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１１１１．．．．第第第第３３３３四半期四半期四半期四半期のののの主主主主なななな活動活動活動活動    

（（（（１１１１））））機械製図基礎講習会開催機械製図基礎講習会開催機械製図基礎講習会開催機械製図基礎講習会開催    

（（（（２２２２））））テクニカルスクールテクニカルスクールテクニカルスクールテクニカルスクール研修研修研修研修報告報告報告報告会会会会    

（（（（３３３３））））講座講座講座講座・セミナー・セミナー・セミナー・セミナー講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣    
 

２２２２．．．．今後今後今後今後のののの活動活動活動活動    

（（（（１１１１））））械製図基礎講習会開催械製図基礎講習会開催械製図基礎講習会開催械製図基礎講習会開催    

（（（（２２２２））））企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣    

（（（（３３３３））））講座講座講座講座・セミナー・セミナー・セミナー・セミナー講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣    
 

３３３３. . . . 能力開発相談状況能力開発相談状況能力開発相談状況能力開発相談状況    

（（（（１１１１））））大阪大阪大阪大阪ものづくりものづくりものづくりものづくり人材育成支援人材育成支援人材育成支援人材育成支援センタセンタセンタセンターーーー    

活動実績活動実績活動実績活動実績    

    

４４４４．．．．NPONPONPONPO からのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ    

（（（（１１１１））））理事会開催理事会開催理事会開催理事会開催    

（（（（２２２２））））第第第第３３３３回懇親回懇親回懇親回懇親ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペ開催開催開催開催    

    



１１１１．．．．第第第第３３３３四半期四半期四半期四半期のののの主主主主なななな

（（（（１１１１））））機械製図基礎講習会機械製図基礎講習会機械製図基礎講習会機械製図基礎講習会    

今四半期（１０-１２月）は
開催しました。 

＜講習概要＞ 

場所 ：クリエイション・コア
開催日：第１～４火曜日（
時間 ：１２時間（３時間
講師 ：森本一/NPO 地域基盤技術継承

＜プログラム＞ 
１回目：製図規格、投影法
２回目：図形の表し方、寸法
３回目：寸法補助記号、寸法公差
４回目：幾何公差、表面性状
厚生労働省認定教材 機械製図基礎編
（ねじ製図・溶接記号等）
講習内容になっております

＜１０-１２月の受講者＞ 
㈲相互電機 林電工㈱ 古河工業
５名／４社の皆様に修了証
 
 

 

（（（（２２２２））））企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣

 ①㈱三和鋲螺製作所  
テクニカルスクール研修

 さる、１１月３０日同社本社

計２６回（１１３時間）の

「何を学び」「何を得て」「

「今後如何して行きたいか

前で力強く発表を行いました

今後の成長を期待しております

 

 

 

 

（（（（３３３３））））セミナーセミナーセミナーセミナー講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣    

①東大阪市工業協会 人材育成
テーマ：中小企業が抱える

内容 ：中堅社員の意識と

日時 ：平成２９年１０月

場所 ：東大阪商工会議所

 参加 ：８名 

講師 ：森田 誠 氏/NPO

＜セミナー概要＞ 

中小企業が抱える課題を、

３つ視点から解説。グループディスカッションでは

各社の抱える課題の抽出とその

相互発表を行いました。 
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なななな活動活動活動活動    

    

は定例開催３コースを 

クリエイション・コア東大阪南館第２会議室 
（１３：３０～１６：３０） 

時間×４回） 
地域基盤技術継承プラザ 

投影法、立体図、線、三角法 
寸法の記入法、部品の作図 
寸法公差、はめあい、３面図の作成 

表面性状 まとめ 
機械製図基礎編を用い企業のニーズ 

）また受講者のレベルに配慮した 
になっております。 

古河工業㈱ 西進商事㈱ 
修了証を授与しました。 

企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣企業内社員教育訓練講師派遣    

 
研修報告会開催 

日同社本社にて本年７月～９月で 

の研修を受けた５名の若手社員から 

」「何を職場で活かしたか」また、 

きたいか」を同社幹部及び北山講師列席の 

いました。 

しております。 

人材育成セミナー 

える課題と製造現場に求められる人材とは 

と行動改革 

月１２日（木）14:00～17:00 

東大阪商工会議所 本館 ５階ホール 

NPO 地域基盤技術継承プラザ登録講師 

、マクロ、ミクロそして流れを読むの 

グループディスカッションでは 

とその代表的な課題の解決策の討議と 

 



② 東大阪商工会議所  

 テーマ：切削加工技術力向上

 製図の基本から

セミナーを開催

日時 ：平成２９年１１

両日とも午後２

場所 ：東大阪商工会議所

  参加 ：初日４７名  

講師 ：森本一 氏 NP0

＜講座概要＞ 

初日は機械製図の基礎を学

スケッチ（立体図）から３

２日目は加工図面の表し方

そして、旋盤・フライス盤

演習を通じ学びました。演習

行いました。 

 

 

 

③中部生産技術セミナー（
 テーマ：機械加工図面の

    ＜1 回目＞  

 日時 ：平成２９年１１

 場所 ：刈谷市総合文化

参加 ：７３名  

 講師 ：森本一/NPO 地域基盤技術継承

 ＜講座内容＞ 

 主催者㈱エス・エヌ・ジー

機械加工の図面の記号と

解説しました。今年度は

設計・生産技術部門などからの

いただきました。 

 
 
 
    
④ものづくり体験教室（主催

テーマ：作図体験 

 日時 ：平成２９年１１

 場所 ：弥刀小学校 

参加 ：５８名 ５年生

 講師 ：森本一/NPO 地域基盤技術継承

＜講座内容＞ 

 東大阪市内の小学５－６

 ものづくり体験教室に当

ものづくりの基礎となる

当日は、“さいころ”など

楽しく学んでいただきました

森本講師宛にお礼のお手紙

なっております。 
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切削加工技術力向上セミナー 

から加工図面のポイントを学ぶ 

開催しました。 

１１月２０日（月）・２１日（火） 

２時～５時 

東大阪商工会議所 本所別館 ２階ホール 

  ２日目 ４３名 延べ９０名 

NP0 地域基盤技術継承プラザ 

学び、斜眼紙を用いた等角図の演習、 

３図面の描き方へ展開 

方として、寸法補助記号、幾何公差などを 

盤など工法別加工図面のポイントを 

演習では受講者による各課題の解答発表も 

（主催：㈱エス・エヌ・ジー） 
の基礎講座 

    ＜２回目＞ 

１１月２４日（金） １２月１５日（金） 

刈谷市総合文化センター   ワークプラザ岐阜 

    ３９名 

地域基盤技術継承プラザ 

エス・エヌ・ジー様の取引先技術者を対象に 

と意味など押えておきたいポイントを 

は２会場で開催され、当日は各企業の 

などからの参加が目立ち熱心に学んで 

主催：NPO 東大阪地域活性化機構） 

１１月８日 

年生 

地域基盤技術継承プラザ 

６年生を対象とした 

当ＮＰＯもその活動に賛同し、 

となる『作図』を体験していただきました。 

などの立体図を描き、夫々に色付けをし 

んでいただきました。後日生徒の皆さんから 

手紙を頂き今後の活動の大きな励みに 

刈谷会場 

岐阜会場 
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２２２２．．．．今後今後今後今後のののの活動活動活動活動    

（（（（１１１１））））械製図基礎講習会開催械製図基礎講習会開催械製図基礎講習会開催械製図基礎講習会開催        

場所：クリエイション・コア東大阪南館第２会議室 

講師：森本一/NPO 地域基盤技術継承プラザ 

１月： ９日、１６日、２３日、３０日（１３：３０～１６：３０） 

２月： ６日、１３日、２０日、２７日（１３：３０～１６：３０） 

３月： ６日、１３日、２０日、２７日（１３：３０～１６：３０） 

＊３月以降も継続開催いたします。日程は基本的に毎週火曜日の午後です。 

 

 

（（（（２２２２））））企業内社員教育講師派遣企業内社員教育講師派遣企業内社員教育講師派遣企業内社員教育講師派遣    

①Ｄ社 品質管理研修 

②Ｉ社 品質管理研修 

③Ｙ社 技能伝承  
 ④Ｓ社 技能伝承・若手育成 
 
 

（（（（３３３３））））セミナーセミナーセミナーセミナー講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣    

①東大阪商工会議所  

 テーマ：新人受入 教育担当研修会 

     新人の受入に直接携わる担当者（管理・監督者）を対象に、自社の強みを把握し、 

     直属の教育者として率先垂範指導ができる力量を身に付ける事などを目的に、演習を 

     交えた研修会を開催します。 

 日時 ：平成３０年３月７日（水）午後２時～５時 

場所 ：東大阪商工会議所  

 講師 ：森本 一/NP0 地域基盤技術継承プラザ  

＜お問合せ＞東大阪商工会議所      TEL：06-6722-1151 

       NPO 地域基盤技術継承プラザ TEL：06-6748-1237 

 

 

 

３３３３．．．．能力開発相談能力開発相談能力開発相談能力開発相談    

ものづくり人材育成支援センター（大阪産業振興機構様よりの受託事業） 

職業能力開発に関する相談・アドバイスを、企業訪問及び、ＭＯＢＩＯ（ものづくりビジネス 

センター大阪）に来所した企業に対して実施 

《平成２９年度第３四半期相談実績》  

①来所相談    ４４件  

②訪問相談    １６件   

③講座・セミナー ４９回（２９７名）   

主な相談内容 

・社員教育訓練講師派遣（品質・安全・若年社員向け技術知識） 

・講座・セミナー講師派遣 

・技能伝承（革製品製造・汎用加工機） 

・人材紹介（新規技術立ち上げ指導者） 
 
 
 
 



    

４４４４．ＮＰＯ．ＮＰＯ．ＮＰＯ．ＮＰＯからのおからのおからのおからのお知知知知らせらせらせらせ

（（（（１１１１））））理事会理事会理事会理事会・・・・情報交換会開催情報交換会開催情報交換会開催情報交換会開催
日時 ：平成２９年１１月

場所 ：クリエイション・コア

 内容 ：Ｈ２９年度上期活動報告及

    ：基調講演 テーマ

講師：大西正曹氏

 

 

        ※※※※次回理事会次回理事会次回理事会次回理事会・・・・情報交換会日程情報交換会日程情報交換会日程情報交換会日程
日時 ：平成３０年４月３

内容 ：１部：Ｈ２９年度総会議案書確認

    ２部：懇親会 

   

 

 

（（（（２２２２））））NPONPONPONPO 第第第第３３３３回回回回親睦親睦親睦親睦ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペ
さる、１０月２６日春日台ＣＣ

開催されました。当日は台風

最高のコンディションの中８

“優勝”は、圧倒的名飛距離

 

 

 

 

4月 16 13

5月 20 4

6月 12 21

4-6月合計4-6月合計4-6月合計4-6月合計 48484848 38383838

7月 15 5

8月 14 8

9月 15 3

7-9月合計7-9月合計7-9月合計7-9月合計 44444444 16161616

10月 12 9

11月 9 12

12月 10 4

1 0 －1 2 月合計1 0 －1 2 月合計1 0 －1 2 月合計1 0 －1 2 月合計 31313131 25252525

H29度累計H29度累計H29度累計H29度累計 123123123123 79797979

平成２９年度　能力開発相談状況  (件数・人数)

期間 来所相談 訪問相談
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らせらせらせらせ    

情報交換会開催情報交換会開催情報交換会開催情報交換会開催しましたしましたしましたしました    
月７日（火）１３：３０～１５：３０ 

クリエイション・コア東大阪 

年度上期活動報告及び情報交換 

テーマ：「東大阪の活性化」  

大西正曹氏 

情報交換会日程情報交換会日程情報交換会日程情報交換会日程    
３日（火）１７:００～２０：００ 

年度総会議案書確認 

ゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペゴルフコンペをををを開催開催開催開催しましたしましたしましたしました    
ＣＣにて当ＮＰＯ第３回懇親コンペが 

台風２１号と２２号の谷間で天候に恵まれ 

８名の方が参加されました 

圧倒的名飛距離を誇る西島さんでした。 

教育計画 講師派遣 講座・研修

18 47 2 2

25 49 2 0

24 57 3 3

67676767 153153153153 7777 5555

28 48 4 2

30 52 2 2

23 41 1 2

81818181 141141141141 7777 6666

18 39 3 2

28 49 2 3

14 28 2 1

60606060 116116116116 7777 6666

208208208208 410410410410 21212121 17171717

主な相談内容（件数）

平成２９年度　能力開発相談状況  (件数・人数)

計
電話・
メール

 以上 

講座・研修 受講者数

11 66

8 42

7 37

26262626 145145145145

15 65

19 154

15 78

49494949 297297297297

5 16

8 225

5 47

18181818 288288288288

93939393 730730730730

講座・研修集計

平成２９年度　能力開発相談状況  (件数・人数)


