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　今月号の表紙は、十円玉でおなじみの「平等院鳳凰堂」です。

　世界文化遺産「平等院」の鳳凰堂（国宝）は、1053 年に時の関白藤原頼通によって建立され

た阿弥陀堂です。鳳凰が羽を広げたような形状と大棟の南北両端に据えられた銅製の鳳凰に由来

して「鳳凰堂」と呼ばれていますが、こう呼ばれるようになったのは近世以降のことだそうです。

　正面中央の円窓から本尊阿弥陀如来の面相を拝することができたのですが、残念ながらうまく

写すことができませんでした。

 参考 : 世界遺産平等院ホームページ　http://www.byodoin.or.jp/ja/about.html

 （小田　記）

表紙説明

中小企業人材確保推進事業コーナー
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理事就任ご挨拶
　

中央開発株式会社 関西支社　束原　純

　平成 27 年度の定時総会において理事を拝命いたしました中央開発株式会社関西支社

の束原です。大変に責任が重い役目を仰せつかり、身が引き締まる思いです。至らぬ

点が多々あるとは思いますが、関係者の皆様のご支援を得て、精一杯務めてまいりま

すので、よろしくお願いいたします。

　地質調査において、客観的に地盤の特性や強度等を把握する土質試験の重要性は言

うまでもありません。協同組合関西地盤環境研究センターが担っている仕事は、地質

調査業界にとって、非常に大切なものであると思います。本センターが関西に存在し

ていることは大変にありがたいことであるとともに、研究活動等の様々な活動を通じ

て業界に貢献していて下さることは、特筆すべきであると思います。このような、セ

ンターの活動に参加できることは、本当に名誉であるとともに、楽しみなことでもあ

ります。地質調査業界で長く働いて来た者として、その経験を活かして色々な面でセ

ンターの活動に力を尽くしていきたいと考えています。

　また、個人的には、中山専務理事とは若かりし頃から懇意にしていただいておりま

すし、理事の方々も、高村理事長をはじめ従前から懇意にしていただいています。お

かげで、特にストレスがなく理事会に参加させていただいていることは、まことにあ

りがたく感じているところです。今後は、理事とセンター職員の皆様と力を合わせて、

協同組合関西地盤環境研究センターと地質調査業界が発展できるようお手伝いをして

いく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。
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定例理事会 Regular board of directors7月
　平成 27 年 7 月 24 日（金）14 時 00 分より、大阪キャッスルホテル会議室において、理事 9 名
が出席して開催した。
　定款の定めにより、髙村理事長が議長に就任し議事進行を行った。

［報告事項］

１）一般経過報告
　　６月の会議・会合・行事について報告した。
２）６月分事業報告の件
　　①　試験実施状況報告
　　　　試験依頼件数 201 件、受注金額は 20,005 千円、請求金額は 22,194 千円、
　　　　未試験金額、22,694 千円。
　　②　収支実績報告
　　　　入金額 22,710 千円。
３）　平成 27 年度第１四半期実績報告の件
４）　社会保険労務士の件
５）　大阪府中央会大阪大会　会長表彰者推薦の件
６）　その他の件
　　①　合同見学会開催予定の件

［審議事項］
　

１）　組合担当（委員）推薦の件
２）　「ものづくり補助金第２次公募」申請の件
３）　顧問・相談役契約の件
４）　嘱託職員再雇用の件
５）　大阪府「組合等事業向上支援事業」の件
６）　その他の件

☆お知らせ☆
組合員住所変更

　　　・会　社　名　株式会社　アスコ
　　　　住　　　所　〒 541-0054　大阪市中央区南本町３- ６-14　イトゥビル２F
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL　06-6282-0323　FAX　06-6282-0324
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中小企業人材確保推進事業コーナー
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マイナンバー制度セミナー　開催報告

　平成 27 年 7 月 24 日（金）大阪キャッスルホテルにおいて「マイナンバー制度セミナー」

を開催致しました。参加者は総勢 32 名でした。

　講演のテーマは「マイナンバー制度の概要」講師は税理士法人コモンズ代表（大阪府中

小企業団体中央会顧問税理士）坂本幹雄先生。

　坂本先生の講演ではまず冒頭に「マイナンバー制度」の概要について説明があり、その後、

税や社会保障の手続きにおいて「マイナンバー」を従業員等から取得する際に求められる

コンプライアンスや、取扱いに関する注意点など解りやすく説明がありました。

　平成 28 年 1 月から運用開始されるマイナンバー制度は、企業規模に関係なくすべての企

業で対応が必要となるため、各企業においても関心は高いようで、質疑も活発に行われ 1

時間のセミナーは予定時間を少しオーバーし終了致しました。

　また、最後に大阪府中小企業団体中央会から会員組合向けに「関係書式集」が配布され

る報告があり、届き次第組合事務局より、組合員向けにアナウンスを行う旨を説明した。

　組合員・賛助会員の皆様におかれましても、マイナンバーについてお困りの事があれば、

組合事務局へご相談下さい。
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行事・講習会・資格試験等のご案内
（H27年 8月20日現在）

主　　催 開催日
開催地 名　　称 募集内容 申込締切

関西地盤環境研究センター、
関西地質調査業協会、
日本応用地質学会関西支部

9月30日 平成27年度合同見学会 見学会

関西地質調査業協会
http://www2.ocn.ne.jp/~kstisitu/ 匠（優秀オペレータ）募集 募集 10月1日〜3月31日

全国地質調査業協会連合会
http://www.zenchiren.or.jp/

9月17日〜18日 全地連「技術フォーラム2015」名古屋 フォーラム

10月9日
大阪会場

平成27年度
道路防災点検技術講習会

地質リスク学会
http://www.georisk.jp/ 11月20日 第6回地質リスクマネジメント事例

研究発表会 募集中 9月30日まで

地盤工学会関西支部
http://www.jgskb.jp/

9月11日 第1回若手セミナー〜地盤工学の基礎
講座 地盤工学の基礎講座 〜

11月20日 Kansai Geo-Symposium 2015 シンポジウム

地盤工学会
https://www.jiban.or.jp/

9月1日〜4日
北海道 第50回地盤工学研究発表会 発表会

シニア会員と若手の交流企画 講師募集 原則として
年齢60歳以上

土木学会　
http://www.jsce.or.jp/

9月16日〜18日
岡山 平成27年度土木学会全国大会 発表会

11月10日 平成27年度セミナー「土木学会による
実務者のための耐震設計入門：実践編」

12月2日 第3回 地盤工学から見た堤防技術
シンポジウム 論文募集

日本建築学会
http://www.aij.or.jp/

9月4日〜6日
東海大学湘南
キャンパス

2015年度日本建築学会大会（関東）
学術講演会 講演会

日本応用地質学会
http://www.jseg.or.jp/index.html

9月24日〜24日 平成27年度 日本応用地質学会 
研究発表会 発表会

9月26日〜27日 第10回アジア地域応用地質学
シンポジウム シンポジウム

公益社団法人農業農村工学会
http://www.jsidre.or.jp/

9月1日〜3日
岡山大学

平成27年度 農業農村工学会 
大会講演会 講演会

建設コンサルタンツ協会近畿支部
http://www.kk.jcca.or.jp/ 9月10日 第48回（平成27年度）研究発表会 発表会

※内容の詳細については、ホームページ等でご確認願います。
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こんな時代だから、
　　ちょっと　  に残る良い話
こんな時代だから、
　　ちょっと　  に残る良い話

　今回のちょっといい話は、一度は耳にしたことがある名言だと思います。

　お暇な時に一読してみてください。

 （稲田　記）

【才能よりも重要なもの】

何としても二階に上がりたい。
どうしても二階に上がろう。

この熱意がハシゴを思いつかす。
階段をつくりあげる。

� 松下幸之助（1894〜1989）

　経営の神様と言われた松下幸之助は、家は貧しく、小学校を中退しました。
　体は弱く、学校の成績が特別によかったわけではありません。
　彼は、仕事をする上で才能よりも熱意が大切だと言いました。
　最初の大ヒット商品となる「松下ソケット」も、
　売り出した時は全然売れませんでした。
　しかし、なぜ失敗したのかを徹底的に調べて、
　さらに改良を加え、ついには大成功します。
　いくら才能があっても、
　「何としてでも……したい！」という熱意がなければ、
　新しいものは生まれてきません。
　熱意があるからこそ、知恵をしぼって考え抜くことができます。
　失敗しても、失敗しても、熱意があれば、
　やり遂げることができるのです。

� http://archive.mag2.com/0000141254/20150720070000000.html
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編 集 後 記
　9 月 1 日と言えば、防災の日ですね。防災の日は、台風高潮、津波、地震等の災害に

ついての認識を深め、それらの災害に対処する心構えを準備するためとして、昭和 35 年

（1960 年）に政府が制定したそうです。そう言えば、以前、センターニュースの編集後記

に防災の日を題材にした記事を書いた記憶があります。

　さて、今回は、台風の発生時期について少し調べましたので紹介します。

　気象庁の統計資料によると、台風の発生数は下図に示すとおり 8 月、9 月が多いようです。

また接近、上陸も同様のようです。夏になると台風が発生する緯度が高くなり、太平洋高

気圧を回って日本に向かって北上する台風が多くなるそうです。8 月は発生数では年間で

一番多い月ではありますが、台風を流す上空の風がまだ弱いために台風は不安定な経路を

とることが多くなるそうです。9 月以降になると南海上から放物線を描くように日本付近

を通るようになり、秋雨前線の活動を活発にして大雨を降らせる場合があるとのことです。

過去に、室戸台風、伊勢湾台風など日本に大きな災害をもたらした台風の多くは 9 月にこ

の経路をとっているとのことです。

　今年は、低緯度で発生して西に進むものが多い気がします。今後、高緯度で発生し、日

本列島を縦断や横断するような台風が増加するような気がしてなりません。

　台風には事前の備えを。

 （気象庁 WEB より）

 鏡原　記
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組合員・賛助会員名簿
【組合員名簿】 （50音順）

会　社　名 電話番号 会　社　名 電話番号

 株式会社 アスコ （06）6282-0323  株式会社 白浜試錐 （0739）42-4728

 株式会社 アテック吉村 （072）422-7032  株式会社 ソイルシステム （06）6976-7788

 株式会社 インテコ （0742）30-5655  株式会社 ダイヤコンサルタント 関西支社 （06）6339-9141

 株式会社 エイト日本技術開発 関西支社 （06）6397-3888  株式会社 タニガキ建工 （073）489-6200

 株式会社 オキコ コーポレーション （06）6881-1788  株式会社 地圏総合コンサルタント 大阪支店 （06）6223-0955

 応用地質 株式会社 関西支社 （06）6885-6357  中央開発 株式会社 関西支社 （06）6386-3691

 川崎地質 株式会社 西日本支社  （06）7175-7700  中央復建コンサルタンツ 株式会社 （06）6160-1121

 株式会社 関西土木技術センター （075）641-3015  株式会社 東京ソイルリサーチ 関西支店 （06）6384-5321

 株式会社 関西地質調査事務所 （072）279-6770  株式会社 東建ジオテック 大阪支店 （072）265-2651

 株式会社 基礎建設コンサルタント 大阪営業所 （088）642-5330  東邦地水 株式会社 大阪支社 （06）6353-7900

 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 関西支社 （06）6536-1591  株式会社 日さく 大阪支店 （06）6318-0360

 株式会社 キンキ地質センター （075）611-5281  株式会社 日建設計シビル （06）6203-3694

 株式会社 建設技術研究所 大阪本社 （06）6206-5700  日本基礎技術 株式会社 関西支店 （06）6351-0562

 興亜開発 株式会社 関西支店 （072）250-3451  日本物理探鑛 株式会社 関西支店 （06）6777-3517

 株式会社 神戸調査設計 （078）975-3385  株式会社 阪神コンサルタンツ （0742）36-0211

 株式会社 興陽ボーリング （06）6351-1590  阪神測建 株式会社 （078）360-8481

 国際航業 株式会社 関西技術所 （06）6487-1111  復建調査設計 株式会社 大阪支社 （06）6392-7200

 株式会社 国土地建 （0748）63-0680  双葉建設 株式会社 （0748）86-2616

 サンコーコンサルタント 株式会社 大阪支店 （06）4803-2010  株式会社 メーサイ （06）6190-3371

 株式会社 シマダ技術コンサルタント 大阪本社 （06）6392-5171  明治コンサルタント 株式会社 大阪支店 （072）751-1659

 有限会社 ジオ・ロジック （072）429-2623  株式会社 ヨコタテック （06）6877-2666

【賛助会員名簿】

会 社 名 電話番号 会 社 名 電話番号

 株式会社 アーステック東洋 （075）575-2233  株式会社 ソルブレイン （06）6981-3330

 株式会社 池田地質 （06）6797-2280  株式会社 中堀ソイルコーナー （06）6384-9069

 株式会社 創研技術 （088）652-0077  株式会社 兵庫コンサルタント （0799）28-1074

 株式会社 綜合技術コンサルタント （072）312-0653



〒566ｰ0042 大阪府摂津市東別府1丁目3ｰ3
 TEL.06ｰ6827ｰ8833（代表）
 FAX.06ｰ6829ｰ2256（地盤技術室）
 http://www.ks-dositu.or.jp

ISO/IEC17025認定試験所（摂津試験所）
ISO9001認証取得

計量証明事業者登録（濃度）大阪府第10310号
環境省土壌汚染指定調査機関（環2003-1-99）

モノレール南摂津駅より徒歩約15分　JR岸辺駅よりタクシーで約10分　阪急正雀駅より徒歩で約25分


