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学学識識経経験験者者・・行行政政・・民民間間団団体体  いいっっししょょにに御御堂堂筋筋再再生生をを考考ええたた  

  
行行：：NNPPOO 法法人人  御御堂堂筋筋・・長長堀堀 2211 世世紀紀のの会会／／発発行行人人：：成成松松孝孝／／連連絡絡先先：：TTEELL0066--66224411--00550055／／mmaaiill：：nnppoonngg2211@@hhyyppeerr..ccoonn..nnee..jjpp    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  MMIIDDOOSSUUJJII//NNAAGGAAHHOORRII//RREEPPOORRTT  4422  

理理事事長長  成成松松  孝孝  

御御堂堂筋筋シシンンポポジジウウムム特特集集号号  

ここのの度度はは、、シシンンポポジジウウムムへへのの多多数数のの方方々々ののごご参参集集、、

誠誠ににあありりががととううごござざいいままししたた。。  

大大阪阪のの長長期期低低落落傾傾向向がが囁囁かかれれだだししてて数数十十年年、、そそのの傾傾

向向にに歯歯止止めめがが掛掛かかららぬぬばばかかりりかか、、むむししろろ活活性性化化はは後後退退

すするる一一方方でですす。。  

  かかつつてて大大阪阪ははニニュューーヨヨーークク、、上上海海、、ミミララノノののよよううにに

国国のの経経済済をを支支ええるる都都市市ででししたた。。そそれれがが今今はは東東京京一一極極集集

中中、、全全ててのの中中心心がが東東京京にに移移りり、、そそここにに大大震震災災ででもも勃勃発発

すすれればば、、日日本本ははどどううななるるののででししょょううかか？？  

  日日本本ののリリススククヘヘッッジジとといいうう意意味味ででもも、、日日本本のの政政治治都都

市市、、経経済済都都市市のの二二分分化化のの重重要要性性はは、、日日本本国国家家喫喫緊緊のの課課

題題でですす。。  

先先ずずはは大大阪阪ののポポテテンンシシャャルルをを高高めめ、、大大阪阪経経済済のの活活性性

化化をを図図るる必必要要ががあありりまますす。。  

大大阪阪活活性性化化のの起起爆爆剤剤のの一一つつととななりりううるるののはは、、御御堂堂筋筋

をを最最大大限限にに利利活活用用すするるここととでですす。。御御堂堂筋筋はは、、産産業業軸軸とと

ししてて大大阪阪のの発発展展をを支支ええ続続けけててききたた道道でですす。。  

ここここをを思思いい切切っってて「「車車のの道道かからら人人のの道道へへ」」とと転転換換すす

るるここととでで、、イインンババウウンンドドそそししてて企企業業誘誘致致へへのの道道筋筋をを切切

りり開開いいてていいくくここととががででききるるとと思思いいまますす。。  

御御堂堂筋筋のの機機能能、、景景観観形形成成、、並並びびにに沿沿道道ののエエリリアアママネネ

ジジメメンントトははどどううああるるべべききかかをを考考ええ、、日日本本ののモモデデルルロローー

ドド創創造造へへのの道道筋筋ををつつくくっってていいくくたためめにに、、  

「「御御堂堂筋筋のの未未来来ととエエリリアアママネネジジメメンントト」」ををテテーーママととしし

たたシシンンポポジジュュウウムムをを開開催催いいたたししままししたた。。  

ここれれをを機機にに、、皆皆様様とと共共ににささららにに学学習習をを重重ねね、、成成果果をを

出出ししてていいききたたいいとと念念願願ししてておおりりまますす。。今今後後とともも、、御御堂堂

筋筋活活性性化化へへののごご理理解解、、ごご協協力力、、ごご支支援援をを宜宜ししくくおお願願いい

申申しし上上げげまますす。。  

  

22001155･･99･･1188  御御堂堂筋筋シシンンポポジジウウムム    

御御堂堂筋筋のの未未来来ととエエリリアアママネネジジメメンントト  

御御堂堂筋筋シシンンポポジジウウムム開開催催にに、、多多大大ののごご尽尽力力ををいいたた

だだいいたた関関係係者者のの皆皆様様、、並並びびににごご来来場場のの皆皆様様にに、、厚厚くく

御御礼礼をを申申しし上上げげまますす。。おお陰陰ささままでで、、シシンンポポジジウウムム開開

催催はは、、大大ききなな成成果果をを収収めめるるここととががででききままししたた。。  

そそのの成成果果のの一一つつはは、、ここれれままででババララババララにに活活動動ししてて

いいたた御御堂堂筋筋沿沿道道街街づづくくりり３３団団体体がが、、連連携携のの必必要要性性をを

認認識識しし、、情情報報交交換換会会ををススタターートトささせせたたこことと、、二二つつはは、、

先先生生方方かからら緩緩ややかかなな社社会会実実験験かからら始始めめててははどどううかか

等等とと、、次次ののスステテッッププへへののヒヒンントトをを頂頂いいたたこことと、、そそしし

ててももうう一一つつ、、関関係係各各方方面面にに我我々々のの活活動動へへのの理理解解をを深深

めめてて頂頂けけたたここととでですす。。ここここかからら御御堂堂筋筋再再生生にに向向けけたた

新新ししいい一一歩歩がが始始ままるる、、そそんんなな予予感感をを感感じじてておおりりまま

すす。。  

第第７７代代大大阪阪市市長長・・関関一一氏氏がが「「都都市市・・大大改改造造計計画画」」

ととししてて拡拡幅幅ししたた御御堂堂筋筋はは、、完完成成かからら 7788年年がが経経過過しし、、

そそのの間間、、御御堂堂筋筋はは大大阪阪のの中中心心でであありり、、シシンンボボルルででああ

りり続続けけままししたた。。都都心心のの中中心心部部ををままっっすすぐぐ貫貫くく、、イイチチ

ョョウウ並並木木がが４４列列にに並並ぶぶ幅幅 4444mm、、長長ささ４４kkmmのの御御堂堂筋筋はは、、

日日本本一一、、世世界界一一ののメメイインンスストトリリーートトででははなないいででししょょ

ううかか。。  

近近年年、、御御堂堂筋筋をを取取りり巻巻くく状状況況もも大大ききくく変変わわろろううとと

ししてておおりりまますす。。御御堂堂筋筋周周辺辺でで都都心心居居住住やや外外国国人人観観光光

客客がが増増ええ、、そそのの一一方方でで、、自自動動車車交交通通量量はは 4400 年年間間でで

４４割割減減少少ししままししたた。。そそんんなな時時代代変変化化のの中中でで、、御御堂堂筋筋

ののよよううなな道道路路ををいいかかにに活活用用ししてていいくくかかがが、、今今後後のの日日

本本のの街街づづくくりりのの大大ききななテテーーママととななりりまますす。。  

ここののシシンンポポジジウウムムがが、、御御堂堂筋筋ををははじじめめととすするる、、日日

本本ののシシンンボボルルロローードドのの活活性性化化ややエエリリアアママネネジジメメンン

トトのの活活動動のの一一助助ににななれればばとと願願っってておおりりまますす。。  

  

シシンンポポジジウウムム開開催催趣趣旨旨  

  NNPPOO法法人人御御堂堂筋筋・・長長堀堀 2211世世紀紀のの会会  

            理理事事長長    成成松松  孝孝  

ごごああいいささつつ  

    シシンンポポジジウウムム実実行行委委員員会会  

        委委員員長長    阪阪本本晃晃一一郎郎  
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御御堂堂筋筋シシンンポポジジウウムム      

開開催催日日・・場場所所：：99 月月 1188 日日（（金金））    ホホテテルル日日航航大大阪阪ににてて開開催催  

主主催催（（共共催催））：：NNPPOO  法法人人御御堂堂筋筋・・長長堀堀 2211 世世紀紀のの会会  

              長長堀堀・・心心斎斎橋橋タタウウンンココミミュュニニテティィ  

協協賛賛：：㈱㈱ホホテテルル日日航航大大阪阪  東東急急不不動動産産㈱㈱  ㈱㈱大大丸丸松松坂坂屋屋百百貨貨店店  

      東東西西土土地地建建物物  

後後援援：：国国土土交交通通省省近近畿畿地地方方整整備備局局  大大阪阪府府  大大阪阪市市  大大阪阪商商工工会会議議所所  

      大大阪阪市市立立大大学学  京京都都大大学学経経営営管管理理大大学学院院  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

成成功功だだっったた。。だだがが課課題題もも残残るる      

政政策策委委員員長長  高高瀬瀬孝孝司司ささんん・・談談  

        ㈱㈱ジジオオ・・アアカカママツツ  顧顧問問  

                  

  総総じじてて、、非非常常にに良良いいシシンンポポジジウウムムだだっったたとと思思いいまますす。。専専

門門分分野野でではは日日本本ででトトッッププククララススのの先先生生方方、、行行政政、、関関係係諸諸団団

体体がが揃揃いい、、220088名名とといいうう大大勢勢のの参参加加者者がが集集いい、、何何よよりり、、  御御

堂堂筋筋沿沿道道街街づづくくりり３３団団体体がが一一堂堂にに会会しし、、単単にに御御堂堂筋筋のの姿姿形形

のの議議論論だだけけででななくく、、御御堂堂筋筋をを中中心心ととししたた大大阪阪活活性性化化にに協協働働

ししてていいここううとといいうう認認識識をを共共有有ででききたた、、ここれれららのの点点ででシシンンポポ

ジジウウムムのの本本来来のの目目的的はは、、大大成成功功とといいええるる。。  

ととこころろがが、、会会のの政政策策委委員員長長とといいうう立立場場かからら分分析析すするるとと、、

ちちょょっっとと手手放放ししでで喜喜んんででははいいらられれなないい一一面面ががあありりまますす。。  

会会員員企企業業のの約約 44 割割ががシシンンポポジジウウムムにに参参加加さされれたた（（4455 社社／／

111155 社社））んんだだかからら、、ここれれははままずずままずずととししてて、、シシンンポポジジウウムム

ににはは、、エエリリママネネのの受受けけ皿皿のの中中心心ににななっっててももららうう御御堂堂筋筋沿沿道道

のの関関係係会会員員ににどどれれだだけけ集集ままっっててももららううかかとといいうう、、ももうう一一つつ

のの重重要要なな課課題題ががああっったた。。  

ここのの会会はは 3333 年年のの歴歴史史とといいいい、、実実績績とといいいい、、申申しし分分ののなな

いい街街づづくくりり組組織織ででああるる。。ささららにに、、異異業業種種集集団団だだかからら多多種種多多

様様なな能能力力がが集集ままりり、、会会員員企企業業ももエエリリアア内内ととエエリリアア外外にに分分布布

ししてていいるる、、ここれれはは会会のの魅魅力力のの要要因因ででああるるがが、、ここののたためめにに若若

干干、、体体質質ががぜぜいい弱弱なな面面ががああるる。。  

そそここでで、、シシンンポポジジウウムムのの総総括括にに戻戻るるとと、、当当会会のの活活動動エエリリ

アアににああるる御御堂堂筋筋（（博博労労町町・・周周防防町町間間））沿沿道道企企業業はは地地権権者者 3333

社社、、内内会会員員はは 1144 社社。。営営業業者者はは 3333 社社、、内内会会員員はは 1188 社社。。沿沿

道道のの会会員員 3322 社社のの内内、、シシンンポポジジウウムム参参加加はは６６社社だだけけ。。シシンン

ポポジジウウムムののテテーーママをを考考ええるるとと、、ここのの点点ははききちちんんとと総総括括ししてて

おおくく必必要要ががああるる。。  

エエリリママネネ団団体体のの認認定定をを受受けけるる大大ききななメメリリッットトはは、、街街づづくく

りり団団体体のの体体質質強強化化ににつつななががりり、、活活動動のの長長期期的的継継続続をを可可能能にに

すするるここととでですす。。そそれれがが巡巡りり巡巡っっててここののエエリリアアののビビジジネネススババ

リリュューーをを上上げげ、、ここののエエリリアアででのの事事業業活活動動のの利利益益享享受受ををももたた

ららしし、、ししいいててはは大大阪阪全全体体のの活活性性化化にに寄寄与与ででききるるののでですす。。  

御御堂堂筋筋をを中中心心ににここののエエリリアアののブブラランンドド化化をを図図るるたためめにに

はは、、エエリリママネネ制制度度のの活活用用がが不不可可欠欠。。そそのの認認定定をを受受けけるるにに足足

りりるる体体質質強強化化をを図図りり、、我我々々のの活活動動をを長長期期的的にに持持続続すするる必必要要

ががああるる。。粘粘りり強強いい活活動動ををすするるたためめにに、、エエリリアアのの内内外外をを問問わわ

ずず、、政政策策委委員員ととししててはは、、ももっっととももっっとと、、沿沿道道のの地地権権者者・・商商

業業者者会会員員のの方方々々にに、、エエリリママネネ認認定定ににつついいてて関関心心をを持持っってて頂頂

ききたたいいでですすねね。。  

御御堂堂筋筋沿沿道道街街づづくくりり団団体体とと  

ももうう一一度度  

  

      副副理理事事長長    森森浦浦  徹徹  

                    ㈱㈱森森浦浦商商会会  

私私はは、、イイベベンントト部部会会長長ととししてて、、シシンンポポジジウウ

ムム実実行行委委員員にに加加わわりりままししたた。。そそのの関関係係でで、、会会

場場ととななるる「「ホホテテルル日日航航大大阪阪」」ささんんととのの交交渉渉をを

担担当当ししままししたた。。  

当当初初のの予予定定でではは、、参参加加人人員員 115500位位とと踏踏んんでで

交交渉渉にに入入りりままししたたがが、、118800 人人、、220000 人人、、223300

人人とと、、どどんんどどんん参参加加申申込込者者がが増増ええ、、そそのの度度にに

会会場場ののレレイイアアウウトトをを変変更更、、シシビビアアなな予予算算のの中中

でで収収ままるるよよううにに、、いいろろいいろろおお知知恵恵をを拝拝借借しし、、

本本当当ににおお世世話話ににななりりままししたた。。  

ホホテテルル日日航航大大阪阪ささんんはは、、当当会会のの古古いい会会員員ささ

んんとといいううここととももあありり、、私私もも、、随随分分ごご無無理理ををおお

願願いいししままししたたがが、、ごご協協力力いいたただだいいたたおお陰陰でで、、

シシンンポポジジウウムムはは大大成成功功ででししたた。。会会場場がが、、「「ホホ

テテルル日日航航」」だだっったたこことともも、、220000 人人をを超超ええるる盛盛

会会のの要要因因のの一一つつににななっったたとと思思いいまますす。。足足場場がが

良良いい、、都都心心のの一一流流ホホテテルルでですすかからら。。  

  ここののシシンンポポジジウウムムはは、、関関係係各各方方面面のの関関心心をを

御御堂堂筋筋にに集集めめ、、御御堂堂筋筋沿沿道道のの街街づづくくりり 33団団体体

がが、、初初めめてて同同じじテテーーブブルルでで語語りり合合っったたこことと

はは、、大大ききなな成成果果でですす。。ここのの機機運運がが冷冷めめなないいうう

ちちににももうう一一度度、、３３団団体体ででシシンンポポジジウウムムををややるる

必必要要ががああるるとと思思いいまますす。。ああれれほほどど大大ききなな規規模模

ででななくくててもも、、半半年年以以内内にに開開催催ししててははどどううででしし

ょょううかか。。  

    

  

、、  

会会場場ととななっったた  

ホホテテルル日日航航  

大大阪阪  ４４FF    

孔孔雀雀のの間間  

  

シシンンポポジジウウムム実実行行委委員員会会のの方方々々にに、、シシンンポポジジウウムム開開催催のの舞舞台台裏裏  おお聞聞ききししままししたた  シシンンポポジジウウムム実実行行委委員員会会のの方方々々にに、、シシンンポポジジウウムム開開催催のの舞舞台台裏裏  おお聞聞ききししままししたた  シシンンポポジジウウムム実実行行委委員員会会のの方方々々にに、、シシンンポポジジウウムム開開催催のの舞舞台台裏裏  おお聞聞ききししままししたた  
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講講師師のの先先生生方方  

  

                                                                

基基  

  

特特別別講講演演  

  川川田田  均均（（大大阪阪市市  都都市市計計画画局局長長））  

  

  

  

                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

御御堂堂筋筋シシンンポポジジウウムムをを終終ええてて感感じじたたこことと  

  

22000055年年にに当当会会がが『『御御堂堂筋筋「「みみちち」」のの再再生生計計画画』』

をを作作成成しし提提言言活活動動をを始始めめてて 1100 年年がが経経過過しし、、大大阪阪

市市ももよよううややくく御御堂堂筋筋のの再再生生にに本本腰腰をを入入れれよよううとと

ししてていいるるここのの時時期期にに、、成成松松理理事事長長がが当当会会主主催催でで

「「御御堂堂筋筋シシンンポポジジウウムム」」ををししよよううとと発発案案ししまましし

たた。。そそののとときき、、タタイイミミンンググはは非非常常ににいいいいななとと思思いい

ななががららもも、、予予算算ががなないい中中でで、、果果たたししてて成成功功すするるだだ

ろろううかか、、とと不不安安ががよよぎぎっったたののがが本本音音でですす。。  

ししかかしし、、実実行行委委員員会会をを立立上上げげ、、具具体体的的企企画画をを練練

っってていいくく経経過過ののななかかでで、、ここののシシンンポポジジウウムムをを成成功功

ささせせ、、次次のの活活動動ののスステテッッププアアッッププにに必必ずず繋繋げげてて御御

堂堂筋筋のの再再生生実実現現のの追追いい風風ににししたたいい、、とといいうう思思いいがが

日日にに日日にに強強くくななりりままししたた。。  

当当然然、、実実行行委委員員会会メメンンババーー全全員員がが同同じじ思思いいをを持持

つつここととととななりり、、そそれれぞぞれれのの役役割割分分担担ををススケケジジュューー

ルルにに追追わわれれななががらら 112200％％ののパパワワーーををかかけけてて準準備備しし

たたとと自自負負ししてていいまますす。。  

そそししててそそのの思思いいがが、、当当会会役役員員やや事事務務局局員員、、会会員員

のの皆皆ささんんににもも伝伝わわりり、、当当会会かかららはは会会員員企企業業 4455社社・・

7777名名がが参参加加しし、、総総参参加加者者 220088名名のの大大盛盛会会ののシシンンポポ

ジジウウムムととななっったたとと思思いいまますす。。  

今今後後、、ここのの実実績績報報告告をを大大いいにに活活用用ししてて御御堂堂筋筋再再

生生実実現現にに向向けけ、、積積極極的的にに活活動動ででききるるももののとと、、確確信信

ししてておおりりまますす。。  

当当会会活活動動にに加加わわっってて  

最最初初のの仕仕事事ががシシンンポポジジウウムム実実行行委委員員ででししたた

  

  私私ははここのの４４月月よよりり初初めめててのの大大阪阪勤勤務務ととななりりままししたた。。そそ

のの中中でで御御堂堂筋筋・・長長堀堀２２１１世世紀紀のの会会のの街街づづくくりり部部会会にに参参加加

すするるここととととななりり、、「「御御堂堂筋筋シシンンポポジジウウムム」」のの実実行行委委員員会会

ででのの仕仕事事がが、、私私のの最最初初のの活活動動ととななりりままししたた。。  

  シシンンポポジジウウムムにに向向けけたた準準備備とと、、当当日日のの会会場場設設営営・・進進行行

ののササポポーートトををすするるここととがが今今回回のの私私のの担担当当でで、、具具体体的的にに

はは、、講講師師のの先先生生ややパパネネララーーのの方方のの当当日日のの段段取取りりやや、、進進行行

にに合合わわせせたた机机やや椅椅子子ののレレイイアアウウトトのの検検討討、、実実行行委委員員会会やや

当当日日協協力力予予定定ののメメンンババーーのの方方にに計計画画をを理理解解ししてていいたただだ

けけるるよよううにに努努めめままししたた。。  

  過過去去にに、、同同じじよよううなな説説明明会会のの準準備備・・進進行行のの経経験験ははあありり

ままししたたののでで、、今今回回ののシシンンポポジジウウムムもも進進行行ををイイメメーージジしし細細

かかいい計計画画をを立立ててるるここととははででききままししたた。。面面識識のの浅浅いいメメンンババ

ーーとと円円滑滑なな進進行行ががででききるるかか、、不不安安にに思思っってていいままししたたがが、、

実実際際はは多多くくのの方方々々かからら献献身身的的ななごご協協力力ををいいたただだきき、、無無事事

終終了了すするるここととががででききままししたた。。ごご協協力力頂頂いいたた方方々々ににはは感感謝謝

のの気気持持ちちでで一一杯杯でですす。。御御堂堂筋筋シシンンポポジジウウムムもも当当初初のの予予想想

以以上上のの参参加加希希望望者者ががあありり、、大大勢勢のの参参加加者者にに有有意意義義なな時時間間

をを過過ごごししててももららっったたののでではは、、とと考考ええてておおりりまますす。。  

  ここれれままでで、、大大阪阪以以外外ででももままちちづづくくりりのの活活動動にに携携わわっってて

ききままししたたがが、、民民間間のの方方もも行行政政のの方方もも大大阪阪のの街街づづくくりりにに参参

加加すするる方方々々はは、、現現状状にに満満足足せせずず「「ここのの街街をを何何ととかかししたたいい」」

とといいうう共共通通認認識識ががああるるよよううにに感感じじてていいまますす。。御御堂堂筋筋シシンン

ポポジジウウムムのの成成功功もも、、そそののよよううなな方方々々のの熱熱意意にに助助けけらられれたた

とと感感じじてていいまますす。。ここののよよううなな熱熱意意がが街街をを変変ええてていいくく原原動動

力力ととななるるののででははなないいででししょょううかか。。今今回回ののシシンンポポジジウウムムがが

そそののききっっかかけけととななっっててくくれれるるここととをを期期待待ししてていいまますす。。  

  

街街づづくくりり部部会会  

村村岡岡健健一一郎郎  
  株株式式会会社社  大大林林組組  

      

専専務務理理事事  

小小松松  茂茂樹樹  

  株株式式会会社社  竹竹中中工工務務店店  

総総合合司司会会をを担担当当ししたた小小松松ささんん  

シシンンポポジジウウムム実実行行委委員員会会のの方方々々にに、、おお聞聞ききししままししたた  シシンンポポジジウウムム実実行行委委員員会会のの方方々々にに、、シシンンポポジジウウムム開開催催のの舞舞台台裏裏  おお聞聞ききししままししたた  

小小林林重重敬敬  

  先先生生  

  

川川田田  均均  

  局局長長  

御御手手洗洗潤潤  

  先先生生  

嘉嘉名名光光市市  

先先生生  

  

基基調調講講演演●●小小林林重重敬敬（（横横浜浜国国立立大大学学名名誉誉教教授授））  

特特別別講講演演●●川川田田  均均（（大大阪阪市市  都都市市計計画画局局長長））  

ココーーデディィネネーータターー●●嘉嘉名名光光市市（（大大阪阪市市立立大大学学大大学学院院准准教教授授））  

パパネネララーー●●・・御御手手洗洗潤潤（（京京都都大大学学経経営営管管理理大大学学院院特特定定教教授授））  

・・川川田田  均均（（大大阪阪市市  都都市市計計画画局局長長））  

・・御御堂堂筋筋街街づづくくりりネネッットトワワーークク・・池池永永寛寛明明  

・・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・・西西川川貴貴彦彦  

・・NNPPOO 法法人人御御堂堂筋筋・・長長堀堀 2211 世世紀紀のの会会・・忽忽那那裕裕  

樹樹  

                                                                                                                                                                                                                                                        

構構想想かからら 11 年年。。約約半半年年のの準準備備期期間間ををかかけけままししたた。。  
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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  ●●現現在在会会員員数数１１１１５５社社。。目目標標 115500 社社でですす。。  

            

新新入入会会員員ささんん紹紹介介  

７７月月、、８８月月、、９９月月ごご入入会会会会員員様様  

■■ヴヴァァイイタタルル・・イインンフフォォメメーーシショョンン㈱㈱大大阪阪本本部部            

  代代表表者者：：常常務務取取締締役役  橋橋爪爪  信信  

  所所在在地地：：中中央央区区南南船船場場２２--６６--2288  

              ユユタタカカビビルル  

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  嶽嶽下下勇勇治治  

        ㈱㈱ヴヴィィククトトワワーールル  永永井井俊俊行行  

■■光光亜亜興興産産株株式式会会社社                    

  代代表表者者：：川川村村  光光代代  

  所所在在地地：：門門真真市市末末広広町町 4433 番番 11 号号  

  紹紹介介者者：：㈱㈱ジジオオ・・アアカカママツツ  高高瀬瀬孝孝司司  

■■㈱㈱リリッッククココミミュュニニケケーーシショョンンズズ                

  代代表表者者：：代代表表取取締締役役  田田淵淵  公公一一  

  所所在在地地：：淀淀川川区区西西中中島島 66--66--1177  

                RRIICC  11sstt  ３３FF  

  紹紹介介者者：：㈱㈱ジジオオ・・アアカカママツツ  高高瀬瀬孝孝司司  

【【個個人人会会員員】】  

■■会会員員名名  北北原原  早早津津潔潔（（ささつつきき））      

  勤勤務務先先：：北北原原社社会会保保険険労労務務士士事事務務所所  

所所在在地地：：豊豊中中市市本本町町９９－－８８--5566  

  紹紹介介者者：：㈱㈱ヴヴィィククトトワワーールル  永永井井俊俊行行  

                  

特特報報！！    

溶溶くく方方

スス  

元元・・大大阪阪府府副副知知事事のの小小河河ささんん、、当当会会のの顧顧問問にに  

今今年年 77 月月ままでで、、大大阪阪府府副副知知事事のの小小河河保保之之ささんんがが、、

当当会会のの顧顧問問ととししててごご就就任任頂頂くくここととににななりりままししたた。。

小小河河ささんんはは、、京京都都大大学学交交通通土土木木工工学学科科卒卒業業、、11996699

年年（（昭昭和和 4444 年年））44 月月大大阪阪府府入入庁庁。。数数々々のの要要職職をを

経経てて、、22000077 年年かからら大大阪阪府府副副知知事事にに。。そそししてて 77 月月

2233 日日にに、、任任期期満満了了でで副副知知事事をを退退任任さされれままししたた。。  

小小河河ささんんはは、、大大阪阪市市ののおお生生ままれれ。。心心斎斎橋橋・・長長堀堀周周

辺辺やや御御堂堂筋筋をを庭庭ののよよううにに過過ごごさされれたた大大阪阪人人。。楽楽しし

いいエエピピソソーードドがが聞聞けけそそううでですす。。後後日日のの取取材材記記事事をを

おお楽楽ししみみにに。。  

  

小小河河ささんん  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

清清掃掃時時にに、、目目安安箱箱をを設設置置ししまますす  

  今今年年 77 月月、、清清掃掃活活動動はは 3311 周周年年をを迎迎

ええ、、日日本本経経済済新新聞聞「「関関西西 VViieeww」」でで取取りり

上上げげらられれままししたた。。  

  今今後後のの活活動動ににつついいてて、、会会員員のの方方々々かからら

広広くくごご意意見見ををおお聞聞ききししたたいいののでで、、清清掃掃時時

のの集集合合場場所所にに、、目目安安箱箱をを置置くくここととににししまま

ししたた。。  

表表立立っってて言言ええなないい辛辛口口ごご意意見見もも匿匿名名  

OOKK でですす。。おお気気軽軽にに、、ごご意意見見ををおお聞聞かかせせ

くくだだささいい。。  

写写真真はは 88月月 44日日ののビビアアパパーーテティィ・・・・年年にに 22 回回はは子子どどももにに帰帰ろろうう  

ワワササビビをを食食べべたたののだだ～～れれだだ！！  

22001155年年  忘忘年年会会    

1122 月月 22 日日（（水水））1188::3300  

場場所所･･････湖湖月月  

会会費費::33000000 円円    

    （（実実費費 44550000 円円））  

会会員員有有志志にによよるる、、他他所所でで

はは見見らられれなないいササププラライイズズ

アアトトララククシショョンンあありり。。  

ぜぜひひごご出出席席をを！！  

■■環環境境美美化化部部会会  

  44 月月ののフフリリーーデディィススカカッッシショョンンでで話話しし合合わわれれたた

「「自自転転車車走走行行問問題題」」にに関関すするる取取りり締締ままりり強強化化のの要要

望望をを書書面面ににしし、、99 月月 77 日日、、南南警警察察署署にに提提出出ししまましし

たた。。今今警警察察はは中中国国人人旅旅行行ののババスス問問題題でで、、大大変変そそうう

でですす。。、、  

■■イイベベンントト部部会会  

ジジョョイイフフルルにに代代わわるる 1111 月月 2299 日日（（日日曜曜日日））開開

催催のの「「オオーータタムムパパーーテティィ（（大大阪阪府府））」」へへのの参参加加

をを中中止止ししままししたた。。  

■■会会員員拡拡大大委委員員会会  

  77 月月のの定定例例会会でで、、会会員員増増強強へへののごご意意見見ををたたくくささんんいいたた

だだききままししたた。。入入会会勧勧誘誘やや取取引引先先ななどど関関係係企企業業へへのの声声かか

けけ、、入入会会メメリリッットトをを PPRR すするるななどど参参考考ににししてて活活動動にに役役立立

ててまますす。。  

■■「「提提案案ココンンテテスストト」」でで若若いい人人のの参参加加をを促促そそうう  

  事事業業創創出出をを議議論論ししたたりり、、街街づづくくりり活活動動にに参参加加をを促促すす方方

法法ととししてて「「提提案案ココンンテテスストト」」をを実実施施ししてていいるる団団体体ががああるる。。  

会会のの活活性性化化やや若若いい人人のの参参加加をを促促すす方方法法ととししてて、、検検討討ししてて

ははどどううかかとと、、忽忽那那ささんんかからら提提案案。。検検討討ししたたいいとと理理事事長長。。  


