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  **左左肩肩のの写写真真はは、、上上かからら成成松松ささんん、、高高瀬瀬ささんん、、阪阪本本ささんん、、  

  

  

  MMIIDDOOSSUUJJII//NNAAGGAAHHOORRII//RREEPPOORRTT  4455  

理理事事長長  成成松松  孝孝  

ここのの春春、、監監事事にに就就任任さされれたた辻辻ささんんはは、、  

「「ここのの会会ははいいろろいいろろなな業業種種のの人人たたちちがが、、そそれれぞぞれれ

のの専専門門知知識識ややノノウウハハウウをを持持ちち寄寄っってて、、民民間間ベベーースス

でで非非常常にに高高度度なな提提言言活活動動ををししてていいるる。。心心斎斎橋橋ののよよ

ううにに、、大大阪阪のの橋橋ににはは人人のの名名前前ががつついいてていいるるがが、、江江

戸戸のの昔昔かからら、、大大阪阪はは民民間間主主導導ででままちちづづくくりりををししてて

号号ととししてて「「ググラランンフフロロンントト大大阪阪」」がが既既ににエエリリアアママネネジジメメンントト

団団体体ととななりり、、ここれれにに続続いいてて OOBBPP、、ささららにに阿阿倍倍野野ででもも認認定定がが

検検討討さされれてていいるる団団体体ががああるるそそううでですす。。  

当当会会もも大大阪阪市市かかららエエリリママネネ認認定定団団体体ににななるるここととをを要要請請ささ

れれ、、今今年年 22 月月にに「「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」」をを立立ちち上上げげ、、

認認定定団団体体へへのの準準備備がが緒緒にに就就いいたたばばかかりりでですす。。  

  肝肝心心のの御御堂堂筋筋ののブブララッッシシュュアアッッププにに関関ししててはは、、大大阪阪市市はは、、

試試験験的的にに、、千千日日前前通通かからら難難波波駅駅前前ままででのの東東側側緩緩速速車車線線をを廃廃止止

ししてて歩歩道道をを広広げげるる工工事事にに着着手手ししてていいまますす。。結結果果がが良良けけれればば御御

堂堂筋筋のの北北側側ででもも歩歩道道のの拡拡幅幅をを進進めめるるととののこことと。。ししかかしし、、残残念念

ななががらら、、当当会会がが提提案案ししてていいるる新新橋橋交交差差をを中中心心ととししたた改改善善計計画画

にに対対ししててはは、、ペペンンデディィンンググ事事項項ににななっってておおりり、、市市長長のの考考ええがが

全全くく見見ええててここなないいあありりささまま。。再再度度、、ススタタンンススをを変変ええてて一一ひひねね

りりすするる必必要要ががあありりそそううでですす。。  

  

  

  

  

  

  

去去るる４４月月２２８８日日、、理理事事長長のの成成松松孝孝ささんん、、

街街づづくくりり部部会会長長・・高高瀬瀬孝孝司司ささんん、、同同副副部部会会

長長・・阪阪本本晃晃一一郎郎ささんんのの３３名名はは、、吉吉村村洋洋文文新新

市市長長とと川川田田均均都都市市計計画画局局長長をを訪訪問問しし、、当当会会

がが提提言言ししてていいるる御御堂堂筋筋改改善善策策（（新新橋橋交交差差点点））

のの早早期期実実現現をを申申しし入入れれままししたた。。  

  

  ここのの 33 月月かからら、、街街づづくくりり部部会会長長はは、、阪阪本本晃晃一一郎郎ささんん（（大大林林組組））

かからら、、高高瀬瀬孝孝司司ささんん（（ジジオオ・・アアカカママツツ））にに変変わわりりままししたた。。阪阪本本

ささんんはは副副部部会会長長でですす。。  

市市長長のの話話にによよるるとと、、現現在在、、大大阪阪市市がが活活性性

化化事事業業ととししてて力力をを入入れれてていいるるののはは、、BBIIDD

（（BBuussiinneessss  IImmpprroovveemmeenntt  DDiissttrriicctt、、ビビジジ

ネネスス活活性性化化地地区区））制制度度のの導導入入でで、、そそのの第第１１  

吉吉村村新新市市長長にに申申しし入入れれ  

御御堂堂筋筋改改善善策策（（新新橋橋交交差差点点））のの  

早早期期実実現現  

････････････   見見見えええてててこここななないいい市市市ののの見見見解解解   

   

理理事事長長●●近近々々のの動動きき  

４４月月 2288 日日  高高瀬瀬、、阪阪本本のの両両氏氏とと吉吉村村市市  

長長、、川川田田都都市市計計画画局局長長にに面面談談。。  

５５月月２２日日  高高瀬瀬、、阪阪本本のの両両氏氏とと、、地地方方整整備備  

局局石石原原道道路路部部長長にに面面談談。。  

同同日日  大大阪阪国国道道事事務務所所長長・・寺寺元元氏氏とと面面談談  

５５月月９９日日  高高瀬瀬、、阪阪本本のの両両氏氏とと、、田田中中、、鍵鍵  

田田両両副副市市長長にに面面談談  

５５月月 1100 日日  高高瀬瀬、、阪阪本本のの両両氏氏とと、、経経済済戦戦  

略略局局井井上上局局長長とと上上野野山山課課長長にに面面談談  

５５月月 2200 日日  高高瀬瀬、、阪阪本本のの両両氏氏とと永永井井建建局局  

長長、、渡渡瀬瀬道道路路路路部部長長にに面面談談。。成成松松、、  

大大阪阪国国道道事事務務所所長長・・寺寺元元氏氏とと面面談談。。  

５５月月 2233 日日  大大阪阪国国道道事事務務所所長長・・寺寺元元氏氏とと

面面談談。。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

５５月月 2244 日日  大大阪阪国国道道事事務務所所・・尾尾下下副副所所長長  

とと面面談談。。  

６６月月３３日日  一一般般財財団団法法人人国国土土技技術術研研究究セセ

ンンタターー理理事事長長・・谷谷口口博博昭昭氏氏とと面面談談。。  

６６月月 1133 日日  参参議議院院議議員員井井上上英英孝孝とと面面談談。。  

同同日日    大大阪阪市市建建設設局局長長・・永永井井氏氏とと面面談談。。  

６６月月 1155 日日  大大阪阪府府住住宅宅ままちちづづくくりり部部芝芝  

      池池理理事事とと面面談談  

６６月月 2222 日日  （（財財））大大阪阪府府都都市市整整備備推推進進セセ

ンンタターー都都市市整整備備事事業業部部長長南南氏氏とと面面

談談。。    

６６月月 2233 日日  大大阪阪市市経経済済戦戦略略局局上上野野山山課課

長長とと面面談談。。  

６６月月 2244 日日  大大阪阪。。府府芝芝池池理理事事面面談談。。  

７７月月４４日日  成成松松、、北北村村・・会会員員拡拡大大委委員員長長同同

行行ににてて大大阪阪信信用用金金庫庫幹幹部部にに挨挨拶拶。。  

７７月月６６日日  御御堂堂筋筋ネネッットトワワーークク協協議議会会開開  

    催催。。  

７７月月７７日日  大大阪阪市市エエリリアアママネネジジメメンントト会会  

      議議にに出出席席。。  

７７月月８８日日  街街づづくくりり部部会会。。  

77 月月 1111 日日  大大阪阪市市渡渡瀬瀬道道路路部部長長、、大大阪阪府府

住住宅宅ままちちづづくくりり部部芝芝池池理理事事とと面面談談。。  

７７月月 1122 日日  国国土土交交通通省省  新新任任・・池池田田近近畿畿

地地方方整整備備局局長長とと面面談談。。  

77 月月 1133 日日  阪阪本本氏氏とと共共にに中中之之島島・・御御堂堂筋筋

ＳＳＢＢＪＪ連連絡絡協協議議会会とと同同行行しし、、近近畿畿地地

方方整整備備局局でで道道路路空空間間のの規規制制緩緩和和のの

説説明明をを受受けけるる。。  

７７月月 1144 日日  近近畿畿地地方方整整備備局局にに、、難難波波元元町町

道道路路空空間間利利活活用用提提案案書書をを提提出出。。  

７７月月 1155 日日  高高瀬瀬、、阪阪本本氏氏とと大大阪阪府府住住宅宅まま

ちちづづくくりり部部・・芝芝池池理理事事にに面面談談。。  

７７月月 1199 日日  国国土土技技術術セセンンタターー理理事事長長・・谷谷

口口氏氏とと面面談談。。国国土土交交通通省省内内ににてて森森技技

監監（（元元近近畿畿地地方方整整備備局局長長））とと面面談談。。  
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TTooppiiccss１１  

        

国国土土交交通通省省かからら  

思思わわぬぬ  ごご提提案案  

ここここでで何何かかややっっててみみまませせんんかか  
  とと、、あありりががたたいいおお申申しし出出  

当当会会がが御御堂堂筋筋のの改改善善提提言言にに着着手手ししたたののはは

22000033 年年。。御御堂堂筋筋がが大大阪阪市市にに移移管管さされれたた後後もも、、国国

土土交交通通省省（（以以下下国国交交省省かからら））にに対対ししててはは、、提提言言のの

早早期期実実現現化化ににおお力力添添ええををいいたただだけけるるよようう、、近近畿畿地地

方方整整備備局局長長、、道道路路部部長長、、大大阪阪国国道道事事務務所所長長ささんんにに

はは、、再再三三陳陳情情をを繰繰りり返返ししててききたた。。  

そそんんなな折折、、近近畿畿地地方方整整備備局局かからら、、「「御御堂堂筋筋巨巨大大

共共同同溝溝のの現現場場事事務務所所ののああるる 11330000㎡㎡のの三三角角地地がが、、

２２年年後後にに工工事事終終了了すするるとと空空地地ととななるる。。そそここをを有有効効

利利用用すすれればば、、将将来来のの御御堂堂筋筋のの見見本本ととななるるよよううなな提提

案案ももででききるるののででははなないいかか。。何何かか、、アアイイデデアアをを」」とと

要要請請さされれたた。。  

22001122 年年にに御御堂堂筋筋（（梅梅田田新新道道交交差差点点～～難難波波西西口口

交交差差点点））はは、、指指定定区区間間外外のの国国道道ととししてて大大阪阪市市にに移移

管管さされれたたがが、、実実はは、、難難波波西西口口交交差差点点かからら少少しし南南にに

下下ががっったた《《国国道道２２５５号号とと四四ツツ橋橋筋筋のの合合流流》》地地点点まま

ででがが御御堂堂筋筋でであありり、、ここのの区区間間はは国国交交省省のの所所管管。。  

早早速速、、会会議議をを開開きき、、国国交交省省かかららはは地地整整局局、、国国道道

事事務務所所ななどどかからら１１００名名、、民民間間かかららはは当当会会９９名名，，ミミ  

ナナミミままちち育育ててネネッットトワワーーククかからら３３名名がが出出席席。。ここれれまま

ででにに 33 回回会会合合ががももたたれれたた。。提提案案書書をを制制作作中中のの理理事事・・

阪阪本本ささんんはは、、「「道道路路はは規規制制がが多多くく活活用用ししににくくいいがが、、

規規制制緩緩和和にによよりり有有効効活活用用ででききるる見見本本ににななるるよよううなな

ももののをを提提案案ししたたいい」」とと語語っってていいるる。。  

  

TTooppiiccss２２  

        

ここれれがが候候補補地地。。ここここにに

地地下下トトンンネネルルへへのの入入

りり口口ががああるる  

御御堂堂筋筋にに沿沿っってて、、地地下下

3355mmにに内内径径55mmののトトンン

ネネルルがが４４kkmm 続続くく  

22001133 年年 1111 月月撮撮影影  

電電気気、、ガガスス、、水水道道、、通通信信ななどど都都市市ののラライイフフラライインンがが走走るる

御御堂堂筋筋巨巨大大共共同同溝溝。。日日本本のの最最高高のの技技術術をを駆駆使使しし、、国国造造りり

のの土土台台をを支支ええるる土土木木技技術術はは、、浪浪漫漫ささええ感感じじらられれるる。。「「土土

木木のの現現場場」」にに魅魅せせらられれてて、、おお茶茶ををししたたりり、、おお酒酒をを飲飲んんだだ

りり、、そそんんななテテーーママカカフフェェがが、、アアイイデデアアのの候候補補ににああががっってて

いいまますす。。  

  御御堂堂筋筋イイベベンントト、、今今年年ははややりりまますす  

  人人気気ののホホテテルルススイイーーツツ  

        おおししゃゃれれななオオーーププンンカカフフェェがが出出現現  

今今年年ももままたた、、御御堂堂筋筋ののビビッッググイイベベンントトはは大大阪阪府府がが

中中心心ななっってて、、「「本本町町～～長長堀堀通通」」間間でで行行わわれれまますす。。  

  そそももそそもも、、長長堀堀通通りりかからら千千日日前前ままでで 880000mm,,車車をを

止止めめてて、、御御堂堂筋筋をを初初めめてて歩歩行行者者天天国国にに導導いいてて、、

22000033 年年かからら 220011４４年年ままでで 11２２年年間間、、御御堂堂筋筋大大イイ

ベベンントトをを打打っっててききたたののはは、、我我々々、、御御堂堂筋筋・・長長堀堀のの会会。。

そそれれをを、、長長堀堀通通以以南南ででででききなないいののはは「「無無念念」」とと、、開開

催催ををああききららめめてていいたたととこころろ、、66 月月下下旬旬にに大大阪阪市市経経済済

戦戦略略局局よよりり  

「「関関連連イイベベンントト、、ににぎぎわわいい創創出出ととししてて予予算算をを獲獲得得しし

ままししたた。。イイベベンントト開開催催、、よよろろししくく」」ととのの連連絡絡がが入入りり、、

イイベベンントト部部会会長長のの森森浦浦徹徹ささんんはは大大わわららわわ。。  

警警備備とと什什器器関関係係はは大大阪阪市市がが、、イイベベンントトのの中中身身はは、、  

1111月月 1188～～2200日日，，  

我我々々のの会会ででややるるここととににななっったた。。    

早早速速、、過過去去にに好好評評だだっったた「「御御堂堂筋筋ススイイーーツツフフェェスス

タタ」」のの継継続続とと、、当当会会会会員員ささんんのの「「ホホテテルル日日航航・・大大阪阪」」

「「セセンントトレレジジススホホテテルル」」、、「「ククロロススホホテテルル」」ささんんにに出出

店店をを打打診診。。日日程程はは御御堂堂筋筋イイベベンントトにに関関連連付付けけたた 1111

月月 1188〜〜2200 日日開開催催をを予予定定。。場場所所ははＯＯＰＰＡＡ前前がが有有力力

でで、、パパリリののシシャャンンゼゼリリゼゼ通通りりにに出出ししててもも引引けけをを取取らら

なないいググレレーードドのの高高いいオオーーププンンカカフフェェをを目目指指ししまますす。。  

  森森浦浦ささんんはは、、  

「「来来年年はは御御堂堂筋筋 8800 周周年年。。イインンパパククトトのの高高いい催催事事をを

ししたたいい。。現現在在、、大大阪阪市市とと大大阪阪府府警警のの間間でで協協議議中中でですす

がが、、開開催催ととななれればば、、実実行行委委員員会会をを作作りりたたいい」」とと。。  

みみななささんん、、ごご協協力力、、おお願願いいししまますす。。  

  

1111／／1188～～2200限限定定  

  
御御堂堂筋筋にに  
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  株株式式会会社社  アアーーククエエーースス  

  代代表表取取締締役役  社社長長  

          
㈱㈱アアーーククエエーーススはは 11997777 年年にに創創業業。。業業界界でで初初めめ

てて「「発発泡泡ププララススチチッックク面面木木（（めめんんぎぎ））・・目目地地棒棒」」をを

開開発発ししたた先先進進メメーーカカでであありり、、機機動動力力、、商商品品力力にに強強いい

専専門門商商社社ででああるる。。  

現現在在、、北北海海道道かからら九九州州ままでで、、首首都都圏圏おおよよびび太太平平洋洋

ベベルルトト地地帯帯をを中中心心にに 1155 かか所所のの事事業業所所でで全全国国展展開開

しし、、自自社社ブブラランンドドのの面面木木・・目目地地棒棒はは、、品品質質、、シシェェアア

共共にに業業界界トトッッププ。。加加ええてて、、土土木木、、住住宅宅関関連連資資材材、、養養

生生材材、、仮仮設設資資材材、、建建築築工工事事関関係係とと、、取取りり扱扱うう商商品品はは

土土木木・・建建築築にに不不可可欠欠なな商商材材をを網網羅羅しし,,業業界界のの信信頼頼ははピピ

カカイイチチででああるる。。  

事事業業内内容容・・規規模模共共ににすすごごいいけけれれどど、、基基本本理理念念はは《《信信

頼頼》》。。そそししてて、、《《正正直直者者がが馬馬鹿鹿をを見見なないい、、努努力力がが必必ずず

報報わわれれるる会会社社》》とと、、いいたたっってて地地味味ででシシンンププルルだだ。。ここ

んんななととこころろにに、、創創業業者者・・北北村村社社長長ののおお人人柄柄ががううかかがが

ええるる。。  

そそのの北北村村ささんん。。生生ままれれ育育っったたととこころろがが北北堀堀江江。。心心

斎斎橋橋、、そそごごうう・・大大丸丸、、御御堂堂筋筋のの銀銀杏杏並並木木、、長長堀堀川川、、

四四ツツ橋橋をを原原風風景景にに育育っったた。。だだかからら、、大大阪阪のの地地盤盤沈沈下下

をを防防ぎぎ、、ももうう一一度度大大阪阪をを元元気気ににししたたいいとと、、33 月月にに当当

会会にに入入会会。。周周りりのの人人もも誘誘いい込込んんでで、、どどんんどどんん入入会会者者

をを増増ややししてておおらられれるる。。（（５５，，６６ペペーージジ参参照照））  

「「おお酒酒はは週週 33 日日、、たたくくささんん飲飲むむ。。趣趣味味はは““長長唄唄””」」

だだそそうう。。船船場場・・堀堀江江のの「「旦旦
ダン

ささんん」」のの顔顔がが覗覗いいたた。。  

  

PPPrrrooofffiiillleee       会会員員企企業業ささんん紹紹介介  

  従従来来、、税税金金ででややっっててききたた道道路路やや公公園園ななどど公公共共空空間間

のの管管理理・・運運営営（（ママネネジジメメンントト））をを、、地地域域のの住住民民やや企企

業業、、地地権権者者ななどどがが主主体体的的にに取取りり組組んんでで行行ここうう」」とといい

うう考考ええ方方。。要要はは、、行行政政にに代代わわっってて、、市市民民がが自自ららのの力力

でで地地域域をを変変ええ、、そそのの街街のの資資産産価価値値をを高高めめてていいここううとと

いいうう取取りり組組みみでですす。。  

ここううししたた手手法法でで、、劇劇的的にに地地区区改改善善事事業業にに成成功功ししたた

ののはは、、ＮＮＹＹののブブラライイアアンントト・・パパーークク。。11998800 年年代代、、

麻麻薬薬のの売売人人のの溜溜りり場場だだっったた公公園園をを改改善善すするるたためめ非非

営営利利団団体体「「ＢＢＰＰＣＣ］］がが組組織織さされれ、、街街灯灯やや植植栽栽をを整整備備、、

大大芝芝生生にに椅椅子子をを置置きき、、人人がが集集ままるる安安全全なな公公園園にに再再生生

ししままししたた。。そそのの代代りりにに、、レレスストトラランン、、カカフフェェ、、イイベベ

ンントト、、広広告告ななどどでで収収益益事事業業をを行行うう権権利利をを獲獲得得しし、、そそ

のの収収益益ででささららにに良良いい環環境境をを作作るる⇒⇒ここののエエリリアアにに会会

社社がが移移っっててくくるる、、テテナナンントトもも埋埋ままるる……。。ここううししたた

良良いい循循環環がが生生ままれれ、、不不動動産産価価値値はは十十倍倍以以上上ににななっってて

いいるるののでですす。。ここののよよううにに、、市市民民団団体体がが公公共共空空間間をを利利  

  

  

  

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 22回回会会合合  55月月にに開開催催  

ままちちづづくくりり部部会会はは、、55 月月 2277 日日（（金金））、、心心斎斎橋橋

東東急急ビビルル 99 階階会会議議室室ににおおいいてて、、第第 22 回回御御堂堂筋筋沿沿

道道地地権権者者連連絡絡協協議議会会をを開開催催。。  

御御堂堂筋筋ににおおけけるる当当会会のの活活動動エエリリアア（（博博労労町町かからら

‣‣周周防防町町ままででのの間間））ににああるる 3322 社社のの地地権権者者にに会会議議

へへのの参参加加をを呼呼びびかかけけととこころろ、、2222 社社がが協協議議会会メメンン

ババーーととししてて参参画画。。第第 11 回回会会合合ににははそそののううちちのの 1177

社社（（２２月月２２４４日日））、、第第 22 回回もも１１７７社社のの出出席席をを以以っっ

てて開開催催ししままししたた。。  

（（次次回回会会合合はは９９月月のの予予定定））  

  

第第２２回回  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  

    

  

北北村村  讓讓ささんん  

用用ししてて収収益益事事業業をを行行いい、、そそのの収収益益ででそそののエエリリアアにに見見合合

っったた質質のの高高いい街街づづくくりりをを行行いい、、街街のの資資産産価価値値をを上上げげてて

いいくく。。ここれれががエエリリアアママネネジジメメンントト制制度度。。そそうういいううエエリリ

ママネネ団団体体ににななるるににはは、、「「都都市市再再生生推推進進法法人人」」とといいうう法法

人人格格をを取取得得すするるここととがが必必要要でですす。。  

現現在在、、日日本本ににああるる「「都都市市再再生生推推進進法法人人」」はは、、札札幌幌大大

通通りりややググラランンフフロロンントト（（梅梅田田））やや東東京京にに 2211 団団体体くくらら

いいあありりまますすがが、、次次にに期期待待さされれてていいるるののがが、、御御堂堂筋筋でですす。。    

御御堂堂筋筋再再生生ののたためめにに当当会会がが目目指指ししてていいるるののがが、、都都市市再再

生生推推進進法法人人格格をを取取得得しし、、エエリリママネネ組組織織をを設設立立すするるここ

とと。。そそののたためめににはは地地域域のの合合意意形形成成がが必必要要でであありり、、今今年年

22 月月にに「「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」」をを立立ちち上上げげ、、

行行政政とと地地域域ととのの協協議議をを続続けけてていいまますす。。  

  

日日本本屈屈指指のの環環境境デデザザイインンナナーー・・忽忽那那祐祐樹樹ささんん

（（当当会会理理事事））ののミミニニ講講座座よよりり抜抜粋粋・・要要約約  

          

エリアマネジメントって、何？ 
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清清掃掃活活動動はは、、会会がが発発足足ししたた 22 年年目目のの 11998844 年年

77 月月 77 日日ににススタターートトししままししたた。。今今年年 77 月月でで、、清清掃掃

活活動動 3333年年目目にに突突入入ししままししたた。。  第第 11木木曜曜日日はは朝朝、、

第第 33 火火曜曜日日はは午午後後のの月月 22 回回､､毎毎回回 3300～～5500 人人参参  

加加でで活活動動ししてていいまますす。。ここのの数数年年、、外外国国ののおお客客様様がが

増増ええままししたた。。そそれれにに伴伴っっててゴゴミミのの量量はは 11..55 倍倍にになな

りり、、ゴゴミミのの中中身身もも変変化化ししままししたた。。55，，66 年年前前ままでで

ははタタババココのの吸吸いい殻殻はは少少ななかかっったたののでですすがが、、最最近近はは

観観光光客客のの喫喫煙煙者者がが増増ええたたののかか、、吸吸いい殻殻ととペペッットトボボ

トトルルがが増増ええてていいまますす。。ゴゴミミかからら街街のの変変化化ががううかかがが

ええてて、、掃掃除除ももななかかななかか面面白白いいももののでですす。。  

  55 分分ででもも結結構構でですす。。おお掃掃除除ににごご協協力力くくだだささいい。。

先先日日、、掃掃除除だだけけにに参参加加さされれてていいたた舟舟本本ささんんがが入入会会

ししててくくだだささいいままししたた。。ササンンアアククトトささんんののごご紹紹介介でで、、

非非会会員員のの清清掃掃メメンンババーーもも増増ええてていいまますす。。  

掃掃除除はは、、企企業業同同士士ののごご近近所所づづききああいいをを深深めめまますす。。

ここれれをを社社員員教教育育にに活活用用さされれてていいるる企企業業ささんんももあありり

まますす。。楽楽ししくく、、仲仲良良くく,,ままちちををききれれいいににししままししょょうう。。  

    （（環環境境美美化化部部会会長長・・山山内内一一郎郎））  

事事務務局局ススタタッッフフ  西西野野明明美美ささんん  

■■ババススツツアアーー･･････1111 月月初初旬旬のの土土曜曜日日にに計計画画中中  

          久久々々ににババススツツアアーーがが復復活活ししまますす。。  

          候候補補地地はは近近江江八八幡幡,,兵兵庫庫県県ののたたつつののななどど。。詳詳細細

はは追追っってて、、おお知知ららせせししまますす。。  

        奮奮っっててごご参参加加くくだだささいい。。  

今今年年 22 月月かからら、、月月・・火火・・木木・・金金曜曜

日日のの 1111 時時～～44 時時ままでで事事務務局局ススタタッッ

フフととししてて、、煩煩雑雑でで多多忙忙なな仕仕事事ををニニココ

ニニココここななしし、、「「会会議議やや行行事事ががススムムーーズズ

にに運運ぶぶよようう、、見見ええなないいととこころろををササポポ

ーートトすするるののがが私私のの仕仕事事」」とと西西野野ささんん。。  

    

集集ままっったたゴゴミミのの山山  若若いい社社員員ささんんもも参参加加  

勤勤務務ののなないい日日はは、、テテニニスス、、習習字字、、算算盤盤塾塾、、ヨヨガガ、、

ボボーーリリンンググととおお稽稽古古通通いいにに忙忙ししいい。。算算盤盤塾塾でではは小小

学学生生、、ボボーーリリンンググでではは 7700 歳歳以以上上のの、、昔昔はは社社長長ささ

んんだだっったたおお友友達達ががいいっっぱぱいい。。「「朝朝のの 1100 時時頃頃ににメメ

ーールルををすするるとと、、（（元元社社長長ささんんにに））ちちゃゃんんとと仕仕事事をを

ししななささいいとと、、叱叱らられれるる」」とと西西野野ささんんははニニココニニココ……。。  

素素直直でで屈屈託託ががなないい彼彼女女はは、、「「娘娘ににししたたいいナナンンババ

ーーワワンン女女性性」」ココンンテテスストトががああれればば、、おおそそららくくググララ

ンンププリリ！！  だだろろうう。。（（ここれれ、、筆筆者者のの私私見見））  

旦旦那那様様もも多多彩彩なな趣趣味味人人でで、、絵絵ははググルルーーププ展展もも開開

くくほほどどのの腕腕前前だだととかか。。幸幸せせなな奥奥様様ででああるる。。  

  

    

会会員員交交流流部部会会かかららおお知知ららせせ２２つつ  

■■ビビアア・・パパーーテティィ･･････８８月月２２日日((火火))1188::3300～～  

        イイタタリリアア料料理理《《ロローーザザロロッッチチェェ》》    

        会会費費：：３３５５００００円円／／１１人人（（２２名名様様ままでで。。３３名名様様よよりり          

                                  １１人人 44550000 円円））    

      今今回回はは、、イイタタリリアア料料理理にに加加ええ、、テテララススででババーーベベキキ

ュューーもも。。飲飲みみ放放題題、、おお酒酒のの持持ちち込込みみもも OOKK！！  

ククイイズズががいいっっぱぱいい、、おお楽楽ししみみももいいっっぱぱいい。。  

ぜぜひひごご参参加加くくだだささいい！！  

  

  

清清掃掃活活動動はは 3333 年年目目にに突突入入！！  

  人人手手がが足足りりまませせんん。。ごご協協力力をを！！  

  御御堂堂筋筋・・長長堀堀レレポポーートト 4455 号号でですす。。今今号号はは、、

いいつつもものの 33 倍倍ののボボリリュューームムででおお届届けけししままししたた。。  

  会会員員様様かからら、、文文字字ををももうう少少しし大大ききくく、、読読みみややすすくく、、とと

いいううごご意意見見ををいいたただだきき、、文文字字ををすすここしし大大ききくくしし、、行行間間もも

若若干干ののゆゆととりりをを持持たたせせままししたた。。  

  編編集集部部でではは、、おお財財布布がが許許せせばば、、ププリリンンタターーででははななくく印印

刷刷機機械械にによよるる印印刷刷ででおお届届けけもも考考ええてていいまますす。。  

  皆皆様様ののごご意意見見、、アアドドババイイスス聞聞かかせせててくくだだささいい。。  

「「
よよ
っっ
てて
ここ
」」
前前
にに
集集
合合
！！  

山山
内内
ささ
んん((

左左))

とと
城城
所所
ささ
んん
がが
おお

出出
迎迎
ええ
。。
名名
簿簿
にに
チチ
ェェ
ッッ
クク
をを
入入
れれ,,

掃掃
除除
道道
具具
をを
持持
っっ
てて
、、
出出
陣陣
でで
すす
。。  

集集ままっったたゴゴミミのの山山  

中中身身がが空空っっぽぽのの財財布布やや

ババッッググ、、ベベビビーーカカーーがが

捨捨ててらられれてていいるるこことともも

あありりまますす。。  

編編集集後後記記  
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    御御堂堂筋筋のの活活性性化化はは、、オオーールル大大阪阪でで取取りり組組むむべべきき･･････  
会会員員拡拡大大委委員員会会でではは、、115500 社社達達成成をを目目標標にに、、「「11 会会員員 11 社社、、紹紹介介キキャャンンペペーーンン」」をを

実実施施、、22001144 年年度度はは 2233 社社、、22001155 年年度度はは 1144 社社ががごご入入会会。。（（個個人人会会員員含含むむ））  

㈱㈱アアーーククエエーーススのの北北村村ささんんはは、、今今年年 33 月月ののごご入入会会。。ごご入入会会ののききっっかかけけをを作作っったたののはは、、

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のの理理事事ででももああるる副副理理事事長長のの永永井井俊俊行行ささんん。。永永井井ささんんのの代代

理理卓卓話話でで、、今今年年のの 33 月月、、成成松松理理事事長長がが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「「御御堂堂筋筋再再生生とと

大大阪阪のの活活性性化化」」ををテテーーママにに講講演演。。ここれれをを聞聞いいてて《《大大阪阪をを元元気気ににすするるおお手手伝伝いいををししたたいい》》

とと、、入入会会さされれたたそそううでですす。。入入会会早早々々、、たたくくささんんのの新新会会員員ささんんををごご紹紹介介いいたただだききままししたた。。

そそののおお気気持持ちちをを、、次次ののよよううにに語語っってておおらられれまますす。。  

「「大大阪阪のの地地盤盤沈沈下下がが止止ままららなないい。。ここれれをを防防ぐぐたためめにに、、御御堂堂筋筋をを日日本本ののシシンンボボルルロローードド

ととししてて世世界界にに発発信信しし、、大大阪阪のの活活性性化化ににつつななげげたたいい、、とといいうう成成松松理理事事長長のの話話にに大大ききなな感感

銘銘をを受受けけ、、ここのの会会のの活活動動にに賛賛同同ししてて入入会会ししままししたた。。大大阪阪のの活活性性化化はは、、大大阪阪のの玄玄関関口口でで

ああるる関関空空やや伊伊丹丹空空港港ににつつななががるるエエリリアア、、御御堂堂筋筋をを軸軸にに東東西西のの通通りりににつつななががるるエエリリアアなな

どど、、オオーールル大大阪阪でで取取りり組組むむべべきき課課題題でですす。。そそれれぞぞれれののエエリリアアにに核核をを伸伸ばばすすたためめにに、、御御

堂堂筋筋・・長長堀堀近近辺辺ににここだだわわららずず、、広広範範なな地地域域のの企企業業ささんんををおお誘誘いいししままししたた」」  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    事事業業所所名名・・主主なな業業種種  所所  在在  地地  代代  表表  者者  紹紹  介介  者者  

１１  
（（株株））アアササノノ  

    （（木木材材建建材材業業））  
中中央央区区西西心心斎斎橋橋 11--1155--77  

代代表表取取締締役役社社長長  

      浅浅野野敏敏行行  

㈱㈱アアーーククエエーースス   

    北北村村  讓讓  

２２  
ＥＥＳＳＭＭシシスステテムム（（株株））  

    （（建建設設業業））  
鶴鶴見見区区放放出出東東 11--3300--2233  

代代表表取取締締役役  

      榎榎阪阪理理宏宏  

㈱㈱アアーーククエエーースス   

    北北村村  讓讓  

３３  
株株式式会会社社  IINNFFOORRMM  

（（ＯＯＡＡ機機器器販販売売））  
浪浪速速区区元元町町 33--1100--88--770011  

代代表表取取締締役役  

  溝溝田田祐祐記記  

鉄鉄板板焼焼きき「「花花華華」」

井井口口正正明明  

４４  
大大阪阪信信用用金金庫庫  

（（金金融融業業））  
天天王王寺寺区区上上本本町町 88--99--1144  

理理事事長長  

  樋樋野野征征治治  

  

  

  

㈱㈱アアーーククエエーースス   

    北北村村  讓讓  

  

５５  
㈳㈳大大阪阪中中小小企企業業振振興興協協同同組組合合

（（異異業業種種組組合合））  

中中央央区区南南船船場場 11--1188--1177  

    商商工工中中金金船船場場ビビルル６６ＦＦ  

理理事事長長    

北北村村  讓讓  

６６  
港港湾湾事事業業協協同同組組合合  

  （（組組合合員員のの事事業業支支援援））  
東東大大阪阪市市森森河河内内西西 11--77--1122  

代代表表理理事事  

      徳徳山山隆隆喜喜  

７７  
三三星星運運輸輸（（株株））  

  （（一一般般貨貨物物自自動動車車運運送送業業））  
東東大大阪阪市市楠楠根根 22--11--5577  

代代表表取取締締役役  

      兼兼光光訓訓之之  

８８  
（（株株））ススタタジジオオ  リリムム  

      （（デデザザイインン業業））  
淀淀川川区区西西中中島島 77--11--33--11110066  

代代表表取取締締役役社社長長  

梅梅原原一一樹樹  

㈱㈱ヴヴィィククトトワワーールル   

    永永井井俊俊行行  

９９  

  

一一般般㈳㈳  生生活活健健康康学学研研究究所所  

（（研研究究開開発発・・臨臨床床検検査査））  

  

  

堺堺市市北北区区中中百百舌舌鳥鳥町町 22--4422  

      ＦＦiinnee  ななかかももずず 330055  

  

理理事事長長    

清清水水教教永永  

㈱㈱アアーーククエエーースス   

    北北村村  讓讓  

吉吉川川織織物物㈱㈱  

    吉吉川川泰泰宏宏  

  ４４月月～～７７月月ごご入入会会のの新新入入会会員員企企業業ささんん（（5500音音順順・・敬敬称称略略））    77月月 2222日日現現在在会会員員数数  113355社社  

    

  

どど・・どど・・どどっっとと、、新新入入会会員員ささんん、、２２７７社社増増ええままししたた！！  

    ㈱㈱アアーーククエエーースス北北村村社社長長ささんんののごご紹紹介介 2244社社！！  

    
  

大大阪阪をを元元気気ににししたたいいかからら、、

みみななささんんををおお誘誘いいししままししたた  

一一
会会
員員
一一
社社  

紹紹
介介
キキ
ャャ
ンン
ペペ
ーー
ンン  

実実
施施
中中

！！  

  

会会員員拡拡大大委委員員会会

「「花花華華」」のの  

  井井口口正正明明ささんん  

入入会会ほほややほほやや。。左左

かからら溝溝田田ささんん、、舟舟

本本ささんん。。  
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1100  
竹竹内内英英雄雄税税理理士士事事務務所所  中中央央区区谷谷町町11--66--44  

天天満満橋橋八八千千代代ビビルル９９階階 BB 号号室室  

税税理理士士  

  竹竹内内英英雄雄  

  

  

  

㈱㈱アアーーククエエーースス   

    北北村村  讓讓  

  

1111  
((有有))谷谷村村通通信信  

      ((通通信信業業))  
城城東東区区今今福福南南 22--88--1188  

代代表表取取締締役役  

      谷谷村村充充彦彦  

  

1122  

テテララオオ（（株株））  

（（自自転転車車部部品品卸卸売売業業））  
中中央央区区東東心心斎斎橋橋 11--1100--55  

代代表表取取締締役役社社長長  

  寺寺尾尾  勇勇  

1133  
（（株株））  トトーービビ  

      （（ググララビビアア印印刷刷業業））  
城城東東区区放放出出西西 22--1166--1144  

代代表表取取締締役役    

    寺寺谷谷一一紀紀  

1144  
ななががめめ運運送送（（株株））  

      （（運運送送業業））  
東東大大阪阪市市楠楠根根 11--66--88  

代代表表取取締締役役  

      長長目目俊俊昭昭  

1155  

  

  

((株株))ハハイイデデククススタタ  

          （（建建設設業業））  

  

  

堺堺市市堺堺区区宿宿院院町町西西 33--11--1144  

  

代代表表取取締締役役  

山山之之上上貴貴彦彦  

㈱㈱アアーーククエエーースス   

    北北村村  讓讓  

吉吉川川織織物物㈱㈱  

    吉吉川川泰泰宏宏  

1166  
林林ベベニニヤヤ産産業業（（株株））  

（（合合板板製製造造販販売売））  
中中央央区区北北浜浜 44--88--44  

代代表表取取締締役役  

  内内藤藤和和行行  

  

  

  

  

㈱㈱アアーーククエエーースス   

    北北村村  讓讓  

1177  
ププララススウウイインン（（株株））  

（（芸芸能能ププロロダダククシショョンン））  
西西区区南南堀堀江江 11--1155--1111  

代代表表取取締締役役  

松松下下宜宜敬敬  

1188  
（（株株））松松村村組組  大大阪阪本本店店  

    （（総総合合建建設設業業））  
北北区区天天満満 11--33--2211  

常常務務執執行行役役員員  

副副本本店店長長  富富山山俊俊明明  

1199  
（（株株））メメデディィアアラライインン  

      （（新新聞聞販販売売業業））  
城城東東区区今今福福東東 33--1122--1199  

代代表表取取締締役役  

      元元田田秀秀樹樹  

2200  
吉吉川川織織物物((株株))  

（（特特殊殊織織物物製製造造））  
和和泉泉市市春春木木町町 881100  

代代表表取取締締役役  

  吉吉川川泰泰宏宏  

2211  

  

((株株))ヨヨシシノノ  

（（建建設設業業））  

  

  

中中央央区区内内久久宝宝寺寺町町 44--33--88  

      山山陽陽ビビルル７７FF  

  

代代表表取取締締役役  

  蘭蘭
あららぎ

    健健一一郎郎            

㈱㈱アアーーククエエーースス   

    北北村村  讓讓  

吉吉川川織織物物㈱㈱  

    吉吉川川泰泰宏宏  

2222  
((株株))四四ツツ橋橋  

（（ビビルル・・ママンンシショョンン賃賃貸貸））  
西西区区新新町町 11--33--1122  

代代表表取取締締役役    

福福本本桂桂太太  

  

㈱㈱アアーーククエエーースス   

    北北村村  讓讓  
2233  

和和田田哲哲((株株))  

（（寝寝装装品品同同素素材材企企画画卸卸））  

中中央央区区本本町町 22--55--77  

  メメッットトラライイフフ本本町町ススククエエアア  

代代表表取取締締役役  

    野野村村史史郎郎  

    個個人人会会員員      紹紹介介者者  

2244  金金谷谷  暢暢晃晃  住住吉吉区区万万代代 22--77--33--11220044  
  ㈱㈱アアーーククエエーースス  北北村村  讓讓  

吉吉川川織織物物((株株))  吉吉川川泰泰宏宏  

2255  名名取取  秀秀浩浩  鶴鶴見見区区今今津津中中 33--1100--11  
  

    
㈱㈱アアーーククエエーースス  北北村村  讓讓  

2266  
舟舟本本  愛愛  ((店店名名 SShhiioonn))  

      （（飲飲食食業業））  

中中央央区区東東心心斎斎橋橋 22--33--2299  

  大大阪阪屋屋アアネネッッククススビビルル６６FF  

  ㈱㈱ササンンアアククトト  辰辰本本康康介介  

山山一一化化工工((株株))  山山内内一一郎郎  

2277  松松田田  一一志志  

中中央央区区千千日日前前 11--66--77  

日日宝宝阪阪町町フファァイイブブ 55 階階  

      呑呑みみ処処松松田田屋屋一一門門((内内))  

  

  ㈱㈱アアーーククエエーースス  北北村村  讓讓  

社社名名変変更更  

グランドール松下巌 

  (旧社名／㈱松下讃松社印刷所 
中中央央区区南南船船場場 33--11--77  

代代表表取取締締役役  

    松松下下  巌巌  

  

  


