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平成25年定時総会報告
平成25年 定時総会が6月11日（火）
ANAクラウンプラザホテル大阪で開催

北新地社交料飲協会の平成25年定時総会
が長瀧専務理事の司会のもと、
行われました。
東司丘理事長が議長に、
また山名副理事長、
志田副理事長が副議長に選出されました。
そ
としおか

こういち

理事長 東司丘 興一

（サルーンバー•ムルソー）

の後議事である平成２４年度の事業報告、
収
支決算報告、
監査報告がなされ、
平成２５年度

事業計画案と収支予算案の決議も満場一致で承認されましたこ
とをご報告いたします。
議事報告のあと会場を万葉の間に移し、
会員・賛助会員とご来
賓の方々をまじえた懇親会が行われました。
その席上で、
OSR福長理事長が
「旭日双光章」
を受章されたのを
祝し、
東司丘理事長より花束の贈呈がありました。
懇親会には、
クイーン、
準クイーンも参加し、
美味しいお料理とお
酒に囲まれながら、
会員間の親睦をさらに深める会となりました。

OSR報告

大阪府社交飲食業生活衛生同業組合（OSR）
平成２５年度通常総会

6月3日（月）に、北新地社交料飲協会の上部団体で
あるOSR通常総会がANAクラウンプラザホテル大阪
で行われました。その総会では、これまでの功績が称え
られ福長理事長が２０１３年春の叙勲「旭日双光章」を
受章された報告がありました。当協会の長瀧専務理事
（OSR副理事長）も「大阪府知事賞」の表彰を受けられ
ました。本当におめでとうございます。そして、本総会の
主旨である「会員増強」
「 組織強化」という目標に向か
い、取り組むことを全員一致で誓いました。総会後は、
和やかに懇親会が行われ、組合員同士の親睦を更に深
めた実りある会となりました。
平成２５年全国社交飲食業代表者

OSR副理事長

東京大会が１０月７日
（月）
に開催されます。

長瀧敏郎氏

平成25年青年部総会開催
川口哲史氏（レッドファイヴ）が第４代目部長に就任

5月19日（日）青年部総会を開催しました。まずは
毎年恒例の桜橋ボウルでボウリング大会が行われま
した。
その後アサヒスーパードライ梅田で懇親会を兼
ねた総会が行われ、
第４代部長に川口哲史氏が就任されました。
そして新入部員の紹介、
新役員が発表さ
れました。
今期は会員６６名、
若手の各委員長を中心とした新体制でスタートです。
強い結束力が生まれ
た素晴らしい会となりました。

部長

川口 哲史

（レッドファイヴ）

副部長

徳山 勝浩
（beneﬁt）

会員交流委員長

環境•防犯委員長

広報委員長

（BarBlueBird）

（Minority）

（bar B-ﬂat）

西川 実紀夫

会員交流委員

上代 直紀

環境•防犯委員

鍵 恵子

広報委員

萩原 新司
（酒感処 ちょい）前島 範行（Juliano）

高橋

浩（Jazz&Barヌーヴォー）

今城

錦織

泉（ラウンジ悦子）

賢（ビストロキュニエット）仲川 和馬（北新地むろ多）

仲島 宏明（料理屋 仲島） 堀 美和子（Canal）

本島 明美（レッドファイヴ）

松本 一真（Bar 一真）

山形 明日香（クラブ有馬）

総務委員長

会計委員長

（Bar織田）

（北新地たゆたゆ）

中河 泰治
総務委員

上野 悦史（葉なと）

井谷 守

会計委員
小安土 繁昇
（ムルソー）
古川 孝哉
（北新地たゆたゆ）

北新地すし処

梅はら

京都の老舗で7年修業され、今年の4月
北新地に開店されました。店主のきめこ
まやかな気配りと素晴らしい技術から
織りなされる握りや一品料理は、
旬の厳
選食材を最高の状態で召し上がって頂
きたいという思いが伝わってきます。
ゆったりとした空間でスタッフとの会話
も楽しみながら心ゆくまでお楽しみ下さ
い。
同伴での利用もおすすめです。

06-6344-3200

17:30〜24：00
日・祝

北区曽根崎新地1-1-40
ジロービルM2F
（新地本通り）

お好み焼き 鉄板焼き 焼き野菜 葉なと06-6344-8710

BAR Spillare スピラーレ

イタリア語で「酒樽に蛇口をつける」と
いう意味をもつSpillareは2009年２
月にオープン。ウイスキー、カクテル、
ワイン等、幅広いラインナップ、パスタ
やピザなどフードメニューも充実し、
アフターや女性ひとりでも安心して飲
めるお店です。レンガ造りの暖かな雰
囲 気の中ごゆっくりお過ごしくださ
い。
（カウンター６席、テーブル８席）

おばんざい

わさび

06-6341-2277

北新地の夏を彩る 天神祭
「北新地巡行2013」
7月23日（火）開催
今年も北新地を華やかに彩る、天神祭「北新地
巡行」が7月23日（火）に開催されます。天満宮
のお神輿や獅子舞とクイーン達が北新地を巡
行致します。当日はANAクラウンプラザホテル
大阪を出発し、上通りから本
通りにかけての巡行となりま
す。ぜひご参加下さい。
■集合時間：19:45

19：00〜29：00
日

北区曽根崎新地1-5-31
米田ビル1Ｆ
（新地本通り）

06-6341-3450

■集合場所：ANAクラウンプラザホテル大阪
■巡行時間：20:00〜21:30

神典のお申し込みについて

獅子舞による清め祓いをご希望のお店は協会で受付しております。
神典料につきましては、協会までお問い合わせ下さい。

天満警察署からのお知らせ

外国人の不法就労防止にご協力下さい

不法就労は法律で禁止されています。不法就労した外国人はもとより、不法就労させた事業主も処罰の対象になります。

不法就労となるケース
不法滞在者が働く
【例】●密入国した人やオーバー
ステイの人が働く
10年間 修業を積んだ店主が焼き上げ
るお好み焼きや焼きそば、ねぎ焼きは
もちろん、入手困難な希少野菜や旬の
厳選素材の鉄板焼きは絶品です。その
他、月替りメニューやセロリシャーベッ
トサワー等オリジナルのドリンクメ
ニューも豊富で、同伴やアフターにも
最適な楽しいお店です。

平日17：30〜28：00（L.O）
土祝17：30〜23：00（L.O）
日

北区曽根崎新地1-6-27
あすとりあビル1Ｆ
（永楽町通り）

堺で6年間居酒屋を経営され、昨年7
月に念願の北新地でオープン。
ほっこりとした雰囲気の中、大皿に盛
られたおばんざいや鰹だしにこだわっ
たおでんが大好評！家庭料理のお店
ならではの 和 洋 中イタリアン等 、レ
パートリーの広さや、リーズナブルな
価格も魅力です。気さくなママとの会
話も楽しく元気になれるお店です。

入国管理局から許可を
得ていないのに働く

【例】●観光目的で入国した人が働く

●留学生が許可を受けずに
アルバイトをする

入国管理局から認められ
た範囲を超えて働く

【例】●通訳員として働くことを認

められた人が工場で単純労
働者として働く

外国人を雇用する際は在留カードを確認して下さい！

17:00~23:00
土・日・祝

北区堂島1-3-23
大阪屋北新地ビル1F
（堂島上通り）

（一定期間、在留カードとみなされる外国人登録証明書もあります）

もし確認を怠ると…
3年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられることがあります。

天満国際交流協議会 天満警察署（06-6363-1234）

夏本番！
熱中症にご注意！
！

天
霧吹きに水を入れて持ち歩き、
こまめに吹きかけるのも
理想的です。

冷たいおしぼりや水で、
首や脇、太腿等
太い血管が通っている所を
冷やして下さい。

～猛暑に負けない身体づくり～
暑さが本格化してきました。今年も猛暑が予想されています。
危険な熱中症にかからない様に、
日頃から健康な身体づくりに努め、
この夏を乗り切りましょう‼
暑熱環境下において体内に熱がたまり身体適応の障害がおきる状態です。
体温調節機能が破綻する為、体温が異常に上昇し肝臓、腎臓、中枢神経にまで障害が及びます。

タンパク質
酵素 、髪の 毛、
筋肉 、皮膚 、血液 、骨、
ます。
くり
神経伝達物質をつ

大豆食品、卵、肉
魚、牛乳

ビタミンC
水溶性のビタミンで発汗によって失われま

す。果物だけでなく、夏野菜にも多く含まれ

るので、この季節美味しく摂取出来ます。

枝豆、トマト、カボチャ
ゴーヤ、モロヘイヤ

必要不可欠な
栄養素と
オススメの食材

養素と

特集

中町知美です。

疲労物質を分解、食欲増進。酸っ

ぱいと感じる物や柑橘類に含ま

れています。

梅干し、レモン、お酢
グレープフルーツ

労作性熱中症（スポーツや仕事等の活動中におきる）
と非労作性熱中症（日常生活の中でおきる）
が、
あり、
日射病とは違い室内でも発症
するので注意が必要です。
また、炎天下でなくても湿度が高く、風がない環境下では汗をかいても蒸発せず体温が下がらない為、要注意で
す。対処法としては、発汗による脱水症状が原因の場合は水分補給はもちろん、
同時に失われたミネラル、塩分、
ビタミンC、
ビタミンＢ群等
も補給して下さい。夏でも汗をかきにくい体質の方は体温調節が出来ず体内に熱がこもってしまう事が原因になりやすいので別の対策が
必要となります。
こまめに水分を摂ったり、発汗作用のある食品などを意識して摂取しましょう。

（栄養士資格保持）

香辛料

有機酸

発汗作 用を促 し、食欲増 進にも

繋がります。

生姜、茗荷、紫蘇、葱
ワサビ、からし、唐辛子
カレー粉

暑さの為、食欲が減退し冷たい物が美味しく感じられますが、
冷たい物ばかり摂取し、身体を冷やし過ぎると外に出た時に、気温差に
身体が追いつかず発症する事もあります。汗もかきにくくなり胃や腸など
内臓も疲れてしまいます。少しくらい体調が悪くてもキャンセル出来ないからと、
ムリをしてしまう方も少なくありません。普段から健康な身体づくりと
対処策を知って楽しい夏を過ごして下さい。

ミネラル
ビタミンＢ群
こちらも水溶性のビタミンです。
エネル ギー代 謝をサ ポート する

ので美容にも良い栄養素です。

豚肉、鰻、レバー
ニラ、枝豆、ゴマ

温かい食事や飲み物も
積極的に取り入れましょう。

鉄分やカルシウム、マ
身体のバランスをとる役割をします。
、不足しがちな栄養素
亜鉛等
リン、
ウム、
ナトリ
グネシウム、
。水分補給はミネ
もありますが、過剰摂取は良くありません
ンクで バラン
ツドリ
ラルウ ォータ ーだけ ではな く、スポー
さい。
って下
も行な
分補給
スの良いミネラル補給と塩

小魚、ワカメ、チーズ、発酵調味料、鉄鍋で調理する
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第５回

ベルギービール試飲会のお知らせ

「ビール王国ベルギー」ビールの数だけ美味しさがあります。

●日時／平成25年9月9日（月）

ベルギーから選りすぐったビールの試飲会を飲食店様向けに開催致します。

●場所／北六甲カントリークラブ

入場
無料

【日時】2013年7月23日
（火）14:00〜18：00
【会場】GIRONDʼS JR

詳細等につきましては、北新地社交料飲協会まで。

青年部交流会のお知らせ

海水浴&BBQ in 淡路島

大阪市北区曽根崎新地1-1-40アストリアジロービル3F

■主催：後谷株式会社

会員交流ゴルフコンペ
開催のご案内

7月28日（日）

TEL.0663410800

※お酒の試飲会となりますので、
お車でのご来場はご遠慮ください。

新規会員募集!

協会会員店の特典

北新地社交料飲協会主催の
「ようこそ！ 北新地へ」
パーティー、節分お水汲み
祭り、橋洗い、防犯活動など地域活性化のために、一緒に活動しましょう。

1 カード手数料が優遇されます。詳しくは協会事務所までお問い合わせ下さい。
2 大阪府食品国民健康保険への加入が出来ます。

（但し個人事業主に限ります） 保険料は所得にかかわらず定額です。

3 健康診断が特別料金で受けられます。

通常25,000円程度の健診が8,000円で受診できます。
詳しくは協会事務局までお問い合わせ下さい。

4 日本政策金融公庫から有利な条件で融資が受けられます。
●
●

生活衛生営業者融資の斡旋が受けられます。
5名以下で会員在籍1年以上のお店であれば1,000万円までの小企業設備資金及び運転資金の融資を無担保無保証で受けることができます。

5 JASRACが20%割引 カラオケの音楽著作権料が割引になります。
6 永年勤続・優良従業員表彰制度

同一店舗での勤続年数(10年以上、6年以上)などの資格により各種表彰制度があります。
従業員定着の一助としてご活用下さい。

入会金

1,000円

月 額

3,000円（年間36,000円）

協会からのお知らせ
広告掲載料金のご案内

広告サイズ

広告掲載料

本文 横 1／4P 年5回掲載（1回あたり）

¥40,000

本文 横 1／8P

本文 横 1／16P

〃

〃

¥20,000
¥10,000

発行形態：隔月刊（年5回）中綴じ、カラー
サイズ：B5版（天地257mm 左右182mm）
♦ 発行部数：年4回 各1,000部 8p・年1回 3,000部 12p
♦
♦

※広告原稿をこちらで制作する場合は別途となります。
※詳細につきましては協会までお問い合わせ下さい。
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■2013夏季 健康診断のご案内

■協会のお盆休み

8月13日（火）〜8月15日（木）まで、
協会事務所はお盆休みとなります。

夏季健康診断を8〜9月に実施致します。生活習慣病
■協会費納金のお願い
予防健診8千円（通常2万5千円）レディースドック
新年度会費の納金をよろしくお願いします。
2万1千円（通常4万6千円）があります。健診日につ
きましては、協会事務所でご確認下さい。希望健診 【お問い合わせ先】
日の2週間前までにお申し込み下さい。お申し込み、 北新地社交料飲協会
TEL.06-6345-0006
お問い合わせは協会まで。

■ ひまわりほっとダイヤル

会員店のみ

モンスタークレーマーやその他法的相談を希望される方は、
当協会員様に
限り、30分無料で相談ができる
「ひまわりほっとダイヤル」
を利用頂けます。

ひまわりほっと
ダイヤル

0570-001-240

http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/index.html
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手続き・お問い合わせは協会まで
TEL.

06 - 6345 - 0006

「ようこそ！北新地へ」パーティー

2013

11月22日（金）PM6：00〜PM8：00

（受付 PM5:30より）

「北新地クイーン」大募集！

第4代

会場：ANAクラウンプラザホテル大阪 3F「万葉の間」

限定
6組

大好評
！
企画！

北新地へ」
「ようこそ！
台で
の最高の舞
パーティー
？
せんか
演じてみま
にあなたの
このチャンス
！
お店のPRを

前回のパーティーから新しい趣向として始まった、
パフォーマンスショー
今回も会員店様の中からパフォーマンスをして頂ける方を募集いたします。
演奏•歌•マジックなどお店のPRも兼ねて日頃培った皆様の特技を
前回パーティーを
（1組10分間）
ご披露下さい。
盛り上げた
多数応募の場合は実行委員会にて出場者を決定致します。
エンターティナー

★洋シスターズ（クラブ洋）★児玉 有里子（司）★吉田 彩子（エクセレント幸子）
★セナ（クラブなかむら）★HODAKA（ビルメンテナンスサービス）★石田原 美鈴（サロン君屋）
★SANTA☆MARIA（西洋館淳）★山本 慶隆（バープルミエ）

第3代
北新地クイーン•準クイーン

【募集要項】クイーン（1名）•準クイーン（2名）
○協会員店舗に従事する方に限ります。
（お店をあげて、応援してあげてください。）
○自薦•他薦を問いません。 ○既婚•未婚を問いません。
○各媒体への広報活動をする上において、支障のない方。
○2年間、北新地における広報•PR活動に参加して頂ける方。

【特典】

○堂島薬師堂お水汲み祭り
（2月）
でおいらん役で先頭を行進して頂きます。
○商品券

○ANAクラウンプラザホテル大阪 ペアお食事券
○天神祭船渡御 乗船券

〈キリトリ〉

エンターティナー 応 募 用 紙

フリガナ
店舗名
フリガナ

出場者（代表者）氏名
連絡先（携帯番号）

〈キリトリ〉

■出場申込締め切り日

9月13日（金）

店名•出場者
（代表者）
の氏名•連絡先
（携帯番号）
•パフォーマンス内容を
電話、
又は応募用紙をFAXにて
協会事務所までお申し込み下さい。

フリガナ

北新地クイーン 応 募 用 紙

店舗名
フリガナ
名前（本名／源氏名）
推薦者（他薦の場合）
趣味／特技

パフォーマンス内容

〒530-0003
大阪市北区堂島 1-2-2 堂栄ビル本館 3F
TEL.06-6345-0006
FAX.06-6345-0007

お手数ですが応募用紙を切り取り、お気に入りの
写真を添えて協会まで郵送または持参して下さい。

【審査スケジュール】
● 9月20日
（金）…応募締め切り
● 10月上旬
…書類審査
● 10月中旬
…面接審査
●11月22日（金） …本選最終審査

「ようこそ！北新地へ」
パーティー、ステージ上で
着物審査を行います。
※クイーン（1名）
•準クイーン（2名）

【応募先／お問い合わせ先】

【応募先／お問い合わせ先】

北新地社交料飲協会

【お申し込み方法】

北新地社交料飲協会

アピール文

北新地クイーン実行委員会
〒530-0003
大阪市北区堂島 1-2-2 堂栄ビル本館 3F
TEL.06-6345-0006
FAX.06-6345-0007

