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[千代田支部のスローガン]

出会いと発見の場の千代田支部
発行人／吉田千秋・編集人／塚田司郎

平成20年 1月 ／東京都印刷工業組合千代田支部

東京都印刷工業組合／第41回敬老の集い

───────────────────────────────────────
日時：平成19年9月14日（金）
会場：明治神宮・神楽殿、参集殿

千代田支部からは長寿者４名が参加
平成19年9月14日（金）
、第41回『敬老の集い』が明治神宮参集殿・神楽殿で開催され、
長寿者265人のうち86人が参加した。我が千代田支部からは、西田栄治氏（88歳）
、新村重
晴氏（84歳）、和田和二氏（80歳）
、吉田千秋氏（77歳）の４名が元気に参加した。
祝賀会に先立ち、神楽殿でお祓い、祝詞奏上、神楽奉奏、鈴振りの儀を行い、浅野理
事長と長寿者を代表して市川知隆氏（新宿支部）が玉串奉奠をおこなった。
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▲ 左から西田栄治氏、新村重晴氏、和田和二氏、吉田千秋氏
▲ 東京都印刷工業組合

神酒頂戴、記念撮影の後、参集殿に移
動して祝賀会が開かれた。東京都印刷工
業組合・浅野理事長は「53年前に工業組
合が新たに組織された。さまざまな大きな
環境変化に直面し、そのつど皆様はさま
ざまに対応していただき、工業組合はお役
にたつように発展してきた。今日私たちは
さらに大きな環境の変化と技術的な変化に
直面しているが、グーテンベルグによって
工業化された印刷の価値はけして低くなっ
ていない」と述べた。
さらに、
「ただ、アマチュアの方々が手
軽に印刷に親しむようになり、我々はお客
さまに役立つように技に磨き方も多様化し
ている。これからの変化を予測して仮説を
たて、お客さまの役に立つよう自社の業務
のあり方を再検討する必要がある」と語り、
残り半年の任期に向けて、力を抜かずに全
うすることを誓った。
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浅野理事長

▲ 利根川副理事長の発声で乾杯

次いで、来賓の東京印刷工業厚生年金
基金・盛庄吉理事長が「今年7月、田畠先
輩の後を受けて理事長に就任した。18年
度の決算では75億円の積立てを計上するこ
とができ、運営はうまく言っている」と基
金の現状を述べた。
引き続き、長寿者を代表して水越繁雄氏
（三多摩支部・ミズコシ）が「欧米では子
供が独立した夫婦をゴールデンエイジとい
う。黄金の時代として一番輝いている。老
いをプラス思考にとらえよう」とあいさつし
た。
この後、利根川政明副理事長の発声で
乾杯し歓談に入った。

（）

地区懇談会
千代田支部内の地区が再編成され、新しい４地区グ
ループの活動が開始されました。その一環として、初
めての地区懇談会が開催されました。このような懇談
会は、引き続き開催されますので、是非ご参加ください。
Aグループ（旧第１及び第２地区）

Bグループ（旧第３及び第４地区）

知られざる我が千代田区探訪 第１弾「最高裁判所見学会」
日 時：平成19年11月28日（水）午後２時20分〜
場 所：最高裁判所（隼町）
懇親会・グランドアーク半蔵門１F「PATIO」
会 費：1,000円
幹 事：浜野、野村、岩岡、大西

Cグループ（旧第５及び第６地区）
日
場
会
幹

時：平成19年11月27日（火）午後６時〜
所：ゐ乃上（内神田）
費：7,000円
事：久木、戸田、有木、水上

▲ Bグループ懇親会（新世界菜館／神田神保町）

日
場
会
幹

時：平成19年11月30日（金）午後６時〜
所：新世界菜館（神田神保町）
費：5,000円
事：島崎、佐野、和田、坂口

Dグループ（旧第７及び第８地区）
日
場
会
幹

（）

時：平成19年11月７日（水）午後６時30分〜
所：秋葉原・八吉（神田佐久間町）
費：5,000円
事：芝崎、斎田、保木
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千代田支部 A グループ懇談会

知られざる我が千代田区探訪／第一弾
最高裁判所見学会

日時：平成 19 年 11 月 28 日（水）

場所：最高裁判所（千代田区隼町）

平成19年11月28日（水）
、千代田支部A
グループの懇親会が開催された。
「知られ
ざる我が千代田区探訪」と銘打って、第一
弾として最高裁判所を見学した。参加者は
10名。
14時20分に最高裁判所南門に集合し、
まず『裁判員〜選ばれそして見えてきたも
の』
（上映時間69分）という裁判員制度広
報用の映画を見た。この映画は、平成21
年にスタートする『裁判員制度』を解説し
たもので、主演は村上弘明、本格的なストー
リー立てだった。これからは、私たち一般
市民も裁判員として裁判に関わることにな
るらしい。
映画の後は、大ホール、大法廷を見学し
た。現在の最高裁判所の建物は1974年に
建てられたそうだ。大ホールは正面玄関か
ら続く総大理石のホールで、奥に向かって
右側に古代ギリシャの裁判の女神『正義』
の像、左側に鳩と子供たちが遊ぶ『椿咲く
丘』の像が置かれている。
大法廷は大ホールの奥に続いていて、正
面に15席の裁判官席が並んでいる。裁判
官席の背後の壁には「太陽」を象徴した一
対の絹織物が掛けられている。また逆の後

▲ 最高裁判所

正門にて
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ろ側の壁には、一対の「月」の絹織物があ
り、前後で対をなしている。
傍聴席に座って解説員の説明を聞いた。
今年になってから大法廷が開かれたのは２
回だけということであった。大法廷は主に
憲法解釈に関係する案件だけを審議する。
通常の審議は小法廷（裁判官５名）でおこ
なわれるとのことだった。
大法廷の天井は23mの吹抜けになってい
て、自然光を取り入れる造り。天の明かり
とりは、直径14mの円形になっている。残
念ながら裁判所内の撮影は許可してもらえ
なかった。
最高裁判所見学の後は、17時からグラン
ドアーク半蔵門１Fの「PATIO」で懇親会
がおこなわれた。
普段、千代田区で仕事をしながら、ほと
んど縁のなかった最高裁判所を見学し、改
めて千代田区を見直したいという思いを強
め、次回の探訪にまで話が及んだ。
19時過ぎに懇親会を閉会してロビーに出
ると、サンタさんがいて、記念写真を撮っ
てもらった。

▲ グランドアーク半蔵門で懇親会

（）

組合員増強運動について
支部員各位も充分ご承知の如く、組合員数が年々減少し将来の組合運営に危惧の念を抱いており、組
合では毎年増強運動を展開して努力を続けております。昨年も都内のアウトサイダー 8,000社に対し呼
びかけを行いましたが、成果は上がってはおりません。引き続いて運動を展開しておりますが、支部で
は他支部のよい例を見習って、呼び掛るためのDMを作成し、千代田区内未加入業者約580社に配布し、
その反応に従って具体的な活動を進める事といたしましたので、ご理解とご協力をお願いいたします。

第44回

千代田印刷人ゴルフ大会

日 時：平成19年10月12日（金）午前7時45分現地集合

コース：鷹之台カンツリー倶楽部
平成19年10月12日
（金）鷹之台カンツリー倶楽部において、
第44回千代田印刷人ゴルフ大会が開催された。
プレー参加者は41名。優勝は採光印刷（株）中村毅三郎氏、2位は安井印刷（株）安井久治氏、3位は
太陽金属（株）宇佐美誠三氏が入った。ベストグロス賞は日経印刷（株）林吉男氏のグロス81だった。
プレーの後はクラブハウスで成績発表があり、懇親の会がおこなわれた。
優勝

中村毅三郎

採光印刷（株）

OUT=47・IN=46

GROSS=93（HDCP=18）

NET=75

2位

安井久治氏

安井印刷（株）

OUT=52・IN=51

GROSS=103（HDCP=28）

NET=75

3位

宇佐美誠三氏

太陽金属（株）

OUT=40・IN=45

GROSS=85（HDCP=7+1）

NET=77

雑賀邦男氏

コニカミノルタ
グラフィックイメージング

OUT=50・IN=54

GROSS=104（HDCP=10）

NET=94

林吉男氏

日経印刷（株）

OUT=39・IN=42

GROSS=81（HDCP=0+1）

NET=80

BB賞
BG

今回のゴルフ大会の集計方法に手違いがあり、当日ご迷惑をお掛け致しました。後日飛び賞の一部を
修正の上、追加賞品をお送り致しました。上位の順位には移動はありませんので、ご了承下さる様ご
報告とお詫びを申上げます。

税務研修会
日 時：平成19年10月30日（火）午後12時〜２時
場 所：千代田印刷会館２階 会議室

講 師：① 神田税務署・法人課税第１部門 曽我美智子上席審理担当官

②神田税務署・法人課第10部門 永峰調査官
平成19年10月30日（火）千代田印刷会館２階会議室において、平成19年度税務研修会が開催された。
この研修は、神田法人会印刷部との共催で、来賓には神田税務署・岡本正信副所長をお招きした。
講義の内容は、
①新減価償却制度の解説と主な改正ポイント（曽我美智子上席審理担当官）
②e-Taxについて（永峰調査官）

厚生事業について
11月17日（土）実施を計画いたしました厚生事業「文芸の秋、美食の秋、癒しの秋の都内巡り」ですが、
参加人員が少数のため残念ながら中止といたしました。企画内容なのか！ 時期的なものか！ 告知
不足か！ 問題点が考えられます。中止直後、支部員の皆様にアンケートをお願いいたしましたが、答
が20通程度と反応が少なく、今後に課題を残しました。考え方が多様化している今日、20名前後の参
加で行える企画を、一年に数回行うような事も考慮しながら、検討を続ける必要を感じました。厚生
事業の基本は、支部員の行う組合活動に対し、支部員の会社の従業員に理解を得る為に、大切なも
のであります。ご協力をお願いいたします。

（）
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Seminar Report
千代田支部講演会

これからの印刷業界は！
新創業とは！
日 時：平成 19 年 10 月２日（火）午後６時〜
場 所：東印工組・千代田支部 2 階会議室
講 師：水上光啓氏（東印工組副理事長）

1 欧米の印刷会社の３つの危機
①ドイツの危機〜東欧隣国の競争力〜
「よりよいサービスが提供できれば、印刷会社
の立地はたいした問題ではない」というが、ドイ
ツでは車でたった２時間半の立地で賃金が 1/4
という格差が生じている。１週間の納期がある
ものは隣国へ持っていくが、大多数の印刷物の
納期は１週間もない。印刷のプロセスをシステム
化して、2、3 日で自社で対応できるようにしなけ
ればならない。
②イギリスの危機〜 P.M.C. の台頭〜
印刷発注額の 1/4 は、プリントマネージメント
会社経由という状況になっている。
プリントマネー
ジメント会社は、印刷発注を一括して受けるかわ
りに全体のコストを 3 割下げるというような契約
方法をとっている。印刷会社は、P.M.C. の下に
入るか？ もしくは自分が P.M.C. になるかの選
択を迫られている。

2このままでは日本も危ない

③アメリカの危機〜提案型への変身
米国社会が求めているのは、新しい印刷会社
の姿。しかし、新ビジネスモデルに取り組めるの
は、全体の３％程度といわれている。提案型印
刷会社になるための４つのステップは、
１）アグレッシブなビジネススタイル（従来の固
定概念を打破する信念。投資先も変わる）
２）パートナーシップ（すべてのサービスを自社
で賄うことは難しい）
３）ネットワーキング（デジタル・ノウハウと人間
系情報ネットワーク）
４）コンプライアンス（ハード／ソフト面とも、厳
格な管理体制を構築）

である。
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①日本の印刷会社の弱点
業態変革第２ステージの集計から印刷会社の
弱点が見えてきた。営業戦略が弱い、コラボレー
ションが弱い、経営者の思いが弱いなどのポイント
が指摘されている。これらの弱点を補うためには、
顧客のことを真剣に考える企業体質を作りあげる
ことが必要になる。顧客にとっての唯一の顧客
満足は「お客が創造できた！」ということである。
②社会の大変化（潮流）の認識と対応
社会の大変化をポジティブにとらえ、自社対応
を常に準備する必要がある。対応を怠って手遅れ
になると「茹でカエル」になってしまう。経営者と
して新しく創業する覚悟を社内に浸透させよう。

（）

Information
〜千代田支部からのお知らせ〜
◆平成19年度後期の事業
●千 代田印刷人新世会・ 
千代田支部合同研修会
日 時：平成20年１月16日（水）

午後6時30分〜
場 所：リョービイマジクス㈱東京支店

③ライバルは社会の進歩、技術の進歩
MAC-DTP が天使だったのは最初の５年間。ビ
ジネスマンは Win 95 の出現から一日中 DTP オペ
レータになってしまった。今や誰でもインターネッ
トに一日中接続できる。パソコンや携帯があれば
誰でもコンテンツメーカーになれる。新たなライバ
ルを味方にビジネスの好循環を作り上げ、そこに
経営資源を集中的に投入していく必要がある。

●千代田支部新年懇親会
日 時：平成20年１月21日（月）
場 所：ホテル メトロポリタン エドモンド
●組合員の集い（本部主催）
日 時：平成20年２月15日（金）
午後４時30分〜
場 所：目黒雅叙園

④独自性を発揮できる武器
紙にインキを「乗せ屋」はごまんといる。自信
を持って顧客に提案できる強い品目はあるか？
強みのある社外パートナー（共創ネットワーク）
は存在するか？ 独自力で顧客の収益を上げる、
これが顧客満足である。
⑤新創業への戦略
ワンストップサービスの出発点は印刷付帯サー
ビスから。ワンストップサービスの到達点は、顧
客が望む商品やサービスの総合受注にある。メ
ディアミックスもフルフィルメントも、つまり顧客も
当方も手間のかからない「仕組み」を売るという
ことである。

◆新規加入および脱退
脱

退：
（名）

東邦印刷所
（株）プライズコミュニケーション

◆訃

報

平成19年７月28日

根本三郎様（86歳）（株）千明社



平成19年12月6日

有木賢一様（55歳）（株）れいめい



平成19年12月7日

春田金太郎様（101歳）（株）春田印刷所



○千代田支部ホームページ
千代田支部のホームページに、常任役員会
などの議題を掲載しています。今、千代田支
部で何をやろうとしているのかが会員の皆様
に見えるようにしたいと考えています。

魔法の杖はありません。実行あるのみです。
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協賛会社



17社

（）

http://www.chiyoda-p.com/

千代田支部ニュース No.323

（）

http://www.chiyoda-p.com/

