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  MMIIDDOOSSUUJJII//NNAAGGAAHHOORRII//RREEPPOORRTT4444  

理理事事長長  成成松松  孝孝  
  客客観観的的視視点点、、多多様様なな考考ええ方方でで会会をを活活性性化化  

多多方方面面でで御御活活躍躍のの新新任任理理事事ささんん８８名名がが就就任任  

平平成成 22８８年年度度総総会会はは 44 月月 2266 日日、、ホホテテルル日日航航大大阪阪でで開開

催催さされれままししたた。。  

設設立立ししてて 3344 周周年年をを迎迎ええたた今今期期はは、、役役員員改改選選のの年年。。  

総総会会はは、、自自薦薦他他薦薦をを含含むむ理理事事 1155 名名、、監監事事３３名名のの就就任任

をを可可決決・・承承認認しし、、引引きき続続いいてて執執行行部部 44 役役ににつついいてて審審議議、、

ここれれをを承承認認。。成成松松孝孝氏氏のの理理事事長長以以下下、、四四役役のの就就任任をを満満場場

一一致致でで可可決決・・承承認認ししままししたた。。  

新新年年度度役役員員はは以以下下のの方方々々にに決決ままりりままししたた。。  

  

●●理理  事事  

再再任任･･････大大島島弥弥生生、、忽忽那那裕裕樹樹、、小小松松茂茂樹樹、、巌巌下下勇勇治治、、永永井井

俊俊行行、、成成松松  孝孝、、仁仁波波  章章、、森森浦浦  徹徹、、山山内内一一郎郎  

新新任任･･････東東  潔潔、、阪阪本本晃晃一一郎郎、、高高橋橋茂茂嘉嘉、、辻辻  一一夫夫、、  

橋橋爪爪  信信、、吉吉岡岡  徹徹  

退退任任･･････上上野野徳徳之之、、宇宇佐佐美美修修司司、、水水口口晶晶幹幹、、山山本本  肇肇  

●●監監  事事    新新任任･･････北北原原早早津津潔潔、、木木村村佳佳弘弘、、山山本本  肇肇      

退退任任･･････辻辻  一一夫夫、、春春木木洋洋次次  

●●執執行行部部四四役役  

  理理事事長長･･････成成松松  孝孝    

  副副理理事事長長･･････大大島島弥弥生生、、永永井井俊俊行行、、森森浦浦  徹徹    

  専専務務理理事事･･････巌巌下下勇勇治治        常常務務理理事事･･････辻辻  一一夫夫  

理理事事長長就就任任ああいいささつつ  

  

御御堂堂筋筋かからら大大阪阪をを活活性性化化  

ここのの願願いい、、  

大大ききななううねねりりにに  
        理理事事長長    成成松松  孝孝  

新新年年度度役役員員（（敬敬称称略略  ああいいううええおお順順））  

成成松松理理事事長長続続投投。。平平成成 2288年年度度のの活活動動目目標標はは――――  

「「地地域域のの合合意意形形成成がが重重要要。。地地域域のの願願いいをを大大ききななううねねりりにに育育ててたたいい」」  

「御堂筋沿道地権者連絡協議会」 開催される!!  2月 24日 

街街のの活活性性化化とと繁繁栄栄ののたためめにに住住民民自自ららがが街街のの将将

来来像像をを描描きき、、そそのの実実現現ののたためめにに、、税税金金のの使使いい道道にに

対対ししててははっっききりりももののをを言言っってていいくく――――、、ここれれはは今今

やや街街づづくくりりのの根根幹幹ととししてて重重視視さされれつつつつあありりまますす。。

《《自自分分たたちちのの街街はは自自分分たたちちででよよくくししてていいくく》》とといい

うう地地域域住住民民のの願願いいをを、、街街づづくくりりのの基基本本理理念念とといいうう

大大ききななううねねりりにに結結びび付付けけてていいききたたいい。。ここれれをを今今年年

度度のの活活動動目目標標ととししまますす。。  

大大ききななううねねりりをを起起ここすすたためめににはは、、地地域域住住民民、、広広

くく大大阪阪市市民民・・府府民民のの皆皆ささんんのの合合意意形形成成がが必必要要でで

すす。。署署名名、、ホホーームムペペーージジややフフェェイイススブブッッククななどどでで

情情報報発発信信・・拡拡散散をを図図るるななどど、、街街頭頭活活動動をを含含めめたた外外

部部へへのの働働ききかかけけのの強強化化をを、、今今年年度度のの活活動動テテーーママとと

ししまますす。。そそのの意意味味でで、、先先日日実実現現ししたた「「御御堂堂筋筋沿沿道道

地地権権者者連連絡絡協協議議会会」」結結成成はは、、大大事事なな一一歩歩でですす。。  

会会員員皆皆様様ののごご協協力力をを、、衷衷心心よよりりおお願願いい致致ししまますす。。  

御御堂堂筋筋沿沿道道地地権権者者連連絡絡協協議議会会●●第第 11 回回会会合合  
●●開開催催日日時時：：22 月月 2244 日日（（水水))1155::0000～～1166::3300  

●●開開催催場場所所：：心心斎斎橋橋東東急急ビビルル  99 階階会会議議室室  

●●出出 席席 者者：：当当会会活活動動エエリリアア（（博博労労町町・・周周防防町町間間））

のの御御堂堂筋筋沿沿道道のの土土地地・・建建物物のの地地権権者者・・1199 社社。。  

●●発発起起人人：：大大丸丸・・東東急急不不動動産産オオーー・・エエムム・・ビビルル管管理理  
  

協協議議会会立立ちち上上げげはは昨昨年年来来のの懸懸案案だだっったた。。そそれれがが実実現現しし、、

御御堂堂筋筋のの将将来来にに強強いい関関心心をを持持っってておおらられれるる御御堂堂筋筋沿沿道道地地権権

者者のの方方々々にに、、当当会会のの御御堂堂筋筋提提案案内内容容をを知知っってていいたただだくく機機会会

をを得得たたここととはは、、活活動動のの一一歩歩前前進進とと言言ええるるだだろろうう。。今今後後はは、、

年年にに３３～～44 回回のの会会合合をを持持ちち、、御御堂堂筋筋活活性性化化にに向向けけてて勉勉強強会会

をを開開きき、、地地元元のの意意見見をを結結集集ししてていいききたたいい。。  

将将来来、、エエリリママネネににチチャャレレンンジジすするる際際ににはは、、地地権権者者のの同同意意

がが必必要要ととななるるののでで、、そそれれにに備備ええてて当当協協議議会会ででエエリリママネネのの勉勉

強強会会もも進進めめてておおききたたいいとと考考ええてていいるる。。  

「「御御堂堂筋筋沿沿道道地地権権者者、、ココミミュュニニテティィにに第第一一歩歩」」  
                  談談・・高高瀬瀬孝孝司司ささんん((㈱㈱ジジオオ・・アアカカママツツ))  

  

mailto:npong21@hyper.con.ne.jp


  おおししゃゃれれなな大大人人のの散散歩歩ままちち                                                  22001166年年５５月月２２日日((火火))  

22  

  

22月月 99日日定定例例会会ででののブブレレーーンンスストトーーミミンンググよよりり  

「「御御堂堂筋筋のの活活性性化化ににつついいてて」」次次ののよよううなな意意見見がが出出ままししたた。。  

ＡＡググルルーーププ                                                        
●●自自転転車車がが一一番番のの問問題題。。自自転転車車ととのの共共存存ししてていいくくににはは、、自自転転車車道道をを分分離離すするる明明

確確なな整整備備がが必必要要。。駐駐輪輪場場もも必必要要。。京京都都ののよよううにに、、自自転転車車道道のの一一方方通通行行やや自自転転車車

進進入入禁禁止止ゾゾーーンンのの設設置置をを、、御御堂堂筋筋ででもも検検討討ししててはは……。。                        

●●御御堂堂筋筋にに写写真真をを撮撮れれるるススポポッットトをを作作るる、、年年間間をを通通じじてて定定期期的的ににイイベベンントトをを開開

催催すするるススペペーーススをを作作るるななどど、、国国内内外外のの観観光光客客やや来来街街者者にに買買いい物物だだけけでで終終わわららせせ

なないい仕仕掛掛けけをを作作るるここととがが必必要要ででははなないいかか。。                                                            

ＢＢググルルーーププ                                                        

●●官官へへのの発発信信力力をを強強化化すするるたためめ、、地地権権者者のの入入会会率率をを上上げげるるべべきき。。          

●●来来年年、、御御堂堂筋筋８８００周周年年のの機機会会をを大大事事ににししなないいととダダメメ。。イインンババウウンンドドのの方方々々にに

大大阪阪がが人人気気ななののはは御御堂堂筋筋ががああるるかかららででははなないいかか。。目目玉玉ににななるるシシンンボボルルがが欲欲しし

いい。。御御堂堂筋筋沿沿道道のの各各ビビルル((民民間間))にに協協力力ししててももららいい、、ギギャャララリリーーをを作作るるななどどのの文文

化化活活動動ををししたたりり、、噴噴水水・・ベベンンチチ、、「「水水とと光光とと音音」」ののモモニニュュメメンントトななどど当当会会街街づづ

くくりり案案ののよよううなな、、集集客客力力ががああるる空空間間づづくくりりがが必必要要。。                                    

ＣＣググルルーーププ                                                        

●●活活性性化化ののたためめににはは、、御御堂堂筋筋のの知知名名度度ををささららにに上上げげてていいくく必必要要ががああるる。。そそののたた

めめににはは、、イイメメーージジづづくくりりとと、、そそのの発発信信がが必必要要。。パパリリややニニュューーヨヨーーククななどど各各国国のの

名名だだたたるる通通りりとともも姉姉妹妹道道路路提提携携をを結結んんででははどどううかか。。                          

●●知知名名度度をを上上げげるるたためめににもも、、我我々々がが地地権権者者のの意意見見をを役役所所ににつつななげげるる活活動動ををすするる

ここととがが大大切切。。エエリリアアママネネーージジメメンントトのの研研究究がが必必要要だだ。。                        

●●ＮＮＹＹでではは学学生生ボボラランンテティィアアがが外外国国人人案案内内ををししてていいるる。。御御堂堂筋筋ででもも取取りり入入れれてて

ははどどううかか。。                                                              

●●長長堀堀通通再再開開発発前前のの 11998866 年年とと 22001144  

年年のの地地価価をを比比較較すするるとと、、中中央央区区全全体体でではは  

平平均均 3300％％地地価価がが下下落落ししてていいるるがが、、新新橋橋  

付付近近でではは逆逆にに４４倍倍上上昇昇、、千千日日前前付付近近はは２２  

倍倍上上昇昇ししてていいるるここととかからら、、街街をを活活性性化化すす  

るるここととはは、、地地価価のの上上昇昇ととそそれれをを維維持持ししてて  

いいくく上上でで、、重重要要ででああるるここととをを証証明明ししてていい  

るる。。ここののここととををももっっとと PPRR ししてていいくくこことと  

がが大大切切ででははなないいかか。。                      

  

成成松松理理事事長長  

大大阪阪中中之之島島  
ロローータタリリーーククララブブでで  

熱熱弁弁。。  

御御堂堂筋筋ををブブラランンドドにに！！  

平平成成 2288 年年度度・・年年度度表表彰彰（（敬敬称称省省略略））  
年年間間表表彰彰：：環環境境美美化化部部会会⇒⇒●●山山内内一一郎郎<<山山一一化化工工>>●●城城所所  章章（（ククリリススタタ長長堀堀））  

          ：：街街づづくくりり部部会会⇒⇒●●阪阪本本晃晃一一郎郎（（大大林林組組））●●大大倉倉克克仁仁（（竹竹中中工工務務店店））  

                    ●●高高瀬瀬孝孝司司（（ジジオオ・・アアカカママツツ））●●忽忽那那裕裕樹樹((EE--DDEESSIIGGNN))  

清清掃掃表表彰彰：：皆皆勤勤賞賞（（清清掃掃 2200 回回全全出出席席））⇒⇒●●オオーー・・エエムム・・ビビルル管管理理●●ククリリススタタ長長  

                    堀堀●●ククワワリリ宝宝飾飾●●ササンンアアククトト●●青青山山貿貿易易●●山山一一化化工工  

        ：：準準皆皆勤勤((8800％％1166 回回出出席席))⇒⇒●●辰辰野野●●日日本本生生命命大大阪阪都都心心南南支支社社●●白白青青舎舎  

        ：：精精勤勤賞賞<<午午前前・・午午後後ののいいずずれれかか 8800％％以以上上、、ままたたはは 55 割割出出席席⇒⇒  

●●新新家家工工業業●●ヴヴィィククトトワワ――ルル●●エエアアーーウウォォーータターー  

●●大大成成建建設設●●竹竹中中工工務務店店  

退退任任役役員員へへのの感感謝謝状状⇒⇒  ●●上上野野徳徳之之（（大大長長㈱㈱))●●宇宇佐佐美美修修司司((㈱㈱大大丸丸松松坂坂屋屋百百貨貨店店))  

                      ●●水水口口晶晶幹幹（（湖湖月月））●●山山本本  肇肇((㈱㈱関関西西建建設設))●●小小松松茂茂樹樹（（  

㈱㈱小小西西設設計計))●●春春木木洋洋次次((㈱㈱春春木木メメガガネネ))  

        ；；              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

新新入入会会員員ささんん紹紹介介  

22001166年年 11月月～～33月月ごご入入会会会会員員様様  

■■株株式式会会社社  関関西西アアーーババンン銀銀行行                

  代代表表者者：：頭頭取取  橋橋本本  和和正正  

  所所在在地地：：中中央央区区西西心心斎斎橋橋１１--22--４４  

紹紹介介者者：：㈱㈱ｼｼﾞ゙ｵｵ･･ｱｱｶｶﾏﾏﾂﾂ  高高瀬瀬孝孝司司  

                    ㈱㈱山山王王    成成松松  孝孝  

■■株株式式会会社社  アアーーククエエーースス    

  代代表表者者：：代代表表取取締締役役社社長長  北北村村  讓讓  

  所所在在地地：：北北区区梅梅田田ⅠⅠ--33--11--11000000  

  紹紹介介者者：：嶽嶽下下勇勇治治  税税理理士士事事務務所所  

          ㈱㈱ヴヴィィククトトワワ――ルル  永永井井俊俊行行  

  

  

  

  

  

  

  

一一会会員員一一社社  

紹紹介介ｋｋｙｙｓｓんん  

33 月月 1100 日日((木木))、、成成松松理理事事長長はは、、ススペペシシャャリリスストト集集団団・・

ロローータタリリーーククララブブでで「「御御堂堂筋筋再再生生」」をを熱熱くく訴訴ええままししたた。。

ここれれはは大大阪阪中中之之島島ロローータタリリーーククララブブででもも理理事事をを務務めめ

るる、、当当会会理理事事・・永永井井俊俊行行ささんん((写写真真))のの代代理理卓卓話話ののゲゲスス

トトススピピーーカカととししてて招招かかれれたたもものの。。持持ちち時時間間のの 3300 分分、、

御御堂堂筋筋のの再再生生がが大大阪阪のの経経済済活活性性化化ににととっってて如如何何にに重重要要

ででああるるかかをを、、過過去去のの街街づづくくりりのの成成果果をを例例にに講講演演、、好好評評

をを得得ままししたた。。今今後後はは、、ここううししたた｢｢外外部部へへののアアピピーールル活活動動｣｣

がが増増ええてていいききそそううでですす。。  

  

  

  

一一社社一一会会員員  

紹紹介介キキャャンンぺぺーーンン  

実実施施中中  

今今
年年
度度
もも
キキ
ャャ
ンン
ペペ
ーー
ンン
継継
続続
中中
！！  

ごご
協協
力力
、、
よよ
ろろ
しし
くく
おお
願願
いい
しし
まま
すす
。。  

目目標標 115500会会員員  現現在在 110099会会員員  

永永井井俊俊行行ささんん  

ももうう  待待ててなないい    !!!!  

  

来来
年年
はは
、、
御御
堂堂
筋筋
完完
成成
８８００
周周
年年
でで
すす
。。  

  

  御御堂堂筋筋のの拡拡幅幅工工事事はは大大正正 1155 年年にに着着工工しし、、

昭昭和和 1122 年年（（11993377 年年））５５月月にに完完成成。。御御堂堂筋筋

はは、、来来年年、、8800 周周年年をを迎迎ええまますす。。当当会会がが御御堂堂

筋筋再再生生ププラランンをを提提言言ししたたののはは 22000022 年年。。翌翌

年年、、ここののププラランンはは小小泉泉首首相相直直轄轄のの《《全全国国都都市市

再再生生モモデデルル調調査査》》対対象象にに選選ばばれれ、、以以来来、、提提言言

活活動動をを続続けけ、、御御堂堂筋筋 8800 周周年年ににはは、、何何かか実実現現

ののめめどどをを立立ててたたいい、、そそうう願願っってて現現在在にに至至りりまま

すす。。そそのの 8800 周周年年はは来来年年でですす。。  

「「官官民民協協働働のの大大前前提提はは地地域域住住民民のの思思いいをを行行

政政にに届届けけるるこことと。。そそのの道道筋筋ををつつくくるるののはは我我々々

でですす。。地地域域のの思思いい、、願願いいをを大大ききななううねねりりににしし

てていいここうう」」とと成成松松理理事事長長。。  

  大大阪阪市市ささんん、、8800 周周年年をを控控ええたた今今ここそそ、、

御御堂堂筋筋のの改改善善、、決決断断ししててくくだだささいい。。  

  

私私もも提提案案ししまますす  


