
 

大阪の超人、達人、鉄人をご紹介します！ 

2023.5.1現在 

     掲載許諾を頂いた方のみ掲載。 

 

「なにわなんでも大阪検定」（2009 年度～2022 年度まで実施）の最難関１級に５回合格された方に『大阪の超人』、３回

合格された方に『大阪の達人』、 

累計１千点を獲得された方に『大阪の鉄人』の称号を授与しています。超人、達人、鉄人の皆様、おめでとうございます。 

 

～大阪の超人～ 

【大阪の超人 １号】 

幸田潔（こうだ・きよし）、１９４４年生まれ、大阪市阿倍野区在住 

第３回合格（８１点）、第４回合格（８８点）、第６回合格（８６点）、第７回合格（８７点）、第８回合格（８７点） 

 

 

【大阪の超人 ２号】 

金子廣（かねこ・ひろし）、１９４６年生まれ、大東市在住 

第３回合格（８１点）、第４回合格（８６点）、第６回合格（８１点）、第７回合格（８７点）、第８回合格（９１点） 

 

 

【大阪の超人 ３号】 

竹内佳之（たけうち・よしゆき）、１９５７年生まれ、大阪市西区在住 

第４回合格（８５点）、第５回合格（８４点）、第７回合格（８９点）、第８回合格（８７点）、第９回合格（８２点） 

 

 

【大阪の超人 ４号】 

奥村恵子（おくむら・けいこ）、茨木市在住 

第２回合格（８１点）、第３回合格（８０点）、第７回合格（８３点）、第８回合格（８２点）、第９回合格（８９点） 

 

【大阪の超人 ５号】 

貝沼宣夫（かいぬま・のりお）、１９３３年生まれ、大阪市北区在住 

第６回合格（８４点）、第７回合格（９０点）、第８回合格（８６点）、第９回合格（８２点）、第１０回合格（８１点） 

 

【大阪の超人 ６号】 

久松俊美（ひさまつ・としみ）、１９５８年生まれ、大阪市城東区在住 

 



第７回合格（８７点）、第８回合格（９２点）、第９回合格（８８点）、第１０回合格（９２点）、第１１回合格（９１点） 

【大阪の超人 ７号】 

井上光嗣（いのうえ・こうし）、１９５４年生まれ、堺市東区在住 

第７回合格（８７点）、第８回合格（８４点）、第９回合格（８０点）、第１０回合格（９３点）、第１１回合格（９４点） 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪の超人 ８号】 

杉澤正宏（すぎさわ・まさひろ）、１９５４年生まれ、大阪府大阪狭山市在住 

第７回合格（８０点）、第８回合格（８９点）、第９回合格（８２点）、第１０回合格（９２点）、第１１回合格（９２点） 

 

 

 

 

 

 

【大阪の超人 ９号】 

西本広光（にしもと・ひろみつ）、１９５９年生まれ、愛知県東海市在住 

第４回合格（８２点）、第６回合格（８０点）、第７回合格（８１点）、第１０回合格（８３点）、第１１回合格（９２点） 

 

 

 

 

 

 

【大阪の超人 １０号】 

藤井里江（ふじい・りえ）、大阪市在住 

第４回合格（８０点）、第８回合格（８２点）、第９回合格（８０点）、第１０回合格（８３点）、第１１回合格（８３点） 

 

【大阪の超人 １１号】 

森島克一（もりしま・かついち）、１９６２年生まれ、大阪市住吉区在住 

第６回合格（９１点）、第９回合格（９０点）、第１０回合格（９５点）、第１１回合格（９４点）、第１２回合格（８８点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪の超人 １２号】 

大力隆司（だいりき・たかし）、１９５３年生まれ、大阪府寝屋川市在住 

第８回合格（８１点）、第９回合格（８２点）、第１０回合格（８６点）、第１１回合格（９６点）、第１２回合格（９１点） 

 

 



 

【大阪の超人 １３号】 

岩本敦志（いわもと・あつし）、１９８４年生まれ、大阪市西区在住 

第８回合格（８３点）、第９回合格（８２点）、第１０回合格（８３点）、 第１１回合格（９４点）、第１２回合格（８６点） 

 

【大阪の超人 １４号】 

小西豊信（こにし・とよのぶ）、１９５０年生まれ、大阪府大阪狭山市在住 

第６回合格（８１点）、第９回合格（８３点）、第１０回合格（８０点）、第１１回合格（８９点）、第１２回合格（８０点） 

 

 

 

 

 

 

【大阪の超人 １５号】 

松尾眞弓（まつお・まゆみ）、大阪府箕面市在住 

第７回合格（８７点）、第９回合格（８７点）、第１０回合格（８２点）、第１１回合格（８８点）、第１３回合格（８５点） 

 

【大阪の超人 １６号】 

渡邉利枝子（わたなべ・りえこ）、１９５９年生まれ、奈良県奈良市在住 

第９回合格（８１点）、第１０回合格（８４点）、第１１回合格（８９点）、第１２回合格（９０点）、第１３回合格（８５点） 

 

【大阪の超人 １７号】 

前阪恵造（まえさか・けいぞう）、１９５７年生まれ、大阪府豊中市在住 

第７回合格（８０点）、第９回合格（８５点）、第１０回合格（９０点）、第１１回合格（８６点）、第１３回合格（８３点） 

 

【大阪の超人 １８号】 

野寺雅之（のでら・まさゆき）、１９８０年生まれ、大阪府高石市在住 

第７回合格（８１点）、第１０回合格（８５点）、第１１回合格（８８点）、第１２回合格（８０点）、第１３回合格（８９点） 

 

～大阪の達人～ 

【大阪の達人 １号】 

行俊良雄（ゆきとし・よしお）、１９５６年生まれ、大阪市住之江区在住 

第２回合格（９１点）、第３回合格（８９点）、第４回合格（９２点） 

 
 

【大阪の達人 ２号】 

幸田潔（こうだ・きよし）、１９４４年生まれ、大阪市阿倍野区在住 

第３回合格（８１点）、第４回合格（８８点）、第６回合格（８６点） 



 

【大阪の達人 ３号】 

金子廣（かねこ・ひろし）、１９４６年生まれ、大東市在住 

第３回合格（８１点）、第４回合格（８６点）、第６回合格（８１点） 

 

 

【大阪の達人 ４号】 

竹内佳之（たけうち・よしゆき）、１９５７年生まれ、大阪市西区在住 

第４回合格（８５点）、第５回合格（８４点）、第７回合格（８９点） 

 

 

【大阪の達人 ５号】 

奥村恵子（おくむら・けいこ）、茨木市在住 

第２回合格（８１点）、第３回合格（８０点）、第７回合格（８３点） 

 

【大阪の達人 ６号】 

西本広光（にしもと・ひろみつ）、１９５９年生まれ、愛知県東海市在住 

第４回合格（８２点）、第６回合格（８０点）、第７回合格（８１点） 

 

 

 

 

 

 

【大阪の達人 ７号】 

貝沼宣夫（かいぬま・のりお）、１９３３年生まれ、大阪市北区在住 

第６回合格（８４点）、第７回合格（９０点）、第８回合格（８６点） 

 

【大阪の達人 ８号】 

久松俊美（ひさまつ・としみ）、１９５８年生まれ 

第７回合格（８７点）、第８回合格（９２点）、第９回合格（８８点） 

 

【大阪の達人 ９号】 

井上光嗣（いのうえ・こうし）、１９５４年生まれ、堺市東区在住 

第７回合格（８７点）、第８回合格（８４点）、第９回合格（８０点） 



 

 

 

 

 

 

【大阪の達人 １０号】 

杉澤正宏（すぎさわ・まさひろ）、１９５４年生まれ、大阪府大阪狭山市在住 

第７回合格（８０点）、第８回合格（８９点）、第９回合格（８２点） 

  

 

 

 

 

 

【大阪の達人１１号】 

藤井里江（ふじい・りえ）、大阪市在住 

第４回合格（８０点）、第８回合格（８２点）、第９回合格（８０点） 

 

【大阪の達人１２号】 

森島克一（もりしま・かついち）、１９６２年生まれ、大阪市住吉区在住 

第６回合格（９１点）、第９回合格（９０点）、第１０回合格（９５点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪の達人１３号】 

松尾眞弓（まつお・まゆみ）、大阪府箕面市在住 

第７回合格（８７点）、第９回合格（８７点）、第１０回合格（８２点） 

 

【大阪の達人１４号】 

前阪恵造（まえさか・けいぞう）、１９５７年生まれ、大阪府豊中市在住 

第７回合格（８０点）、第９回合格（８５点）、第１０回合格（９０点） 

 

【大阪の達人１５号】 

大力隆司（だいりき・たかし）、１９５３年生まれ、大阪府寝屋川市在住 

第８回合格（８１点）、第９回合格（８２点）、第１０回合格（８６点） 

 

【大阪の達人１６号】 

西澤秀憲（にしざわ・ひでのり）、１９６３年生まれ、大阪市生野区在住 

第３回合格（８３点）、第９回合格（８１点）、第１０回合格（８５点） 

 

【大阪の達人１７号】 

岩本敦志（いわもと・あつし） 

第８回合格、第９回合格、第１０回合格 



 

 

 

 

 

 

【大阪の達人１８号】 

澤田和夫（さわだ・かずお）、１９４８年生まれ、大阪市阿倍野区在住 

第７回合格（８２点）、第９回合格（８２点）、第１０回合格（８２点） 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪の達人１９号】 

中西一美（なかにし・かずみ）、１９５６年生まれ、大阪府寝屋川市在住 

第８回合格（８０点）、第９回合格（８２点）、第１０回合格（８４点） 

 

 

 

 

 

 

【大阪の達人２０号】 

田中睦彦（たなか・むつひこ）、１９４７年生まれ、大阪府枚方市在住 

第４回合格（８０点）、第７回合格（８３点）、第１０回合格（８１点） 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪の達人２１号】 

小西豊信（こにし・とよのぶ）、１９５０年生まれ、大阪府大阪狭山市在住 

第６回合格（８１点）、第９回合格（８３点）、第１０回合格（８０点） 

 

【大阪の達人２２号】 

川澄敏光（かわすみ・としみつ）、１９６２年生まれ、大阪府豊中市在住 

第７回合格（８２点）、第８回合格（８２点）、第１０回合格（８０点） 

 

 

 

 



 

【大阪の達人２３号】 

中村昌也（なかむら・まさや）、１９６３年生まれ、大阪市中央区在住 

第８回合格（８７点）、第１０回合格（８９点）、第１１回（８６点） 

 

 

【大阪の達人２４号】 

堀正夫（ほり・まさお）、１９４７年生まれ、大阪市北区在住 

第９回合格（８３点）、第１０回合格（８５点）、第１１回合格（９２点） 

 

【大阪の達人２５号】 

有馬久紹（ありま・ひさつぐ）、１９４６年生まれ、大阪市北区在住 

第４回合格（８１点）、第８回合格（８５点）、第１１回合格（９１点） 

 

【大阪の達人２６号】 

中井純（なかい・じゅん）、１９８８年生まれ、大阪府高石市在住 

第９回合格（８４点）、第１０回合格（８２点）、第１１回合格（９１点） 

【大阪の達人２７号】 

渡邉 利枝子（わたなべ・りえこ）、１９５９年生まれ、奈良県奈良市在住 

第９回合格（８１点）、第１０回合格（８４点）、第１１回合格（８９点） 

 

【大阪の達人２８号】 

野寺雅之（のでら・まさゆき）、１９８０年生まれ、大阪府高石市在住 

第７回合格（８１点）、第１０回合格（８５点）、第１１回（８８点） 

【大阪の達人２９号】 

岩城朝男（いわき・あさお）、１９５４年生まれ、大阪府東大阪市在住 

第８回合格（８０点）、第１０回合格（８４点）、第１１回合格（８３点） 

 

【大阪の達人３０号】 

谷口泰朗（たにぐち・やすろう）、１９５９年生まれ、大阪府交野市在住 

第１０回合格（９５点）、第１１回合格（９０点）、第１２回合格（８９点） 

 

【大阪の達人３１号】 

山口基彦（やまぐち・もとひこ）、１９５２年生まれ 

第７回合格（８０点）、第１１回合格（９４点）、第１２回合格（９１点） 

 

【大阪の達人３２号】 

田原彰（たはら・あきら）、１９５６年生まれ、大阪府枚方市在住 

第１０回合格（８５点）、第１１回合格（９３点）、第１２回合格（８５点） 

 

【大阪の達人３３号】 

山田富雄（やまだ・とみお）、１９４５年生まれ、大阪市天王寺区在住 

第８回合格（８７点）、第１１回合格（８７点）、第１２回合格（８６点） 

 

【大阪の達人３４号】 

大西秀紀（おおにし・ひでき）、１９６５年生まれ、大阪府八尾市在住 

第１０回合格（８７点）、第１１回合格（９３点）、第１２回合格（８０点） 

 

【大阪の達人３５号】 



山本靖夫（やまもと・やすお）、１９４５年生まれ、奈良県北葛城郡在住 

第１０回合格（８１点）、第１１回合格（８８点）、 第１２回合格（８３点） 

 

【大阪の達人３６号】 

木下義久（きのした・よしひさ）、１９４１年生まれ、大阪府高槻市在住 

第１０回合格（８５点）、第１１回合格（８５点）、 第１２回合格（８１点） 

【大阪の達人３７号】 

竹山栞（たけやま・しおり）、１９４７年生まれ、大阪市城東区在住 

第１０回合格（８４点）、第１１回合格（８５点）、第１２回合格（８２点） 

 

【大阪の達人３８号】 

井上敏夫（いのうえ・としお）、１９４８年生まれ、大阪市住吉区在住 

第１０回合格（８１点）、第１１回合格（８６点）、第１２回合格（８２点） 

 

【大阪の達人３９号】 

関谷大陸（せきや・たいりく）、１９９５年生まれ、大阪市住吉区在住 

第１１回合格（９５点）、第１２回合格（８３点）、第１３回合格（９１点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪の達人４０号】 

吉田武（よしだ・たけし）、１９５３年生まれ、大阪市旭区在住 

第１１回合格（８８点）、第１２回合格（９０点）、第１３回合格（９０点） 

 

【大阪の達人４１号】 

野中博紀（のなか・ひろき）、１９６８年生まれ、大阪市城東区在住 

第１０回合格（８７点）、第１１回合格（９２点）、第１３回合格（８４点） 

 

【大阪の達人４２号】 

片野晋二（かたの・しんじ）、１９４７年生まれ、大阪府高石市在住 

第１１回合格（８８点）、第１２回合格（８６点）、第１３回合格（８８点） 

 

【大阪の達人４３号】 

牟田稔（むた・みのる）、１９５８年生まれ、大阪府吹田市在住 

第１０回合格（８５点）、第１１回合格（９２点）、第１３回合格（８４点） 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪の達人４４号】 

古川宏之（ふるかわ・ひろゆき）、１９７２年生まれ、神奈川県横浜市在住 



第１０回合格（９０点）、第１２回合格（８０点）、第１３回合格（９１点） 

 

【大阪の達人４５号】 

田中誠一（たなか・せいいち）、１９４５年生まれ、大阪府和泉市在住 

第１１回合格（９１点）、第１２回合格（８３点）、第１３回合格（８６点） 

 

【大阪の達人４６号】 

白濱美智子（しらはま・みちこ）、１９４７年生まれ、大阪市西淀川区在住 

第１１回合格（８５点）、第１２回合格（８５点）、第１３回合格（８５点） 

 

【大阪の達人４７号】 

木村友紀（きむら・ゆき）、１９６９年生まれ、大阪市天王寺区在住 

第１１回合格（８１点）、第１２回合格（８２点）、第１３回合格（８５点） 

 

【大阪の達人４８号】 

森山誠士（もりやま・せいじ）、１９７３年生まれ、大阪府吹田市在住 

第１０回合格（８２点）、第１１回合格（８２点）、第１３回合格（８１点） 

 

【大阪の達人４９号】 

中越慈子（なかごし・よしこ）、１９５４年生まれ、大阪市天王寺区在住 

第１０回合格（８０点）、第１１回合格（８４点）、第１３回合格（８０点） 

 

 

 

 

 

 

 

【大阪の達人５０号】 

二俣秀男（ふたまた・ひでお）、１９５４年生まれ、大阪府東大阪市在住 

第８回合格（８０点）、第１１回合格（８３点）、第１３回合格（８０点） 

 

【大阪の達人５１号】 

小辻昌平（こつじ・しょうへい）、１９６３年生まれ、大阪市中央区在住 

第９回合格（８０点）、第１１回合格（８０点）、第１３回合格（８０点） 

 

 

 

 

 

 

～大阪の鉄人～ 

【大阪の鉄人 １号】 

大塚伸二（おおつか・しんじ）、１９４３年生まれ、大阪市天王寺区在住 累計１１３３点（第７回まで） 

 

【大阪の鉄人 ２号】 

金子廣（かねこ・ひろし）、１９４６年生まれ、大東市在住 累計１１１５点（第７回まで） 

 



【大阪の鉄人 ３号】 

奥村恵子（おくむら・けいこ）、茨木市在住 累計１０８６点（第７回まで） 

 

【大阪の鉄人 ４号】 

藤井里江（ふじい・りえ）、大阪市在住 累計１０８２点（第７回まで） 

【大阪の鉄人 ５号】 

前田典哉（まえだ・のりや）、１９６６年生まれ、大阪市東住吉区在住 累計１０４１点（第７回まで） 

 

【大阪の鉄人 ６号】 

岡田栄耕（おかだ・えいこう）、愛知県名古屋市在住 累計１０９８点（第８回まで） 

 

【大阪の鉄人 ７号】 

中越慈子（なかごし・よしこ）、大阪市天王寺区在住 累計１０６９点（第８回まで） 

 

【大阪の鉄人 ８号】 

大西秀紀（おおにし・ひでき）、八尾市在住 累計１０９０点（第９回まで） 

 

【大阪の鉄人 ９号】 

山村啓士（やまむら・ひろし）、埼玉県春日部市在住 累計１０７３点（第９回まで） 

 

【大阪の鉄人１０号】 

加藤賢一（かとう・けんいち）、大阪府吹田市在住 累計１１５３点（第１０回まで） 

 

【大阪の鉄人１１号】 

阪井哲彦（さかい・てつひこ）、大阪府和泉市在住 累計１１２３点（第１０回まで） 

 

【大阪の鉄人１２号】 

𠮷田武（よしだ・たけし）、大阪市旭区在住 累計１１０３点（第１０回まで） 

 

【大阪の鉄人１３号】 

古川宏之（ふるかわ・ひろゆき）、神奈川県横浜市在住 累計１００５点（第１０回まで） 

 

【大阪の鉄人１４号】 

非公表 

 

【大阪の鉄人１５号】 

野中博紀（のなか・ひろき）、１９６８年生まれ、大阪市城東区在住、累計１１８８点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人１６号】 

星住哲二（ほしずみ・てつじ）、１９５９年生まれ、大阪市都島区在住、累計１１７６点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人１７号】 

島田充規（しまだ・みつのり）、１９５８年生まれ、大阪市東住吉区在住、累計１１３３点（第１１回まで） 

 

 

 

 

 

 



【大阪の鉄人１８号】 

畑潔（はた・きよし）、１９５８年生まれ、兵庫県尼崎市在住、累計１１２２点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人１９号】 

古川佳和（ふるかわ・よしかず）、１９７０年生まれ、大阪市城東区在住、累計１１０９点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人２０号】 

田守勝（たもり・まさる）、１９５５年生まれ、奈良県天理市在住、累計１０９９点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人２１号】 

木下義久（きのした・よしひさ）、１９４１年生まれ、大阪府高槻市在住、累計１０９６点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人２２号】 

藤本曜一（ふじもと・よういち）、１９５８年生まれ、大阪府松原市在住、累計１０８５点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人２３号】 

片野晋二（かたの・しんじ）、１９４７年生まれ、大阪府高石市在住、累計１０５５点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人２４号】 

宮本直美（みやもと・なおみ）、１９７３年生まれ、堺市堺区在住、累計１０３８点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人２５号】 

中山康（なかやま・やすし）、１９４８年生まれ、大阪市旭区在住、累計１０３６点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人２６号】 

保田信一（やすだ・しんいち）、１９６０年生まれ、大阪府柏原市在住、累計１０３２点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人２７号】 

安藤康雄（あんどう・やすお）、１９４７年生まれ、大阪府豊中市在住、累計１００３点（第１１回まで） 

 

【大阪の鉄人２８号】 

渡邉利枝子（わたなべ・りえこ）、１９５９年生まれ、奈良県奈良市在住、累計１１６３点（第１２回まで） 

 

【大阪の鉄人２９号】 

幸田潔（こうだ・きよし）、１９４４年生まれ、大阪市阿倍野区在住、累計１１５４点（第１２回まで） 

 

【大阪の鉄人３０号】 

音田亮輔（おんだ・りょうすけ）、１９６０年生まれ、大阪府八尾市在住、累計１１４９点（第１２回まで） 

 

【大阪の鉄人３１号】 

中村昌也（なかむら・まさや）、１９６３年生まれ、大阪市中央区在住、累計１１０４点（第１２回まで） 

 

【大阪の鉄人３２号】 

西本広光（にしもと・ひろみつ）、１９５９年生まれ、愛知県東海市在住、累計１０９２点（第１２回まで） 

 

 

 

 

 



 

【大阪の鉄人３３号】 

谷口泰朗（たにぐち・やすろう）、１９５９年生まれ、大阪府交野市在住、累計１０８３点（第１２回まで） 

 

【大阪の鉄人３４号】 

野村良一（のむら・りょういち）、１９４９年生まれ、大阪市平野区在住、累計１０５６点（第１２回まで） 

【大阪の鉄人３５号】 

須佐美允胤（すさみ・まさたね）、１９４３年生まれ、堺市北区在住、累計１０４１点（第１２回まで） 

 

【大阪の鉄人３６号】 

池田州雄（いけだ・くにお）、１９６３年生まれ、大阪市城東区在住、累計１０３０点（第１２回まで） 

 

【大阪の鉄人３７号】 

田中誠一（たなか・せいいち）、１９４５年生まれ、大阪府和泉市在住、累計１０２９点（第１２回まで） 

 

【大阪の鉄人３８号】 

林田知広（はやしだ・ともひろ）、１９７５年生まれ、堺市南区在住、累計１００１点（第１２回まで） 

 

【大阪の鉄人３９号】 

服部博美（はっとり・ひろみ）、１９４９年生まれ、千葉県柏市在住、累計１０９４点（第１３回まで） 

 

【大阪の鉄人４０号】 

小辻昌平（こつじ・しょうへい）、１９６３年生まれ、大阪市中央区在住、累計１０９０点（第１３回まで） 

 

 

 

 

 

 

【大阪の鉄人４１号】 

二宮司郎（にのみや・しろう）、１９４１年生まれ、兵庫県川西市在住、累計１０８８点（第１３回まで） 

 

【大阪の鉄人４２号】 

久保田和実（くぼた・かずみ）、１９６２年生まれ、大阪市平野区在住、累計１０５４点（第１３回まで） 

 

【大阪の鉄人４３号】 

松尾眞弓（まつお・まゆみ）、大阪府箕面市在住、累計１０４９点（第１３回まで） 

 

【大阪の鉄人４４号】 

表谷全康（おもたに・まさやす）、１９５５年生まれ、大阪府松原市在住、累計１０１１点（第１３回まで） 

 

【大阪の鉄人４５号】 

有馬久紹（ありま・ひさつぐ）、１９４６年生まれ、大阪市北区在住、累計１００６点（第１３回まで） 

 

【大阪の鉄人４６号】 

中川隆（なかがわ・たかし）、１９４７年生まれ、兵庫県伊丹市在住、累計１００３点（第１３回まで） 

 

【大阪の鉄人４７号】 

久保田克岳（くぼた・よしたけ）、１９７５年生まれ、大阪市北区在住、累計１００２点（第１３回まで） 



 

以 上  

※大阪の超人、大阪の達人の合格状況は称号を得た時点のものです。 

※上記に掲載されている方で、掲載情報の変更を希望する場合は、大阪商工会議所 地域振興部 地域振興担当 

（☎06-6944-6323）までご連絡ください。 


