理 事

内訳（出版

長が出席すると報告した。
【事業・増売委員会】

朝日新聞大阪本社山崎直

中に湧き起こっ たことで

品である』という声が世の

たことは『本が生活の必需

ましたが、この中で良かっ

やしたりバタバタしており

なり、４月はパソコンを増

ワークと非常に大変な事に

た上で「私の会社でもテレ

り初めての理事長挨拶とし

月に理事長人事の異動があ

事長（創元社社長）から６

大阪出版協会矢部敬一理

大阪府は約１００万人の幼

以上売れたという事です。

参考書がだいたい前年の倍

読みたい本は児童書と学習

もなく並んだと言います。

日レジに１００人以上苦情

もありますが、だいたい毎

ころも開けなかったところ

た。大型店は店を開けたと

年比は１５０％以上でし

けた書店の売上は大体対前

された。困難の中、店を開

で必要な分野であると認知

のライフラインとして社会

２、６１０本（昨年２４、３１

本）。世界地図カレンダーは ２
はスリップレス化によるコスト
０本）と報告した。

「イルピーノ梅田」と７月開催

ヒルトンプラザウエストの

ダウンのいくらかを振り向ける
の発言を紹介した。
日）にて
で交渉すると報告した。

３月理事会（３月
楽天ブックスの注文品直送の説
【共同受注・図書館問題特別委

回２０２０おおさか子ど

て協力を依頼した。

アンケートを実施するにあたっ

松原市と守口市の市立図書館

員会】

明会を開くこととなった。
第

【読書推進委員会】

さかにて開催、表彰式には宮川

ならなかった。食料品と同

純編集局長補佐から「小学

す。まだまだ厳しい状況が

稚園・小中高校生と

じく人間が生きていくため

校４年と２年の子どもがい

続きますが、子ども達が本

本は生活の必需品

ますが、地元の図書館や本

を読む事が出来るよう」に

千人の３歳以上の保育児に

今年の販売用カレンダーの販

大阪読書推進会の宮川健

屋さんが閉まっていて非常

一人２０００円の図書カー

【レディース委員会】

告

郎会長（大阪国際児童文学

にがっかりしていたのが印

出席者の自己紹介のち、

と願うと挨拶いただいた。

売 は ２ ８ ０ 本（ 昨 年 ４ ６ ７

がＴＲＣの指定管理となり、書

振興財団理事長）から「こ

象的でした。阪神淡路震災

コロナ禍のもと
読書生活の掘り起しを

籍の納本業者がＴＲＣとなった

の間の子ども達の読書生活

のときと同じように生活の

ご協力をお願いしたい」と
開会の辞を受けて始まっ
た。

社の朝日新聞大阪本社、大

階会議室にて開催、共催

今までと違った意味が生ま

ン』が行われます。今年は

達が感じていると思いま

ことで生きる喜びを子ども

書館や本屋さんが再開する

ハード面が壊される中、図

承認された。

報告・収支予算案を審議し

事業報告・事業計画・会計

もたらすと思っています。

書推進運動に大きな効果を

ドを贈りました。子ども読

『帯コン』への期待

阪出版協会、在阪取次、書

れるかも知れません。それ

図書館・本屋さんの
再開に生きる喜び

大阪読書推進会総会ひらく

と報告され、各市の実態調査の

が随分見直しをされている

万３

大阪読書推進会は総会を

と多く聞いている中『帯コ

六 月 理 事 会
（六月十三日）

はそれで良い事として期待

す。自宅待機中はじっくり

催頂いている朝日新聞大阪

が、宮川先生のご指導と共

た。

本を読めた時期だっ たの

閉会にあたり副会長の面

コロナの２波３波の予想が

店を合わせて 名が出席し

６月

日朝日新聞大阪本社

事 も 考 え な け れ ば い け な い 』」

会 報

（二月八日）

二 月 理 事 会

【庶務報告】
時～）

①１月
 ９日新年互礼会（於：ウ
ェスティンＨ大阪
も「本の帯創作コンクール」表
月 日（土）エルおお

大阪組
健 郎 会 長 欠 席（ 学 会 出 席 の た

彰式

業界紙２名
佼成
代理出席として大阪児童

るとあるが実際は定価卸で、楽

報道ではアマゾンが仲間卸す

【経営活性化委員会】

氏。表彰式のイベントは中止。

文学振興財団常務理事吉原孝

め）

名）当日欠席

名 近畿ブロック４団

名 取次・協力会社

の出席１２３名
社 社
７社
体６名
合書店
出版社１名
日（水）ウェスティン

： ～

②令和
 ３年新年互礼会の予定は
１月

Ｈ大阪
時からの開催に変更、

③近畿
 ブロック会の日程は６月
４日

したいと思っています。実

屋龍延大阪組合理事長は

本社さんと協力しながら成

『堺の諸店人』

暑中お見舞い申し上

通しも左右される訳です

それでも旅行業界や

ていますが、組合員の

の経済が大打撃を受け

ルスの感染拡大で日本

この新型コロナウィ

ら、コロナが落ち着く

自分に言い聞かせなが

と頑張ってるやん！て

被災された方々はもっ

っ！熊本の豪雨災害で

ば大したことないで

夜の飲食業界に比べれ

皆様の書店も大変ご苦

事を願い頑張りたいと

い暑さが続きますが、

まだしばらくは厳し

思います。

く、このコロナ禍を上

体調にはくれぐれもお

気をつけください。

手く乗り切って行ける

ん。

のか全く先が見えませ

私の書店も例外でな

う！

労されている事でしょ

げます。

ある中今後の読書運動の見
際には展示会や表彰式をど

で、帯コンをより発展して

功させたいと思います」と

【庶務報告】

司会を大阪組合深田健治

いければ良いかと思いま

年目を

天ブックスは書店に向けの注文

副理事長が行い、戸和繁晴

うするかかなり難しい問題

「読書推進活動も

大阪府から
図書カードの贈呈

店組合加盟１書店（支店を含

を皆様のお力で、かえって

迎える中、コロナ禍では書

会場は駅前第３ビル大会議室
坪の本屋の奇跡」
（ころ

大阪読書推進会実行委員長

す。色々ありますが弊社も

①全国書店再生支援財団から書

「

む）あたり一律５万円の支援

（大阪組合副理事長）から

バックアップ体制を整えた

品直送仲間卸を提案している。

金給付されることになり、申

読書生活の掘り起しとなれ

とし、講師は常世田良立命館
から刊）をキッカケに多くの著

大学教授と決定したが、もう
一人の講師として田口幹人旧
名人からの反響があり、２月

込資料は財団から書店へ直接

ば有り難いと思います」と

今期総会に定款変更の議案を上

「今年はコロナ禍のもとイ

程することを全員の拍手により

レギュラーな事が沢山起こ

送られ、個人情報保護の観点

コ

～

名、愛知は

名などとなっていることも
【各委員会】

参考にした。

～

名、京都は８～

理事数と同じで、兵庫は

承認された。これは東京組合の

例Ⅱ

挨拶をした。

例Ⅲ

大５円

店業界は休業指定業者とは

中３円

小３円大５円

円

い」と挨拶いただいた。

幼稚園・小中高生に

バイオマス配合率 ％以

ンビ二は３円
ⅲ

上で、その旨記載されてい

２億２６００

書店組合のＨＰにレジ袋

万３０００枚

ⅳ

る袋は無料としても良い。
億円の

万円（保育施設利用の３歳以

２、０００円図書カード約

配布、更に大阪府福祉部から

億円

円図書カード約１００万枚

挨拶した。

さんと隆祥館書店で二村さんと

日にジュンク堂難波店長福島聡

12

るかと思いますが、皆様の

から、各店は振込口座を記入

催予定）は延期となり開会時

②近畿ブロック会（６月４日開

告した。

して財団へ直接送付すると報

トークイベントを催すこととな
ったと報告した。
【雑誌発売日励行委員会】
日、平日

日となると報告した。

休配日は土曜休配
３日の

尼信ビ

期は未定となりました。
時～

階で開催と決定した。

上児）支給と合計約

有料のポスターをアップし

各委員長から当該委員会報告

と事業計画の説明を行い、議案
とする了承をした。

16

さわや書店名物店長（楽天Ｂ
＆Ｎ）に要請中。
尼信

④令和
 元年度組合通常総会は５
時から

新学期・夏休みセ

階にて開催と報告し

月 日（土）

ビル
た。
どもの本

１月２月委員会は休会と報告し

日（土）

③令和
 元年度組合通常総会は７
月

ル

定款で文書による総会開催

図書カードの支給の報告があ

ています。

ナベル書店

３月・４月・５月・７月理事

事態のため休会となり、４月・

会はコロナウィルスによる緊急

５月には臨時ＦＡＸ通信を送信
人以内」

した。

人から
人以上

ら理事定数が現在の「
人」を「

とする削減変更案が提案され、

編集後記

⑤２０
 ２０年度【心にのこる子
７カ月長期
た。
【定款規約等改正委員会】

理事定数の減少することを視
野に入れ、支部構成をも再検討

の規定の明文化がされてない

った。

西部

【加入・退会・変更】
▽退会一件
第７支部

大阪市福島区吉野３―８―２

22 25
組合員が減少していることか

【定款規約等改正委員会】

15

ール】送本条件
２月 日。

堺

事もあり、議決権行使書を使

する試案を提出したいと報告し
た。

⑥レジ袋有料化について以下の
って総会を開催しても

通り報告があった。

名の

【出店問題・組織強化委員会】

出席者がなければ総会が成立

日にオープ

ⅰ

ＷＥＢ上で４月

しない事から、従来通りの形

７月１日からレジ袋の有
ンの箕面キューズモール・セン

小１

20

締切

堺 クシロ書店

【加入・退会・変更】
支部


▽退会三件
第
爽智堂書店
旭屋
―

例Ⅰ

ⅱ １円以上の価格でなけれ
書店採用価格

ばならない。

規定です。

た。罰則規定ではなく訓示

料化が法律で決まりまし
で、７月

日（土）に総会開

ター棟（旧イオン箕面店）にく

催すると決まった。
④日書連からコロナウィルス予
防マスクを取次経由で各書店

でアップしていると報告した。

へ１００枚配布と報告した。

大阪府警

【出版販売倫理委員会】
「万引

３月４日

⑤大阪府教育庁から２、０００

26

14

まざわ書店が出店するとネット

19

市東区大美野３―２
第  南河内支部
北 株式会社

南河内市三日市町１３１

第２支
 部
Ｆ

書店大阪市北区中津１―

中津グランドビル

【重要議題・審議・報告】
書店新聞２月１日号の記事
中、東京組合新年懇親会での書
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