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｢新年のご挨拶｣ 

四條畷市長 東  修 平 
 

あけましておめでとうござい 
ます。 
四條畷市商工会の皆様方におか
れましては、ご健勝にて令和 4
年の新春をお迎えのことと、心
からお慶び申し上げます。 

また、旧年中は市政全般にわたり、格別のご支
援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。 
さて、一昨年より続く新型コロナウイルス感染症
により、市内事業者の事業継続に引き続き影響が
あるなか、貴商工会におかれましては、市内事業
者への相談支援のほか、創業希望者の掘り起こし
を行う創業カフェを開催し、人材育成に注力され
る等、地域産業の発展を見据えた皆様方の熱心な
取組みに対し、心から敬意を表する次第です。 
本市といたしましても、先人が積み重ねてきた発
展を礎に、いま暮らしている市民の皆さんはもち
ろんのこと、これから生まれてくる子どもたちも
含めて、ここで生まれ、育ち、暮らして良かった
と思える、親・子・孫、３世代が希望をもって暮
らしていける四條畷市に向かって取り組みを進め
てまいりますので、今後とも、皆様方のより一層
のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 
結びに、四條畷市商工会の更なるご発展と、本年
が素晴らしい１年となりますことを祈念申し上
げ、私の新年挨拶とさせていただきます。 

 
 

「新年のご挨拶」 

四條畷市商工会長 上村 一彦 
 

あけましておめでとうござい 
ます。 
会員の皆様をはじめ関係官庁・
諸団体の皆様には、輝かしい新
年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。 

2021 年も新型コロナウイルス感染症の拡大の
影響を受け、各産業におかれましても、ビジネ
スモデルの再構築を余儀なくされました。昨年
も四季の移り変わりを感じることもなく１年が
過ぎました。昨年度も、各種助成金、補助金等
の活用において、書類の整備に追われ、本来の
事業活動が出来なかった事業所もあるのではな
いでしょうか。これも前向きにとらえると自社
のデジタル推進、５Ｓ活動のきっかけになった
と思います。 
商工会は 2022 年もウィズコロナ、アフターコ

ロナという中小企業を取りまく経営環境を意識
しながら、管内事業所の経営改善に取り組むこ
とが先決だと考えております。 
今後も国、府、市と連携しまして、中小企業

支援施策を中心に事業所支援に注力し、各事業
者の「改革」「変革」を前向きにとらえ、新ビジ
ネス構築の支援ができればと考えております。 
関係者各位に改めて御礼を申し上げるととも

に、さらに連携を深めて、努力して参ります。 
皆様の繁栄を心からお祈り申し上げます。 

あけましておめでとうございます。＜役員一同＞ 

会 長 上村 一彦 理 事 大矢 克巳 理 事 阿川 和臣 

副会長 中田 善規 〃 松川 圭一 〃 森田 武雄 

〃 三屋 正人 〃 古賀 はつこ 〃 中道 一成 

理 事 樋口 善信 〃 竹内 達哉 監 事 松井 一雄 

〃 西本  修 〃 小倉 良則 〃 梶川 良一 

〃 永野 孝二 〃 川本 和宏   

〃 宮崎 恵介 〃 東口 貴英 （以上３１名） 

〃 小寺 正男 〃 礒垣 匡樹 相談役 中田 勝昭 

 〃  中尾  仁 

 〃  三屋 喜三郎 

 〃  谷村 勝美 

 〃  服部 正美 

 〃  髙見 耕示  

〃 大角 廣和 〃 長畑 浩則 

〃 北河 耕治 〃 甲村 明寛 

〃 新木本 博司 〃 貝阿弥 訓之 

〃 田村 耕作 〃 村山 朋久 

〃 鈴木 英孝 〃 奥田  優 

 

 

 令和３年度 四條畷市商工会（～R4/3/25） 

専 門 相 談 
創業、販路開拓、労務等ご相談承ります。 

 
対  象：会員事業所 
 
専門家：弁護士、中小企業診断士、社会

保険労務士等 
 

場  所 ： 四條畷市商工会館 会議室 
 

時  間：1 時間以内/1 回 
 
相談料 ：無料 
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事 業 所 名 代表者名 所  在  地 業  種 電話番号 

coffee and spirits BESS 農本  篤 大東市明美の里町 16-21 飲食業 090-3822-9871 

㈱岡田産業 岡田 雅晴 楠公 1-14-7 飲食業・鮮魚販売業 072-862-2532 

イザカ屋スーさん 鈴木 敏生 江瀬美町 11-13 飲食業 090-6982-4925 

ウインドス 上加世田 幸二 北出町 12-12 サッシ取付業 072-878-2078 

㈱清五（ECC ジュニア北出町
教室） 

河端 智塁 北出町 7-21 英会話教室 072-842-2831 

喫茶サララ 首藤 美智子 奈良県生駒市南田原町 4 飲食業 - 

LONG AUTUMN（同） 秋長  豊 岡山 5-18-6 小売業 072-396-0390 

前川企画（レディースショップ
エムズ） 

前川 小百利 楠公 1-12-19（なんこうシャル内） 小売業 0774-62-1787 

フォーエバー㈱ 森  一博 岡山 3-1-13 飲食業 072-879-8856 

O・A・O ジャパン（同） 勇  いずみ 塚脇町 6-64 美容・貿易業 072-878-2330 

Bike Shop ROCKSTAR 齊藤 雅治 南野 1-1-27-105 バイク販売 072-300-2669 

Soul Kitchen 加藤  亘 楠公 2-10-11 飲食業 072-819-2383 

不動開発㈱ 光山 瑛真 田原台 9-18-38 建設業 - 

花・雑貨 からんどりえ 野﨑 正美 岡山東 1-3-6 小売業（生花・雑貨） 072-863-6203 

㈱Fテクト 浦野 美弥子 岡山 5-12-13-202 人材派遣業 072-888-6708 

青い車 coffee roaｓter 松下 一成 
岡山東 2-1-11 忍ケ丘ショッパーズ
ビル 2 号館 1 階 コーヒー豆小売業 072-813-3187 

(有)MINDPLUS サロン YU-BI 中野 真弓 田原台 4-5-27 エステ・化粧品販売業 0743-79-2226 

黒川行政書士事務所 黒川 誠也 岡山 2-16-1 行政書士業 072-812-7030 

大阪チキンヤロー匠 八十 敬学 岡山 2-3-36 飲食業 072-819-0394 
 

㈱伸興 山田 伸宣 米崎町 13-31 建築業 072-877-2111 

炉端焼 みや 宮武  宏 楠公 1-13-5 飲食業 072-800-2522 

いいな硝子 稲井 利秋 清滝中町 25-2 ガラス工事業 072-879-4670 

メットライフ生命保険㈱ 渕本  寛 
大阪市北区天満橋 1-8-30 OAP タ
ワー36 階 保険業 080-5711-4826 

ANG 中村 淳志 楠公 2-10-22 飲食業 072-878-7107 

㈱GRES 吉川 雅弘 西中野 1-8-5 中古車販売業 072-803-4090 

Mystique 作見 美沙子 西中野 2-4-38 エステティック業 090-7877-1334 

LUCE 松本 晃典 岡山 2-1-26 小売業 - 

MENARD フェイシャルサロン
清滝 

瓜生 由紀 清瀧 490-2 エステサロン業 090-5642-2214 

手作り創菜 和 小國  広 楠公 1-12-19（なんこうシャル内） 小売業 072-879-3137 

メットライフ生命保険㈱ 田辺 裕也 
南野 1-4-25 フジパレス畷南野ベー
タ 301 保険業 090-7751-9605 

近畿税理士会門真支部との申合わせにより、相談会は３月１１日

（金）までとなっております。３月１２日（土）以降は、守口門

真商工会館など各地域の申告会場にてご自身で確定申告をして頂

くこととなりますので、ご注意下さい。※ 詳細は、当会ホーム

ページ、R4/1/11号のチラシをご覧下さい 

 ■ 令和 3年分 所得税・消費税 確定申告 相談会について 

日 時 ： 令和４年２月１６日（水）～３月１１日（金）   

※土曜・日曜・祝日は除く   １０：００～１５：００  

（但し １２：００～１３：００は、昼休み） 

場 所 ： 四條畷市商工会館 ２階 研修室 

担 当 ： 近畿税理士会 門真支部所属 税理士 

当商工会 経営指導員 

● 個人情報について  １．四條畷市商工会（以下「当会」といいます）では、個人情報保護法 その他関連する法令等を遵守し、管理責任者のもとで厳重なセキュリティー対策を施し、適正に個人情報を管理しております。 

                 ２．当会にご提供いただいております個人情報は、経営相談、各種講習会、各種共済制度、情報収集・提供、アンケート・調査等に利用することがあります。 
   担当：          ３．当会は、以下の場合を除き 事前に同意を得ることなく、上記の個人情報を第三者に提供いたしません。   
    事務局長 中川         ( 例外･その１ ) 個人情報保護法 その他の法令による場合   ( 例外･その２ ) 商工会共催制度加入促進のため、引受け生保保険会社およびその委託代理店へ提供する場合 
                 ４．また、保有する個人情報の開示・訂正等の求めにも対応させていただいております。 ※自己の情報の提供を希望されない方は、提供を停止いたします。 詳しくは当会担当者までご連絡下さい。  

事前予約制⇒新型コロナ感染症予防のため 


