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任期満了に伴う二年の総括
組合員様・賛助会員様、そして理事・事務局への感謝と共に
2013 年 5 月 29 日に近畿複写産業協同組合第 50 期通常総会が行わ
れます。今回の総会をもって、私の理事長としての職務は解かれま
す。任期が無事満了できますのは、ひとえに組合員様、賛助会員様、
さらには理事各位と事務局のお陰と、本誌をお借りして衷心より御
礼を申し上げます。
さて、任期満了にあたり、自ら構築した体制における二年間の諸
事業について理事の皆様方に検証をしていただきました。理事長就任に際して計画しました５部門を基
本にして、自らのマネジメントに対する評価もあわせて、12 事業について理事各位にアンケート形式で
評価をいただきました。本誌においては、その 5 部門 12 事業についての評価結果を附録いたしました。
評価結果にも記しましたが、本来であれば組合員様や賛助会員様の率直な御声を第一にお聴きすべき
でしたが、それは実行できませんでした。任期の最後にして悔いの残ることになりました。それゆえに
本誌にてこの二カ年の事業評価の結果を公開する必要性を強く感じた次第です。本調査結果の御閲読に
より組合員諸氏の御意見をいただくきっかけとなれば幸甚です。また、組合活動の中核たる理事自らの
評価から得た事実を元にして、来期体制下の組合活動の指針となることを期するものであります。
各理事には各項目ごとに A~C の三段階で評価をしていただきました。「A：良く出来た」「B：普通」
「C：良くなかった」というような感覚的（定性的）評価です。それを A は＋3 点、B は＋1 点、C は
－3 点、評価しない（―）は 0 点として、分かりやすいように定量化（得点化）しました。私を除く 13
名の理事役員全員が参加しました。したがって事業毎の満点は 39 点になります。
評価 30 点以上の７事業は、次期体制においてもさらに改善して継続していく方向で理事会に答申し
ました。評価 29 点以下の 5 事業は、次期体制下においてより緻密に継続の可否も含めて改善策を検討
するように答申しました。平均点の意味はどのくらいあるのかといわれると無意味ですと答えなければ
なりませんが、次期体制において組合の事業価値の変化の度合いを測る基準として記しました。
平均点：29.0 点でした。官公需適格事業の低評価が平均点を落としました。組合事業の今後の方向に
大きな示唆があると言えます。それを除外すると平均点：31.6 点となります。
あわせて、理事各位の組合諸事業への熱心な取り組みに高い御評価をお願いいたしたく存じます。冒
頭記しましたように無事任期を全うできたのは理事のお陰であります。この二年間の理事各位の真面目
さには本当に頭が下がります。理事の熱意によって私も動かされ、そして事務局も動きました。このよ
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き触発の連鎖が組合員の皆様方にまで及んでこそ組合存在の意義と言えます。組合はいわば村に在る広
場のようなものです。広場は自らは何もしてくれません。広場で何をやるのかを決め、実行するのはそ
の村に住する人々です。その人たちの世話役として理事がいて、その代表が理事長です。いまは世話役
が人々の御要望はこういうことだろうと、過去の慣習に従って考えて広場を活用しています。お正月の
どんど焼きから始まり、盆踊りや秋祭りで人々が集まり村の広場は賑わいます。しかし業界の広場であ
る組合はそれだけでいいのでしょうか。この広場をもっと有効に活用するためには何がいいのか。主役
はそこに働く私達であります。世界が大きく変化する今こそ、単独では難しい事をこの場を活用して実
行する時です。
この評価をご覧になられた組合員の皆様、あるいは賛助会員の皆様、いろんなことを感じられた事で
しょう。その感じられたことや、あるいは事業への要望などをお聴きして、その声をしっかりと受け止
めます。５０年の節目を超えて新たな歴史を積む近畿複写産業協同組合の次代に大いにご期待ください。
あわせて、さらなる御指導と御協力を切に願うものであります。
＜近畿複写産業協同組合理事長

楠本

雅一＞

平成２５年度教育事業予定
平成２４年度にてご活用頂きました組合主催の教育事業について、平成２５年度においても組合員様のお役
立ちになりますよう展開して参りたいと考えております。
そこで 現在予定しております、教育事業についてお知らせいたします。

＝近畿複写産業協同組合主催各賛助会員様協賛分＝
富士ゼロックス株式会社
CVM

Collaboration 営業管理者コース（マネジメント力強化）

平成 25 年 7 月 6 日（土）9 月 13 日（金）15 時から 18 時
CVM

Collaboration 顧客価値創造型営業コース・提案書作成支援コース

平成 25 年 10 月 12 日（土）
、11 月 2 日（土）
、12 月 14 日（土）

を企画中です。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
テーマ「市場環境の変化・スピードに対応するための、業態変革・ビジネスの拡大セミナー」
１

7keys・5doors から知る自社のポジショニングと目指す方向性

２

BCP・CSR 活動の取組による企業力強化

３

営業力強化に向け、上記２テーマから新規開拓のノウハウを知るについて日程は未定ですが現在企
画中です。他にもリコージャパン株式会社様協賛分は、現在打合せ中であります。

＝賛助会員様主催分＝
＜D.D.S.S. 組織・人材活性化研究会 参加プログラム（ＭＰＰ）＞
課題解決型営業に求められている面談力にスポットをあて、提案に導く実践的な営業力強化プログラム
内

容：面談の中で①仮説に基づいたお客様の真（隠された）のニーズを掴む事が出来る。
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組合日誌
平成２５年２月２１日１６時から、組合会議室にて第５３９回理事会を開催しました。

１．報告事項（各担当理事）
１―１ 第538回理事会議事録の報告（松本理事・巽副理事長）
１―２ 事務局よりお知らせ（小野事務局）
・総会までスケジュール及び、平成２５年度各事業日程について＜資料1＞
・㈱フジテックス「新春お年玉キャンペーン」結果報告＜資料2＞
２．協議事項（各担当理事）
２－１ 組合５０周年感謝の集い＜資料3＞
２－２ 大阪府公共建築室見積もり合わせの件（松本理事）
３．2月度会計報告（小野事務局）＜資料4＞
４．その他
平成２５年４月１７日１６時から、組合会議室にて第５４０回理事会を開催しました。

１．報告事項（各担当理事）
１―１ 第539回理事会議事録の報告（松本理事・巽副理事長）
１―２ 大阪府水道企業団訪問及び今年度状況、タウン推進室契約の件（小野事務局）
１―３ 事務局よりお知らせ（小野事務局）
・組合員代表者、賛助会員担当者他変更報告＜資料1＞
２．協議事項（各担当理事）
２―１ 理事アンケート総括報告及び第５１期委員会体制について（楠本理事長）＜資料2＞
２―２ 第５０期決算及び第５１期事業計画承認について（小野事務局）＜資料3＞
２―３ 平成２５年度教育事業計画について（小野事務局）
CVM Collaboration 営業管理者コース（マネジメント力強化）
平成25年7月6日（土）9月13日（金）15時から18時
CVM Collaboration 顧客価値創造型営業コース・提案書作成支援コース
平成25年10月12日（土）、11月2日（土）、12月14日（土）
２―４ ５０周年感謝の集い進行予定について（巽副理事長）＜資料4＞
３．3月度会計報告（小野事務局）＜資料5＞
４．その他
平成２５年３月１６日共同受注説明会が組合会議室にて行われた。
出席組合員１０社 欠席で取引参加希望１社 出席で取引不参加３社 欠席で取引不参加２５社
平成２４年度実績は８回受注、合計３５,０４０円の請求額でした。
平成２５年度も２４年度同様に受注できる予定です。
平成２５年度取引業者は７社で行うことになりました。
平成２５年４月２５日１６時から、組合会議室にて第５４１回理事会を開催しました。

１．報告事項（各担当理事）
１―１ 第540回理事会議事録の報告（松本理事・巽副理事長）
１―２ 第50期決算監査報告（小野事務局）
１―３ 事務局よりお知らせ（小野事務局）
・賛助会員担当者等変更報告＜資料1＞
２．協議事項（各担当理事）
２―１ 総会における選考委員の件（佐々木理事・巽副理事長・桑田副理事長）＜資料2＞
２―２ 総会準備と感謝の集いについて（楠本理事長・小野事務局）＜資料3＞
３．その他
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組合日誌
☆３月１４日
☆３月１５日
☆３月２１日
☆３月２６日
☆４月 ５日
☆４月１１日
☆４月１６日
☆４月１７日
☆４月２３日
☆４月２５日
☆４月２５日

三役会・及び第５３９回理事会が組合会議室にて行われた。
Ｐ－５
教育事業について組合会議室にて行われた。
大阪府中小企業団体中央会主催決算セミナーに参加した。
大阪府公共建築室を訪問した。
大阪水道企業団を訪問した。
大阪東税務署税法説明会に参加した。
共同受注説明会が組合会議室にて行われた。
Ｐ－５
第５４０回決算理事会が組合会議室にて行われた。
Ｐ－５
リコージャパン株式会社を訪問した。
会計監査及び第５４１回理事会が組合会議室にて行われた。
Ｐ－５
平成２４年度慰労会兼５０周年感謝の集い試食会がラグナヴェールプレミアにて行われた。

編集後記
新生”複写ＮＥＷＳ”になってから、早や二年が経ちました。如何でしたでしょうか。できますれば会員各位からの忌憚のない
ご意見、ご評価等が頂ければ、次号発行分よりへのお役立ち絶大なものと思っています。この二年間のお目通し、心より感謝申し
上げます。そしてこの複写ＮＥＷＳ制作に誠心誠意取り組んで下さった組合事務局小野さんに感謝致します。
（記・桑田）
新緑の頃となりました。平成２５年度第１号目の複写ニュースです。今年度組合は、満５０周年を迎えます。初心に戻って新た
なスタートです。さぁ、ご一緒にスタート致しましょう～

50 周年「感謝の集い」会場

最初の第一歩♪。
（記・小野）

フレンチレストラン「ラグナヴェールプレミア 」ご案内

ＪＲ大阪駅／桜橋口より徒歩 1 分
四つ橋線西梅田駅／北出口より徒歩 1 分
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ノースゲートビルディング 28 階

②把握したニーズから解決策を説明し提案出来るようになる。
トレーナー：富士ゼロックス株式会社
日

プロダクションサービス営業本部営業推進室

川井

正幸氏

時：①基礎コース５月２５日（土）9：30～18：00
②フォローアップコース７月２７日（土）9：30～18：00
③ＴＯＰへの個別フォロー（日程別途調整）

場

所：富士ゼロックス株式会社ドキュメントコア・オオサカ 2F セミナールーム

受講料金 ：42,000 円/人（税込・フォローアップコース含む）
５月２１日締め切り（定員 10 名になり次第締め切り。又最少催行人数 6 名未達の場合中止となるこ
ともありますのでご了承ください。）
次月号では、組合主催セミナーにつきましては、詳細を掲載の上、募集要項もご案内致してまいりますので、
各組合員様の積極的なご参加を心より御待ち申し上げております。

組合からのお知らせ
1.会員異動について
＜事務所移転された組合員様ご案内＞
平成２５年１月３１日

光青工業株式会社

本社及び神戸営業所移転

神戸市灘区城内通２丁目３番３号
電話番号

⇒ 神戸市灘区城内通３丁目２番１６号

ファックス番号変更なし

平成２５年５月７日 株式会社ヤマイチテクノ コピーセンター移転
大阪市中央区北浜東 4-33 １４階
電話番号
平成２５年５月２７日

⇒ 大阪市北区中之島 3-6-23 ﾀﾞｲﾋﾞﾙ本館５階

06-6447-2266 ファックス番号

ムサシ・アイ・テクノ株式会社

06-6447-2267

コピーセンター移転

大阪市中央区谷町 5-6-9 ⇒ 東大阪市長田中 3-6-1
電話番号

06-4306-3260 ファックス番号

06-6746-4689

＜代表者様ご変更のご案内＞
平成２５年３月８日 株式会社双陽社 代表者変更
代表取締役 米本 隆夫様 ⇒

米本 康平様

平成２５年４月１日 マルワ写真工業株式会社 代表者変更
代表取締役 松本 文生様 ⇒

代表取締役社長 石塚

＜組合員様ご異動のご案内＞
平成２５年３月３１日

株式会社アイコン

脱退

永らくのご加入有難うございました。
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小六様

2.第５０期通常総会開催のご案内
「第５０期通常総会」を下記の通り開催いたしますので、ご多忙中恐縮に存じますが、ご出席賜ります様ご
案内申し上げます。
お手数ではございますが、ご出欠等につきましては、５月２１日（火曜日）までに出欠回答票及び書面議決
書においてご回答くださいます様お願い申し上げます。
記

１．日

時 ： 平成 25 年 5 月 29 日（水）

２．場

所 ： ラグナヴェールプレミア
〒530‐0001

午後 3:00～5:00

大阪市北区梅田 3-1-3 ノースゲートビルディング 28F

TEL 06-6341-4460
３．議

題 ：第 1 号議案

第 50 期事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰
余金処分案承認の件

：第 2 号議案

第 51 期事業計画(案)及び収支予算(案)承認の件

: 第 3 号議案

加入手数料決定の件

：第 4 号議案

定款（地区）第３条変更の件

：第 5 号議案

役員改選の件
（＊当日は、同封の議案書をご持参願います。
）

3.５０周年「感謝の集い」のご案内
本年７月に近畿複写産業協同組合は、創立五十周年を迎えます。
1963 年（昭和 38 年）に組合が創立され、本年 2013 年（平成 25 年）組合は満五十歳を迎えることと
なりました。
今日、私達の組合が在るのは、業界団体としての意義、価値、力、それらを与えて下さった業界草創
期の諸先輩の御蔭です。また、組合創立に奔走し、五十年前の 7 月 24 日の組合創立総会の場、その一
瞬に臨まれた諸先輩の御蔭です。さらにその後、業界発展に尽くされた組合員様、それを支えて下さっ
た賛助会員様、共に働いた従業員様、数知れぬ多くの方々の御蔭です。その先達の御蔭に報ずるため、
細やかではございますが「感謝の集い」を下記要領によって催したく存じます。
複写ニュース No.239 号でもお知らせいたしました通り日程が５月２９日に変更になっております。
お忙しいとは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、お一人でも多くの組合員様の御参会を心よりお願
いいたします。
記

会

場：ラグナヴェールプレミア（総会会場同階）

住

所：大阪市北区梅田 3-1-3

ノースゲートビルディング 28F

http://premier.lagunaveil.com/access
日

時：平成２５年５月２９日（水曜日）１８：００～２０：３０頃（１７:３０～受付）

参加費１：１社２名様まで無料

追加１名様につき一万円

ご出欠につきましては、まだの方は、先日お送りいたしましたご案内状同封の申込書または、総会出欠
回答票にて５月２１日（火曜日）までにお願い致します。
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