利、対応等）

満足 ほぼ満足 普通 やや不満 不満 その他

6 4 3 2 15

（４）利用した（利用する予定）の給付金、助成金は

（５）コロナ禍で取り組んだ（取り組んでいる）対応・対策（稼働・雇用・その他）

11

4

1

2

1

1

1

（６）今後の受注や売り上げの回復見通しは

（７）業界団体、経済産業省、政府に対して意見や要望　（順不同）

・派遣社員の雇用調整助成金が申請できない、柔軟に対応して欲しい

・融資の返済猶予期間を無期限に、雇用調整助成金の特別措置の延長

・海外の経済活動状況、工場の稼働の情報が欲しい

・政府の対応の遅れが目立つ、素早い対応をお願いしたい

・経済活性化、補助金・助成金の増強

・売上の規模に応じた給付金や助成金の額を考えて欲しい

・ものづくり補助金も継続して欲しい

堅調な回復の見通しがある 2

以上　（回答企業数　　２１社）

＜＜新型コロナウィルスによる影響調査＞＞

海外出張禁止、国内出張抑制

高齢者の雇止め

その他

不明・わからない・見込めない 11

少しづつ良くなってくる、底は脱した 6

その他 1

雇用調整助成金を活用しての休業

在宅勤務（営業のみ、交代制など含む）

コロナウィルスに対する意識付け、対応（マスク・検温）

空いた時間での社内研修、勉強会

持続化給付金

雇用調整助成金

家賃支援給付金

固定資産税等の軽減

10

17

7

1

大阪金属プレス工業会　会員への調査結果　　　　　　　調査　2020年7月

受けてない

5

政府系金融機関

10

民間金融機関

9

その他から

1
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コロナ禍で長らく中断していました委員会を再開しました。 

委員会、開催日時、場所 内  容 参加者 写  真 

第１回 総務・経営委員会 

７月２７日 18時 30分 

たかつガーデンにて 

・コロナ禍の今後の事業・イベン

トの進め方 

・コロナ禍の各社近況報告など 

6名 

 

第２回 総務・経営委員会 

９月９日 18時 30分 

たかつガーデンにて 

・会員へ向けた会長メッセージ 

・理事会開催に向けて 

・忘年会、賀詞交歓会の件 

・その他 

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。 

 

 

 

 

青年部会もコロナ禍で 2月以降の活動を自粛していましたが、6月から活動を再開しております。 

例年は 4月に開催する青年部総会を 6月 18日に開催し、前年の活動報告と今年度の活動予定、予算などに関し

て話し合いを行いました。 また今年度の役員改選が行われ、会長は中辻将喜氏（㈱大喜金属製作所）が昨年か

ら継続となり、副会長は関隆史氏（飯田金属工業㈱）、総務幹事は佐々木徹也氏（佐々木工業㈱）となりました。 

 

   

6月 18日 青年部総会           9月 24日 9月例会 

委員会 活動報告 

青年部会 活動報告 

青年部会では会員を募集

しています！ 
 

50 歳以下の若手経営者及び

経営幹部の方で興味のある

方は事務局まで 

TEL：06-6762-8629 
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大阪金属プレス工業会                         2020年 10月 2日 

会員各位 

(一社)大阪金属プレス工業会 

代表理事  夏山 享啓 

                                    総務経営委員長 林 秀昭 

 

令和２年 忘年会開催のお知らせ 
 

拝啓 清秋の候、貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、今年は新型コロナウィルスの影響で工業会の事業やイベントも自粛、中止が続き、また会員

の皆様も自社の操業に大きな影響を受けられ、相当なご苦労の一年であったことと存じます。 

この感染症が終息するにはまだまだ時間が要すると予想されておりますが、徐々に日常の生活も取

り戻し、工業会の各種事業も再開をしていく所存であります。 

そこで、ホテル側の指示に従い感染症対策を万全にした上で、今年も恒例の工業会主催の忘年会を

開催致します。料理は大皿のビュッフェではなく、お一人ずつのコース料理としております。 

会員企業の皆様におかれましては、何かとご心配もある事と拝察いたしますが、一年の労をねぎら

うと共に会員間の情報交換の場として交流を深めて頂ければと存じます。 

ぜひとも万障お繰り合わせの上、ご参加くださいます様お願い申し上げます。 

（なお、感染症拡大の場合には中止にさせて頂く場合もあります）           敬具 

 

記 

日 時 ： ２０２０年１２月９日（水） １８：３０～２０：３０（最大） 

 

場 所 ： シェラトン都ホテル大阪  ３階 『明日香の間』（予定） 

      大阪市天王寺区上本町 6-1-55  TEL：06-6773-1111 

              近鉄『大阪上本町』駅 直結、又は大阪メトロ（地下鉄）『谷町九丁目』駅徒歩５分 

食 事 ： （予定）日本料理又は和洋折衷料理  着席 コース料理 ＋フリードリンク各種 

会 費 ： ￥10,000／人  ☆お得です    （振込先） 三菱 UFJ銀行 上本町支店 

                              口座番号 普通 0487575 

                              (一社) 大阪金属プレス工業会 

 

 (一社) 大阪金属プレス工業会宛 

     Fax：06－6762－7633  E-Mail：omsa1@omsa.or.jp 
１２／９ 忘 年 会 参 加 申 込 書 

 

企業名  

ご参加者 

お役職名 氏 名 

  

  
 

※手配の都合上 お申込締切は １１月２５日（水）とさせて頂きます。 

※事前振込をお願い致します 

感染症対策して実施します 
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           正式なご案内は 11月に、メール又はＦＡＸにて 
会員様へ配信をさせて頂きます！ 

 

 

 
 

 

 

会員の皆様におかれましては、２０２０年は新型コロナウィルス感染症に苦しめられた

一年ではなかったでしょうか。２０２１年は是非良い年になるように、会員一同でご祈祷・

ご祈願をしませんか。 

 

大阪金属プレス工業会では、例年ご来賓を招いてホテルで『新年賀詞交歓会』を執り行

ってきましたが、２０２１年の賀詞交歓会は例年とは違う形で行います。 

ご来賓は招待せず、会員の皆様一堂にお集まり頂いて、大阪天満宮にてコロナウィルス

終息のご祈祷と新年のご祈願を執り行いたいと思っております。是非多くの方のご参加を

お待ちしております。 

 

記 

 

◎日程：令和３年 １月 ２０日（水曜日） （日程は確定しています） 

◎場所：大阪天満宮 （大阪市北区天神橋２－１―８）最寄り駅：「南森町」又は「大阪天満宮」 

◎スケジュール （まだ予定です） 

16：15  参集 

16：30  大阪天満宮本殿にて参拝 

   17：00  特別講演会 講師：大阪天満宮 寺井種治宮司 

               演題：大阪天満宮の歴史と天神祭 

   17：40  大阪天満宮会館にて会食（会食されない方は折詰を持ち帰って頂く予定） 

   19：30（最大）  終了 

◎参加費は未定です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      大阪天満宮 

                            ご祈祷 （イメージ画像） 

予告 

 

大阪天満宮で コロナウィルス終息のご祈祷 

と新年のご祈願をしませんか 

 



事業者のみなさまへお願い

上記に加えて、感染防止対策の徹底のため
それぞれの業界団体が作成した「業種別ガイドライン」の遵守

を、よろしくお願いいたします。

■施設における感染防止対策の徹底

■従業員の衛生対策

■施設利⽤者への呼びかけ

ﾏｽｸやﾌｪｲｽｶﾞｰﾄﾞ
を適切に着用

出典：厚生労働省ピクトグラム
堺市ピクトグラム

nakan
テキスト ボックス
製造業ガイドライン　製造事業所　https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline2.html 　　　　　　　　　  オフィス　　https://www.keidanren.or.jp/policy/2020/040_guideline1.html
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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」


