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千代田支部定時総会

−新支部長に金子雅明氏−
た。支部長退任にあたり山本氏は「非常に
重責な２年間であった。これからも新執行
部を盛り上げていきたい。」旨の挨拶があり、
次に新支部長に就任した金子雅明氏より「平
成４年に印刷業界に入り、現在 55 歳で、自
身も営業に出ているプレーイングマネー
ジャーでありながら支部長の責務をこなす
のも非常に大変ではあるが、頑張っていき
平成 26 年度千代田支部総会は九段のホテ

たい。」旨の挨拶を述べた。続いて来賓のご

ルグランドパレスにて開催し、定刻の 5 時

祝辞を頂戴し総会を無事に終了し、隣室に

30 分に司会の前田副支部長より開会宣言が

おいて懇談会を開催した。

された。始めに来賓の東京都印刷工業組合・
副理事長 橋本唱市氏をご紹介。引き続き山
本支部長より「３月は消費税増税に伴い久
しぶりに忙しく、JAGAT の速報を見ると対
前 年 で ２ ケ タ の 伸 び を 示 し た。こ れ は
2000 年代に入って初めてだそうです。今
会は改選期の総会ですので新支部長の選任
があります。
」旨の挨拶があった。続いて総
▲来賓の橋本副理事長

会議事に進み平成 25 年度事業報告、会計報
告、平成 26 年度事業計画案及び予算案など

新役員

原案通り満場一致にて可決承認を頂いた。

支 部 長：金子雅明

次に改選期に伴い、次期支部長に大和綜合

副支部長：前田隆一郎 ㈱光邦

印刷㈱代表取締役社長

金子雅明氏を選出

大和綜合印刷㈱

〃

：大西英資

㈱陽幸社

し、この総会において正式に承認された。

〃

：礒﨑正仁

磯﨑印刷㈱

顧問・相談役・参与推薦の件では、千代田

〃

：小林

㈱文化カラー印刷

支部運営規定第７条に基づき前支部長の山

〃

：安井久治

本氏と斎田氏（副支部長：4 期、参与：5 期）

会計監査：小林

を相談役に推薦し、こちらも賛同を得られ
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〃

勉
忍

：米倉伸三

安井印刷㈱
㈱文化カラー印刷
㈱ミイレー

杉田

平成 25 年度通期事業報告

晴紀氏

所在地：横浜市西区みなとみらい 3 丁目６番１号
11/27 株式会社

平成 25 年 4 月〜平成 26 年 3 月

精興社

本社

青梅工場

見学

テーマ：精興社 100 年の歩みと工場見学
講師 株式会社 精興社 常務取締役 水上 健氏

一般事業

所在地：青梅市根ヶ府 1-385
5/9

第一回全体役員会
（於

5/16

支部定時総会（於

支部会議室）

5/27

顧問・相談役会（於

6/27

正副支部長会

7/11

第一回常任役員会（於

8/9

第一回ゴルフ大会打合せ会

ワイトカンバス MON-NAKA 見学

9/20

第二回常任役員会

講師 株式会社メディアテクノロジージャパン

2/26

ホテルグランドパレス）
九段下

第一部：「印刷道」〜ソリューション・プロバ
イダーへの深化〜の解説

寿白）

講師

全印工連

産業戦略デザイン室委員

東洋美術印刷株式会社 代表取締役 山本 久喜氏
学士会館 201 号室）

第二部：「POD ソリューションのご紹介とホ

10/10 第二回ゴルフ大会打合せ会

事業企画室 室長 中村 博哉氏

10/18 正副支部長会

所在地：江東区越中島 1-1-1

10/26 第 50 回千代田印刷人ゴルフ大会
（於

風のため中止
11/6

広報事業

フレンドシップカントリークラブ）
W台

千代田支部ニュース No.340 No.341 No.342 発行

第三回常任役員会

12/12 顧問・相談役会（於

東京ステーションホテル

ホームページ運営（毎月更新）

訃報

「ブランルージュ」
1/15

正副支部長会

1/22

支部新年会（於 ホテルメトロポリタンエドモント）

2/25

第一回帰宅困難者等受入に関するミーティングの実施

3/5

支部員まつり
（於

3/8

千代田支部親睦ゴルフ会
（於

期首 92 社
期末 90 社

プロ野球観戦 巨人対日本ハム（於 東京ドーム）

8/28

暑気払い懇親会（於

神保町

ラン「放心亭」）

4/12

東京地区印刷協議会（於 アルカディア市ヶ谷）

商工連共催

4/18

第一回理事会（於

5/15

総代会（於

ガラス工芸体験）

7/4

第二回理事会
（於

C グループ懇親会

7/22

東京地区印刷協議会（於

9/18

日印産連印刷の月記念式典（於

三浦市・三崎、
城ヶ島観光

（於 神田小川町 イタリアンレストラン「カバール」）
鳥すきやき

ぼたん）

B グループ懇親会
（於

3/19

神田須田町
文京区水道

魚沼厨房

Ａグループ懇親会（於

れとろ亭）

しゃぶ禅

神楽坂店）

研修事業
7/24

富士ゼロックス

お客様価値創造センター見

学、及び講演「印刷業の未来」について
講師

日本印刷会館）

東京プリンスホテル

鳳凰）

日本印刷会館）
モントレ銀座）
ホテルニュー

オータニ）

D グループ懇親会
（於

3/18

本部関連事業

欧風ビアレスト

（サツマイモ堀、三崎のマグロを堪能、観光船・

2/18

加入 0 社
脱退 2 社 ㈲望美印刷、㈱プリテックナカムラ

フレンドシップカントリークラブ）

6/5

2/18

支部員数動静

KKR ホテル東京）

厚生事業

10/5

12/10 山田 隆様 ㈱精興社 監査役（前社長 会長）

富士ゼロックス株式会社

10/1

敬老の集い（於

10/4

全印工連フォーラム（於

11/7

第三回理事会（於

1/8

日印産連新年交歓会
（於

1/30

新春の集い（於

2/24

東京地区印刷協議会（於

3/17

経営羅針盤セミナー：Ａブロック（於

東京ビックサイト）

日本印刷会館）
ホテルオークラ）

帝国ホテル）
モントレ銀座）

刷会館）
3/20

プロダク

明治記念館）

ションサービス営業本部マーケティング部長

−2−

第四回理事会（於

日本印刷会館）

日本印

商工連関連事業

来期事業計画

6/4

総会
（於

11/2

千代田の秋まつり

ホテルメトロポリタンエドモント）

1. 本部事業に積極的に協力する

〜4
1/29

平成 26 年 4 月〜平成 27 年 3 月
2. 講演会、懇親会、研修会を開催し、情報提供並びに支部

新年懇親会（於

ホテルメトロポリタンエドモ

員相互の交流と研鑽に寄与すると共に、支部組織の活

ント）
3/29

性化を推進する

千代田桜まつり

3. 支部員及び従業員に対し厚生事業を推進する事によ

〜30

り、組合活動への理解と親睦を図る
4. 支部ニュースの充実と、ウエブサイトを中心とした広
報活動の充実に努める
5. 関係諸団体（千代田印刷会館・千代田印刷人新世会・
千代田区商工業連合会・東京商工会議所千代田支部・
東京印刷産業政治連盟）への協力、後援に努める
以上 5 項目の事業計画遂行のため、正副支部長会、顧問
相談役会、全体役員会・参与会・常任役員会等を適時開
催する。

東洋美術印刷株式会社

支部長退任の挨拶

代表取締役社長

２年間支部長を務めさせて頂きありがとうご

山本 久喜

会 も 開 催 し ま し た。

ざいます。２年前ここで皆様にご挨拶をさせて頂

その他いろいろな人

いた時には「非常に重責である」と話をしたと思

との出会いそして交

いますが、この２年間振り返ってみると本当に重

流が持てたのも支部

責でした。特に本部へ行くと各支部が集まる中、

長をやっていたから

千代田支部の格と申しますか最初に呼ばれるのも

と考えますし貴重な

千代田支部でそれだけでも重責を感じましたが何

財産になりました。まだまだやり残した事もあり

とか全うできたのではないかと思います。２年前

ますが、千代田支部はこれからも発展していきま

にキャッチフレーズを考えてくださいと言う事で

す。新支部長には金子氏にお願いする事になりま

｢変革のコア

した。氏にはこの２年間も研修でいろいろな企画

絆と連携をもとに｣に決めました。

東京は日本の中心、千代田は東京の中心です。コ

を出して頂き、これからも続けて頂ければ支部も

アつまり核として、変革の中心になります。支部

安心だと思います。引き続き商工連で千代田区と

員の絆と連携をもとに、時代がどんどん変わって

言うブランドを使い支部も巻き込みながら活動を

いく中で千代田支部もどんどん変わっていき、で

して行きます。最後にこの２年間が無事にこれた

も良いところは残して新しい試みをしていこうと

のも、顧問・相談役・参与の皆様方、副支部長の方々

言う事で、千代田区と災害時に帰宅困難者の受け

のお力添えがあったからと深く感謝すると共に、

入れ対策としての災害協定を結びました。研修も

皆様が私の時と同様に新執行部を盛り上げて頂け

ブランディングに関しての勉強会を開催してきま

ます様お願い致します。本当に２年間ありがとう

した。また当支部員のすばらしい印刷工場の見学

ございました。
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大和綜合印刷株式会社

新支部長就任のご挨拶

代表取締役社長

この度支部長を拝命いたしました大和綜

金子 雅明

として新聞、雑誌、

合印刷の金子雅明と申します。２年間よろ

ホームページなど

しくお願い致します。平成４年に印刷業界

色々な媒体と連動

に入り、現在 55 歳です。自分も毎日営業に

し て、紙 の 印 刷 を

出ているプレーイングマネジャーです。支

生かしていくヒン

部長をやりながらの両立は厳しいと思い一

トをさぐり業務拡大につなげたい。そのた

度はお断りしましたが、多数の方々に応援、 めには支部員間の得意分野を紹介しあうな
激励を頂き前執行部と言う事もあり支部長

ど支部員相互の交流を拡大していく。第３

を拝命しました。支部の中では私共の会社

に支部員の減少に歯止めを掛ける。この３

は小さな会社であり、この私が支部全体を

つを柱に新執行部と共に支部活動を進めて

仕切って行く事は非常に烏滸がましいと

いきたいと思います。また今回退任された

思っておりました。しかし、よく考えてみ

山本前支部長にも引き続きアドバイザーと

ると弊社の会長が過去３期に渡り副支部長

して支部の活動に協力をお願いしました。

を経験しており、その

の

手始めにメールアドレスを使って月に１回

影響が大きいかと思います。このブランド

メルマガを配信していく予定です。最後に

イメージ

伝統ある支部のキャッチフレーズですが「ハ

木全ブランド

ちょっと不器用だけど真面目

から安心感を買われて任命されたのではな

イブリッドで楽しく共創！」とします。
「ハ

いかと考えております。このブランドイメー

イブリッド」とは、
「いい所取り」の意味で「ガ

ジは続けていきたいと考えております。

ソリンエンジンの良い所」「電気モーターの

印刷業界に入る前は車の販売・促進の業

良い所」という具合に印刷にも応用しまし

務をしており、カタログ・チラシ・マニュ

て、「印刷の良い所」「世の中の良い所」を｢

アルの類を発注してました。
「色が違う」と

い い 所 取 り｣し て 生 か し て い く。
「楽 し く」

か「校正が直っていない」とか印刷会社に

は支部にただ参加していてもつまらないの

は厳しい立場であったのが逆の立場になっ

で楽しくなる様な情報、研修等を執行部も

てしまいました。しかし、前職の経験を活

含め楽しく進めていく。
「共創」は共に創っ

かし、お客様の心を掴む為にはこんなとこ

ていきましょうと言う事です。時には戦う

ろを注意したほうが良い等の勉強には大変

競争もありますが基本は共創です。今後、

役立っています。

支部や会合等の場所で執行部の顔を見たら

さて、私は支部長の仕事として３つの柱 「ニヤッ」として「ほっ」として頂ければ、
を考えております。第１に東印工組 ( 本部 )

支部の存在感もあると思います。これから

の有益な情報をキチンと正確に支部へ伝え

２年間頑張っていきたいと思いますので何

ていく事。第２にコミュニケーション産業

卒よろしくお願い致します。
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第 3 回千代田支部研修会
「印刷道」〜ソリューションプロバイダーへの深化〜と
「POD ソリューションの紹介とホワイトカンバス MON-NAKA」
見学
平成 26 年 2 月 26 日（水）メディアテクノロジージャパン様の「ホワ
イトカンバス MON-NAKA」ショールームを会場とし、平成 25 年度第 3
回研修会を 31 名の参加者のもと開催した。
まず、第１部は全日本印刷工業組合連合会が発刊した「印刷道」〜ソ
リューションプロバイダーへの深化〜の説明があり、2020 年までの印
刷産業の将来像の予測と今後の発展を期するための指針、進化し得る方
向性として６つのカテゴリーの提案を全日本印刷工業組合連合会、産業
戦略デザイン室委員で、東洋美術印刷株式会社代表取締役山本久喜氏の
講演を拝聴した。続いて第 2 部は「POD ソリューションのご紹介とホワ
イトカンバス MON-NAKA」ショールームを見学。ここは大日本スク
リーングループの総力と協業メーカーとの連携が実現する

コンプリー

トソリューション の一大発信基地として、前処理から印刷、後工程へとリンクする機器やソフトウェア
が集結しており、株式会社メディアテクノロジージャパン事業企画室室長中村博哉氏から丁寧な説明を
頂戴した。講演と見学の終了後、
懇親会へと移動。ここでヒントを掴まれた方も多かったのではないか。

平成 26 年度第１回全体役員会開催
平成 26 年度第１回全体役員会は、6 月 19 日（木）11 時 30 分より千代田印刷会館 2 階会議室にお
いて、19 名出席のもと開催された。
前田副支部長の進行により、始めに金子支部長から挨拶があり、今期役員の紹介がおこなわれた。
まず各事業の予定を報告し、次に本部委員会の報告があり、続いて新世会報告、千代田区商工業連合会
（商工連）と支部の関係説明があり、13 時に全体役員会を閉会した。
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千代田支部員まつり
3月5日
（水）18：30 より KKR ホテル東京・孔雀の間において 59 名参加のもと、
「千代田支部員まつり」
を開催！人気芸人による「お笑いショー！と豪華景品の当る「ゲーム大会！」で盛り上がり、楽しい時間
を過ごしました。
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新旧本部役員並びに新旧正副支部長歓送迎会
新旧本部役員並びに新旧正副支部長歓送迎会
5 月 26 日（月）午後 6 時より「活

伊勢海老料理

中納言」

にて盛大に開催されました。
司 会
挨 拶
お 礼
乾 杯
中締め

大西副支部長
小林顧問
金子新支部長
新村顧問
佐野相談役 16 名参加
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