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１１１１．．．．第第第第１１１１四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））））企業内教育訓練講師派遣企業内教育訓練講師派遣企業内教育訓練講師派遣企業内教育訓練講師派遣    
 

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））））企業内企業内企業内企業内教育訓練講師派遣教育訓練講師派遣教育訓練講師派遣教育訓練講師派遣    

（（（（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    

    
 

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    

H30H30H30H30 年年年年 4444----6666 月月月月年度年度年度年度活動実績活動実績活動実績活動実績    

    

４４４４．．．．ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯののののおおおお知知知知らせらせらせらせ    

（（（（１１１１））））理事会懇親会開催理事会懇親会開催理事会懇親会開催理事会懇親会開催    

（（（（２２２２）Ｈ）Ｈ）Ｈ）Ｈ２９２９２９２９年度総会開催年度総会開催年度総会開催年度総会開催    

（（（（３３３３））））第第第第４４４４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案内案内案内案内    

（（（（４４４４））））第第第第１１１１回会員相互回会員相互回会員相互回会員相互のののの工場見学会案内工場見学会案内工場見学会案内工場見学会案内    



１１１１．．．．第第第第１１１１四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（4-6 月）は定例開催
＜講習概要＞ 

場所 ：クリエイション・
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
 

＜4-6 月の受講者＞ 
三晃電気製作所㈱ ㈱ソダ
チトセ工業㈱ ㈱中農製作所
修了証を授与しました。 
 
 

（（（（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  

去る、３月８日同社営業

した「戦略的営業力強化研修

＜戦略的営業力強化研修概要

期間：平成３０年３月～

時間：１１０時間（５時間

場所：㈱三和鋲螺製作所

  参加者：９名 

講師 ：北山信雄氏 NP0

 

本研修は昨年実施した営業管理職能力開発塾

位置づけとして開催され、

昨年の塾で磨いた感性を如何

業績に結びつけるかをテーマに

後半は再受講者と新規受講者

具体的な戦略的営業活動をテーマに

 

同社は今回が平成２８年以降

大変人材育成に力を注いでおります

＜過去の研修 （１１０時間

Ｈ２８年８月～１２月 工場部門管理職意識改革塾

Ｈ２９年２月～ ４月 上記意識改革塾

Ｈ２９年２月～ ５月 本社営業管理職能力開発塾

Ｈ２９年７月～ ９月 工場部門若手

Ｈ３０年３月～ ８月 戦略的営業力強化研修
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なななな活動活動活動活動    

    

定例開催３コースを開催しました。 

・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。 

ソダ工業 ㈱シルバーロイ販売  
中農製作所 ８名／５社の皆様に 

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    

 

日同社営業を中心とする中間管理職を対象と 

戦略的営業力強化研修」が始まりました。 

戦略的営業力強化研修概要＞ 

～８月毎木曜日１３時～１８時 

時間×２２回） 

三和鋲螺製作所 

NP0 地域基盤技術継承プラザ登録講師 

営業管理職能力開発塾のフォロー研修の 

、９名の内４名が再度受講しております 

如何に実践で活かし、そして如何に 

びつけるかをテーマに取り組んでおります。 

新規受講者の 2 班に別れ再受講者は、 

をテーマに取り組んでいます。 

年以降５回目の研修開催となり 

いでおります。 

時間／コース）＞ 

工場部門管理職意識改革塾（１０名） 

上記意識改革塾フォロー研修（１０名） 

本社営業管理職能力開発塾（８名） 

工場部門若手テクニカルスクール（５名） 

戦略的営業力強化研修（９名） 

4 月コース

5 月コース

6 月コース

コース 

コース 

コース 
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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        “１０月開催分まで受付中”     

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 

８月： ７日、１４日、２１日、２８日（１３：３０～１６：３０） 

９月： ４日、１１日、１８日、２５日（１３：３０～１６：３０） 

１０月： ２日、 ９日、１６日、２３日（１３：３０～１６：３０） 

 

＊１０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。 

 お気軽に事務局までお問い合わせ下さい。 TEL/FAX 06-6748-1237 

 
 
 

（（（（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    

①Ｓ社 中堅管理職研修 

    
 

（（（（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：生産現場リーダ能力開発研修 

『製造現場リーダのあるべき姿と教え方』 

日時 ：平成３０年８月２２日（水）２３（木）両日とも１４時～１７時 

場所 ：東大阪商工会議所 本所別館 ２階ホール 

  内容 ：ものづくり企業の製造現場における様々な課題解決に向けたリーダのあるべき姿と

その能力開発、および現場での部下育成のノウハウを学びます。 

講師 ：森本一 氏 NP0 地域基盤技術継承プラザ 

＜お問合せ＞東大阪商工会議所 調査部  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３０年度第１四半期相談実績》 

①来所相談    ３５件    

②訪問相談    １４件    

③講座・セミナー ２６回／１３８人 

 

 

＜第１四半期の主な相談内容＞ 

・新人教育訓練（製図･設計） 

・海外よりの実習生訓練 

・セミナー講師派遣 

・マシニングセンターの指導者派遣  
 

教育計画 講師派遣 講座・研修 受講者数

4月 13 4 16 33 0 0 9 52

5月 10 2 19 31 0 0 9 42

6月 12 8 18 38 0 1 8 44

4-6月合計4-6月合計4-6月合計4-6月合計 35353535 14141414 53535353 102102102102 0000 1111 26262626 138138138138

主な相談内容（件数） 講座・研修集計

平成３０年度　能力開発相談状況  (件数・人数)

期間 来所相談 計訪問相談
電話・
メール



４４４４、、、、NPONPONPONPO のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

（１）理事会・情報交換会

 ４月３日（火）㈱ます山

 その後同社料亭若葉に席

 当日は理事８名、事務局

 理事長・事務局からＨ２９

 Ｈ３０年度各行事の日程

 

 

 

（２）第１４期（Ｈ２９年度

 さる、６月１２日クリエイション・コア

第１４期総会が開催されました

Ｈ３０年度活動計画に続

神戸理事の退任、増本理事

総会後の基調講演では、

題し阿部智美女史（ロダン

 

 

 

（３）NPO 第４回親睦ゴルフコンペ

  日時：平成３０年７月１７

  場所：タラオカントリークラブ

  お問合せ先：０６－６７４８

 

 

 

 （４）第一回ＮＰＯ会員企業

  日時：平成３０年９月１２

  見学先：木田バルブボール

  事務局から、提案させていただいておりました

き、第一回を開催いたします

める機会としていただきますようお

お問合せ先：０６－６７４８
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情報交換会を開催しました 

山１階にて理事会・情報交換会、 

席を移し懇親会を開催しました。 

事務局・他を含め計１０名が出席。 

２９年度総会の議事内容の説明と 

日程について討議が行われました。 

年度）総会を開催しました 

クリエイション・コア東大阪にて当ＮＰＯの 

されました。Ｈ２９年度の活動報告、 

続き、東大阪商工会議所人事異動に伴い 

増本理事の就任が承認されました。 

、ＳＳＫ活動からのメンタルヘルスと 

ロダン２１）よりお話を頂きました。 

ゴルフコンペ開催します 

１７日（火） 

タラオカントリークラブ（滋賀） 

６７４８－１２３７（事務局） 

会員企業相互工場見学会を開催します 

１２日（水） 

バルブボール株式会社 

させていただいておりました本見学会を木田バルブボール

いたします。会員企業様の社員教育の一環として中堅

としていただきますようお願いいたします。 

６７４８－１２３７（事務局） 

バルブボール様のご協力を頂

中堅･若手社員の見聞を広

 以上 


