
[千代田支部のスローガン] 伝統を未来へつなぐ現在を生きる

１）平成18年度　千代田支部総会を開催（ホテル メトロポリタン エドモンド）

▲ 吉田支部長より就任の挨拶

来賓の浅野理事長より
ご祝辞をいただく

総会風景

　去る４月26日、東印工組千代田支部の平成18
年度総会がホテル メトロポリタン エドモンド2階
「薫風の間」において55名出席のもと開催された。
　平成18年度は、青木支部長から吉田支部長
へバトンタッチされ、執行部も新たなメンバーとなっ
てスタートを切った。
　また、東印工組・本部からは浅野理事長も出
席、ご祝辞を頂戴した。
　青木支部長の挨拶のあと、平成17年度の事業
報告、決算報告がおこなわれ、満場一致にて承
認された。
　議事の後半は、新執行部より平成18年度の事
業計画が発表された。また、前正副支部長並び
に会計監査に、吉田新支部長より記念品が贈呈
された。
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▲青木前支部長からは
　 激励の言葉



新執行部の面々

▲春田氏の長寿を祝って、新村氏より
　 スピーチと乾杯のご発声をいただいた

春田金太郎氏（100歳）
よりお礼の言葉

　総会の後は、懇親会会場に席を移し、賑やかに懇親会
がおこなわれた。開会に先立ち今年100歳を迎えられた支
部最年長の春田金太郎氏の長寿を祝って、お祝いの言葉
と記念品が贈られ、参加者全員の祝福を受けた。
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○執行部の役割分担
支部長　　　　　　吉田 千秋
副支部長
　総務　　　　　　安藤 英夫
　事業　　　　　　戸根木 孝
　会計　　　　　　奥村 文泰
　組織（地区担当）　橋本 唱一
　広報・情報　　　 塚田 司郎

千代田支部の将来を真剣に考える ＊執行部が変わりました。

＊お疲れさまでした！

○地区グループ長
【Aグループ】
◎浜野 憲一○大西 英資○岩岡 正哲
○野村 廣人
【Bグループ】
◎島崎 文雄○佐野 栄二○坂口 敬三
○和田 有史
【Cグループ】
◎久木 誠○水上 健○八十島 淑光
○戸田 竹男○有木 賢一
【Ｄグループ】
◎柴崎 孝○齋田 精一○保木 俊彦
◎＝グループ長○＝副グループ長

青木前支部長をはじめ、佐野栄二、
坂口敬三、春田孝二郎各前副支部
長は、今総会をもって退任されました。
長期にわたり支部のためにご尽力い
ただき、ありがとうございました。

懇親会では春田氏（100歳）の長寿をお祝い

千代田支部ニュース

　本年度の支部運営のスローガンは「伝統を未来へつなぐ
現在（今）を生きる」として支部の活性化を目指します。
　すべての事業を原点から考え直し、千代田支部の将来
はどうあるべきか、真剣に検討する時期にさしかかっていま
す。伝統のある千代田支部を未来につなげていくためにも、
支部員の積極的な参加をお願いします。
　また支部活性化のための地区編成について、全体役員
会の了承を得て、本総会に提案させていただいた。さらに
再編成に伴う規約改定をおこないます。併せてご承認いた
だき、組合員の減少している現状を活性化していくための
原点として、新しいグループを皆様と共に大切に育てていき
たいと考えています。（詳しくは3頁）
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○平成18年度　事業計画案

本部事業に積極的に協力する。
講演会、懇談会、研修会を開催し、情報提供ならびに支部員相互の交流と研鑽に寄与するととも
に、地区組織の一層の活性化を図る。
支部員および従業員に対し、充実した厚生事業の推進により親睦を図る。
支部ニュースおよびウェブサイトを中心とした広報活動の充実に努める。
関係諸団体（千代田印刷会館・千代田印刷人新世会・日本印刷技術協会・千代田区商工業連合
会・東京商工会議所千代田支部・神田法人会印刷部会・東京印刷産業政治連盟）への協力、後
援に努める。
本年の特別事業として、来る11月25日上野寛永寺に於いて第６回物故者慰霊祭がおこなわれる。

　以上、６項目の事業計画遂行のため、正副支部会長・
　顧問相談役会・全体役員会・常任役員会・参与会等を適時開催する。

○地区再編成について

○ 本部委員会委員の選出

　平成18年度千代田支部定時総会において本
部委員会委員の選出が承認されました。選出さ
れた各委員は右の通りです。
　東印工組本部との連動をはかり、支部活動に
役立てていきます。

経営革新委員会　　　　橋本唱一（本部推薦）
　　　　　　　　　　　奥村文泰
マーケティング委員会　　塚田司郎
生産・環境委員会　　　 安藤英夫
小企業変革推進委員会　齋田精一
組合運営委員　　　　　吉田千秋
事業共済委員会　　　　戸根木孝

規約改訂につきましては、従来の規約・規程には
地区の名称を使っている部分がかなりありますの
で、改訂部分が多く感じられますが、基本として
は地区再編成のみの改訂ですので、ご理解くだ
さい。
　地区再編成という形で装いを新たにしたグル
ープは、多くの支部員のご意見をうかがう場であ
ると考えております。支部員各位の各グループへ
の積極的なご参加や、運営上のご意見などをど
しどしお聞かせいただき、支部活性化に寄与した
いと考えております。

（千代田支部長　吉田千秋）

1.
2.

3.
4.
5.

6.

支部規約および支部運営規程改定について

　平成18年度総会において、ご承認いただいた
地区再編成と、それに伴う支部規約および支部
運営規程の改定について、改訂部分の整理がつ
きましたので、新たに支部員名簿と規約を作成し
て支部員各位にお届けいたします。
　基本は地区再編成です。今までの1～8の地区
を新たにA,B,C,Dの4つのグループにいたしまし
た。各グループは、ベテラン、若手の正副グループ
長3～5名によって運営いたします。
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日　時：平成18年5月26日（金）午後6：00～
会　場：如水会館３階
　　　　橋畔亭「武蔵野の間」

　5月22日の支部定時総会において新執行部が
選出された。支部の新年度発足にあたって、第１
回の顧問・相談役・参与会および、新旧本部役
員ならびに新旧正副支部長歓送迎会がおこなわ
れた。
　顧問・相談役・参与会の方々から、旧正副支
部長には、ねぎらいの言葉をいただき、新正副支
部長には今後に対する期待と激励の言葉をいた
だき、会は和やかに進行した。

日　時：平成18年6月28日（水）総会17:30～
場　所：ホテル メトロポリタン エドモント 3階千鳥

＊千代田区商工業連合会は、千代田区の産業と
して新連携のネットワークを形成し、市場、ビジネ
スチャンスを創り出し、共通の利益の実現を目指
している。

3）第１回 顧問・相談役・参与会
　　新旧本部役員ならびに新旧正副支部長歓送迎会（如水会館・橋畔亭）

4）千代田区商工業連合会の
　　定時総会に参加
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日　時：平成18年7月14日（金）
　　　 15：05～16：55
場　所：（株）モトヤ東京本社6F　会議室
出席者：経営革新委員会15名、
　　　 マーケティング委員会16名、
　　　 本部・事務局4名
講　師：根本 安規氏

①従来の印刷企業は、技術力・機械設備と効率的な
オペレーションを武器にした交換指向型の営業活
動であったが、今後、受注量を確保するために顧客
満足度（顧客のマーケティングに参加すること）を
高める関係性指向の営業へ転換する必要がある。
顧客との強い信頼関係を確立し、良好なパートナ
ーシップを構築することが肝心である。

②そのためには、営業戦略に基づき、優れたコミュニ
ケーション能力とマーケティング力を備えた営業マ
ンの育成が不可欠である。

③したがって、印刷営業にとっての必須条件は「営業
イノベーション」である。

④営業に求められる能力の一例をあげると……

　ある商品（印刷物）を納入することで作業が完了す
るのではない。その後の媒体効果や、他社との比
較などをリサーチすることが、相互利益をもたらすも
のであり、顧客との関係強化につながる。

⑤印刷業は受注産業であるが、「ハードの充実」＋
「サービスとソフトの強化」により、攻めの情報サー
ビス業として位置づけされ、事業領域の拡大につ
ながる。

Seminar Report

第2回経営革新委員会及び第2回マーケティング委員会

「印刷企業におけるマーケティングの考え方と提案営業」

講師略歴：根本 定規氏
1934年生まれ
1955年　千葉大学卒
1964年　電通印刷（現在の電通テック）入社
1996年　同社を退職
現在、ハイデルフォーラム21顧問、および創知型経営
研究会座長として印刷業界の発展のために活躍中

◆セミナー概要

❖セミナーの詳細は千代田支部のホームページ
　にアップする予定です。

千代田支部ニュース
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○千代田印刷人ゴルフ大会
日　時：平成18年10月4日（火）
場　所：鷹之台カンツリー倶楽部

○全日本印刷フォーラム山口大会（本部）
日　時：平成18年10月20日（金）21日（土）
場　所：海峡メッセ下関イベントホール
　　　 グランドホール（懇親会）

○組合員の集い（本部）
日　時：平成19年2月23日（金）夕刻より
場　所：東武ホテルレバント東京（錦糸町）

②新規加入および脱退

脱退　　  （株）ユーメディア〈5地区〉

③訃　報

04月16日　中村 正男様
　　　　  （株）プリテックナカムラ 会長（94歳）
05月26日　芝﨑 喜作様
　　　　  （株）芝﨑 代表取締役会長（82歳）
07月08日　吉川 恒夫様
　　　　  吉川印刷（株）会長（81歳）

① 平成18年度の事業

○ナイター観戦　巨人対中日
日　時：平成18年8月18日（金）
場　所：東京ドーム

中日6対1巨人／  　川上・　  上原

○暑気払い&グループ合同懇談会
日　時：平成18年9月5日（火）18時より
場　所：神田神保町「放心亭」

○敬老の集い（本部）
日　時：平成18年9月12日（火）10時30分より
場　所：明治神宮

○JAGAS2006（本部）
日　時：平成18年9月14日（木）～16日（土）
場　所：池袋サンシャインシティ
＊東印工組として４コマ出展します。

～千代田支部からのお知らせ～

千代田洋紙株式会社

代表取締役社長瀬川治紀
〒101-0051 東京都千代田区神田錦町 3-11
TEL.03(3293)1411㈹

協賛会社　17社

Infomation

勝 負




