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千代田支部新年懇親会

千代田支部新年懇親会は、平成27年1月21日

当：㈱陽幸社

大西副支部長、東洋インキ工場見学

（水）午後6時よりホテルメトロポリタンエドモン

等

研修担当：㈱文化カラー印刷

小林副支部長、

ト2階「悠久の間」において支部員及び関連業界、

支部ニュース作成等

報道関係、本部関係あわせて107名の出席のもと盛

支部長、このメンバーでこれからも事業を遂行して

大に開催された。前田副支部長の司会進行により、

いきますのでどうぞよろしくお願いいたします。

広報担当：安井印刷㈱安井副

新年あけま

昨年は諸資材やエネルギーコストの上昇、消費

しておめでとうございます。本日はお忙しい中、お

税増税、出版不況、デジタルメディアへの移行など

足元の悪い中、また新年会続きでお疲れの中、お集

業界にとって厳しい年でした。紙か電子かという以

まりいただき

前に活字離れも進んでおり月に1冊も本を読まない

誠にありがとう

人が47.5％に達するそうです。そんな中で昨年錦

ございます。早

織選手の活躍でテニス、バラエティー、スポーツ番

いもので支部

組に出演しまくっている松岡修造さんの「まいにち

長にご推薦いた

修造！」というカレンダーが

だいて8ヶ月が

万部に迫る勢いだそうです。この仕事に関係のある

経ち皆様の温か

方もいらっしゃるかもしれませんが、1万部売れれ

いご支援により今年度事業を順調に遂行することが

ばヒットといわ

でき、あらためて御礼させていただきます。今年度

れるカレンダー

の目標の支部員増強に対し7社の新メンバーを迎え

の世界で入荷す

ることができました。㈱セアール様、㈲東京共成社

れば売り切れて

様、三立工芸㈱様、三研メディアプロダクト㈱様、

しまう。ネット

本村製本㈱様、㈱インターブックス様、㈱タケダ様

オークションで

が加わって94社

定価以上の高額

となりました。

取引のケースま

続きまして本日

であるそうで

は関連企業の皆

す。中身は「わ

様もお見えです

がままでなく、

ので執行部の紹

あるがままに」

介をさせていた

｢崖っぷち、だ

はじめに金子支部長の挨拶から「皆様

現在10刷、累計40

前田副

～い好き｣「苦

支部長、会計及び災害時の対応等担当：磯﨑印刷㈱

しい時ほど、笑ってごらん」など松岡さん独特の名

礒﨑副支部長、秋のゴルフ、旅行等

言が日めくりで楽しめ元気がでるものです。このよ

だきます。本日の司会で総務担当：㈱光邦

厚生事業担
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うに企画力、内容等のアイデアさえあれば印刷物も

通の中学生ですが、やはり人は目標を持つことがい

拡大する余地はまだまだあります。また、経営が傾

かに重要か、姪（めい）に再認識させられた次第で

いたリゾートを次々再建させてきた星野リゾートの

す。新年の明るい話題として千代田支部関係者の娘

八ヶ岳の施設の例では、通常は離れていったお客さ

ががんばっているということで、温かくご声援いた

まを呼び戻そうとしたり、やみくもに新しいお客を

だければ幸いです。われわれも目標を持って頑張っ

つかまえようとします。しかし、星野社長は傾きか

ていきましょう。今年も一年ハイブリッドでいいと

けたリゾートに毎年来て下さるわずかなお客様にそ

こ取りをし、楽しく共創し、また今日は楽しく飲み

の理由を尋ね、そこにあった波の出るプールが子供

たいと思います。」等のスピーチがあった。引き続

を引きつけるとか、高速道路に近い等の理由を見つ

きご来賓の㈱小森コーポレーション代表取締役社長

け出しました。この強みには従業員も気づいておら

持田

ずファミリー層にターゲットを絞り積極的に情報発

ら非常に寒い日が続いておりますが毎年恒例の前橋

信したところ翌年から満員になったということで

で行われる実業団駅伝も大変に寒かったです。ヨー

す。潜在需要を発掘し商売につなげ経営を立て直し

ロッパでは異常気象が深刻な問題となっております

ていったそうです。自社の強みに徹することが大事

が、これは気温の変化が原因だと言われておりま

だと思われます。印刷におきましても今印刷物を利

す。それと同じように技術革新の変化も著しく特に

用していただいてるお客様の声に耳を傾けて、自分

半導体の技術革新が進んでおり集積回路の速さと価

たちの得意分野を認識し、そこに特化していくこと

格の安さが牽引となっております。また為替の変化

も戦略のひとつではないでしょうか。私ども昨年の

も非常に大変で3年前に1ドルが75円を割った頃は

支部研修として、イギリス印刷会社の好事例の紹

非常に苦労をしたが現在は115円に戻り約30％ほど

介、印刷の原点であるインキ工場の見学を行いまし

の差があり輸出に関しては非常に楽になりました。

た。今年は製紙メーカーの見学も検討中です。もう

先般、上海近くのスマートフォンのパッケージ印刷

一度印刷の強み、魅力を原点に戻り再発見していき

をしている会社へ視察に行きましたが、ここ数年で

たいと思います。皆様も会合にご参加いただき、何

日本からアメリカ、韓国、現在は中国と発注先が変

かのヒントをつかんで発展していきたいと思いま

化し価格も下がっている。会社、業界も変化に対応

す。そのほか支部の新規取り組みとしてご紹介しま

し戦って行きましょう。」旨の挨拶を頂戴した。続

すと、今年は阪神淡路大震災から20年の年です。現

いて関連業界を代表し、㈱竹尾 代表取締役社長 竹

在支部では通常の活動の他に山本前支部長の時代か

尾

ら引き継いだ「災害時の対応力強化」に取り組んで

部顧問より御礼のご挨拶と乾杯のご発声を頂戴し開

おります。昨年9月に愛媛県印刷工業組合様と「災

宴となりまし

害時の支援協力に関する協定」を結ばさせていただ

た。毎年恒例の

きました。狙いは千代田支部の会社ならば災害時も

ビンゴ大会では

安心・安全というブランドイメージを高め、みなさ

千代田印刷人新

まのお仕事にプラスになればいいと思い推進してお

世会の司会進行

ります。そして千代田支部のブランドイメージ向上

により大いに盛

に今後ともご協力願います。

り上げて頂き、

訓様より謝辞のお言葉の後、「今年は正月か

稠様より祝辞を頂戴いたしました。新村重晴支

最後に個人的な話で恐縮ですが、私の姪（めい）

最後に小林 忍

で弊社会長 木全の孫であり、当社社員の娘である樋

支部顧問の手締

口新葉（ひぐちわかば）というフィギアスケーター

めにより大盛況

がおります。昨年9月の世界ジュニアグランプリ

のうちに閉会し

チェコ大会で2位、10月のドイツ大会で優勝、11月

た。

に新潟で行われた全日本ジュニアで優勝、年末に長
野で行われた全日本選手権では大人に混じった中で
3位に入賞しました。まだ14歳になったばかりの普
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第 3 回千代田支部研修会 製紙メーカー工場見学会
第3回千代田支部研修会は3月12日（木）北越紀

ルパー（溶かす）、サイクロン（除塵）、脱墨の行

州製紙株式会社関東工場見学会を開催し、支部員及

程を進んだ後、その古紙パルプを使った白板紙を生

び新世会員23名が参加しました。当日は総武線市川

産する、4号抄紙機、5号抄紙機と見学板紙の6層と

駅南口に現地集合。まず工場見学の前に駅に隣接す

いうプレス、ドライヤーそして最後のカッターへと

る高層マンションの最上階の展望施設へ案内されま

すべての行程を見させていただきました。見学後の

した。天候にも恵まれ地上150メートルからの360

質疑応答でも多くの質問を、本当に丁寧に対応して

度の大パノラマが楽しめる絶好のビューポイントで

いただきました。その後の懇親会でも13名の皆さん

した。

が参加し、お酒の入った情報交換で大変盛り上がり

その後、徒歩にて工場へ、若本工務部長はじめ、

ました。

多数の方がお迎えに出てこられま
した。金子支部長から本日の御礼
と挨拶がありその後DVD映像で会
社の概要や製品の紹介、製造工程
の説明となりました。工場内見学
は２班に分かれて、それぞれ古紙
を集めているヤードから周り、パ

第 1 回全体役員会開催

第１回

顧問・相談役会

5 月 12 日（火）午前 11 時 30 分千代田印刷会

平成 27 年５月 27 日（水）午後 6 時より神楽坂

館 2 階会議室において礒﨑副支部長の司会進行に

にある料亭 ｢越野｣ において第 1 回 顧問・相談役

て第 1 回全体役員会を 17 名の相談役、常任役員、

会を開催。前田副支部長の司会進行にて金子支部長

相談役が参加のもと開催された。定時総会前の資

が挨拶のあと小林顧問より「先の総会が無事終了し

料の検討のほか商工連が立ち上げた「一般社団法

何よりでした」と労いの言葉を頂戴し乾杯の発声と

人 むらまち結び」設立についての説明と新世会の

なった。しばし歓談のあと青木相談役より締めの言

活動報告などの話し合いがおこなわれた。

葉を頂戴しお開きとなりました。
（出席者）
新村顧問、下谷顧問、小林顧問、青木相談役、米倉
相談役、佐野相談役、金子支部長、前田副支部長、
礒﨑副支部長、
大西副支部長、
小林副支部長、
安井副支部長
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平成 27 年度

千代田支部定時総会
平 成 27 年 度 千 代 田

して、支部と千代田区の災害本部との間に無線

支部定時総会は 5 月

設備を設置しました。この無線は有事の際、付

19 日（火）ホテルグラ

近の損傷具合等千代田区とお互いの状況を報告

ンドパレス 3 階「牡丹・

しあい、帰宅困難者の受け入れ可能人数等を連

あやめの間」において

絡するものです。また 2014 年 9 月には愛媛県

開 催 さ れ た。 定 刻 の 5

印刷工組様と災害時における支援協力に関する

時 30 分 に 司 会 の 礒 﨑

協定を結びました。愛媛県は過去の歴史からも

副支部長より開会宣言

災害の少ない温暖な気候と勤勉な人柄の集まる

がされた。始めに来賓の東京都印刷工業組合・

地域です。もし首都圏に災害を及ぼした場合も

理事長 島村博之氏をご紹介。

愛媛県の会社にお願いすることで印刷物が遅れ

引き続き金子支部長が登壇し挨拶を述べた。
「平成 26 年度の支部長就任以来、4 月以降消費

るなどお客様にご迷惑をかけずに事業を続ける
ことにより、災害に強い千代田支部という安心

税増税の駆け込み需要の反動減がありました。

と安全のブランドを内外にアピールできればと

円安により大企業を中心に景気回復が行われま

思います。二つ目は支部員の増強です。7 社増

したが、中小印刷業界は依然として需要の減少、

えましたが、うち 5 社は新世会がらみでありま

いっそうの価格競争、円安に伴うエネルギーの

した。今後も現在の支部とは違ったネットワー

高謄、印刷用紙の値上げなど明るい話題の乏し

クで会員を拡大し、支部員への加入を促進して

い１年となりました。そのような流れの中で支

いただければと思います。三つめはメールマガ

部では 3 つのテーマを掲げてやってまいりまし

ジンの立ち上げ、タイムリーな情報提供です。

た。一つ目は災害に強い千代田づくりです。災

従来のホームページの他に支部に関係の深い情

害協定を結んだ千代田区との帰宅困難者対策と

報を集め、8 月 1 日の創刊以来年６回配信させ
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ていただきました。現在は会社の代表的なアド

協力を願いまして私のご挨拶とさせていただき

レスに送っていますが、メールアドレスを教え

ます。ありがとうございました。」旨の挨拶を述

ていただければ、社員のどなたでも情報共有す

べた。

ることが可能です。その他印刷の需要が減った

続いて総会議時に入り平成 26 年度各事業報

となげいてばかりもいられません。やはり印刷

告及び決算報告がなされ、小林監査役より監査

でも印刷物につながる仕掛け作りが必要な時代

報告があり、無事承認された。平成 27 年度の

だと思います。26 年度の研修として東洋イン

事業計画案と予算案も承認された。議事終了後、

キさんの工場見学、また北越紀州製紙さんの工

商工連

場見学と、印刷の原点を再確認してまいりまし

まち結び」設立の説明と案内をされた。

山本相談役より「一般社団法人

むら

た。やはり紙を中心とした印刷物の必要性はな

続いて、東京都印刷工業組合・理事長 島村博

くならないという認識を強くもちました。今後

之氏より「日頃は東京都印刷工業組合に対しご

教科書などの電子化の流れは避けられませんが、

尽力を賜り誠にありがとうございます。」と挨拶

教科書の内容をおぎなう参考書など印刷物への

を頂戴し、東京都印刷工業組合の各委員会活動

ニーズがむしろ高まるかもしれません。今後と

と取り組みの現状を説明され今後も行う事業の

も支部内でアイデアを出し合って、時代の流れ

ご理解とご協力をお願いします。旨の祝辞を頂

に対応していきましょう。本日は総会の最後に

戴した。

一つのアイデアとして、印刷を含む需要創造の

総会を無事終了して別室にて懇親会を開催し

新しい動きをご紹介させていただきます。ご期

た。大西副支部長の進行で下谷相談役より乾杯

待ください。本年度は他にもマイナンバー制度

のご発声を頂き開宴となり粛々と進行しました。

への対応等課題がたくさんありますが、精一杯

最後に水上相談役の手締めにて盛会の内に散会

がんばっていきますので、引き続きご理解・ご

した。
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平成 26 年度通期事業報告
平成 26 年 4 月〜平成２７年 3 月

支部 HP 用会社設備等メンテナンスの実施

1/14

正副支部長会

1/21

支部新年会（於 ホテルメトロポリタンエドモント）

3/10

災害を想定した千代田区との帰宅困難者受入施設と
の無線通信訓練ならびにシェイクアウト訓練への参加

一般事業
5/13

第一回全体役員会（於

5/20

支部定時総会（於

5/26

顧問・相談役会（於

7/14

プロ野球観戦

6/19

全体役員会

8/27

暑気払い懇親会

7/8

正副支部長会

		 （於

7/24

第一回ゴルフ大会打合せ会

10/4

商工連共催

8/6

第一回常任役員会

10/9

第 50 回千代田印刷人ゴルフ大会

9/16

第二回常任役員会

		

9/18

愛媛県印刷工業組合と「災害時における支援協

2/17

力に関する協定」を締結

		（国立国会図書館、憲政記念館、国会議事堂）

第二回ゴルフ大会打合せ会

2/18

9/22

支部会議室）

厚生事業

ホテルグランドバレス）
銀座

中納言）

巨人対ヤクルト（東京ドーム）

神保町

欧風ビアレストラン「放心亭」

益子で陶芸体験、外池酒造見学
（於

鷹之台カンツリー倶楽部）

Ａグループ霞が関見学会
Ｃグループ懇親会

10/29 正副支部長会

		

12/5

2/20

Ｄグループ懇親会（於

かんだ

2/24

Ｂグループ懇親会（於

浅草

第三回常任役員会

12/16 顧問・相談役会（於 千代田 四季交楽 ZEN「然」）
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（於

銀座

和酒処

憩 -ikoi-）

やぶそば）

Good Fellows）

6/9

研修事業
7/17

ジェンシー東京）

第 1 部「IPEX 2014」報告会・
「先進的イギリス

6/25

上期東京地区印刷協議会（POD ４社見学会）

印刷会社の視察報告」のご紹介

7/3

第三回理事会（於

講師

9/17

日印産連印刷の月記念式典（ホテルニューオー

公益社団法人

（JAGAT）専務理事

日本印刷技術協会

日本印刷会館）

タニ）

相馬謙一氏

第２部「PODi」メンバーサービスのご紹介

10/1

講師

10/24 全日本印刷文化典京都大会（ウエスティン都ホ

講師

一般社団法人 PODi

亀井雅彦氏

敬老の集い（於

明治記念館）

テル京都）

公益社団法人日本印刷技術協会
11/6

第四回理事会（於

1/8

日印産連新年交歓会（ホテルオークラ）

テーマ：紙媒体のインキ、食品などのパッケー

1/13

新春の集い（於

ジや液晶・有機 EL、インクジェット並びにフレ

2/16

下期東京地区印刷協議会（於

キソ印刷の現場見学

3/19

第五回理事会（於

（JAGAT）西村和栄氏
11/13

東政連総会・30 周年記念式典（ハイアットリー

東洋インキ株式会社

埼玉製造所

見学

日本印刷会館）

パレスホテル東京）
日本印刷会館）

日本印刷会館）

所在地：埼玉県川越市栄 1
3/12

北越紀州製紙株式会社

関東工場

見学

商工連関連事業

テーマ：首都圏に近い立地を生かした、古紙の
再生、紙の製造工程、周辺環境に配慮したクリー

6/4

ンエネルギー工場での紙を通じた循環形社会の

11/1 〜 2

重要性の勉強

2/3

所在地：千葉県市川市大洲 3-21-1

3/28 〜 29 千代田さくら祭り

広報事業

総会（於

ホテルメトロポリタンエドモント）

千代田の秋まつり

新年懇親会
（於ホテルメトロポリタンエドモント）

来期事業計画

千代田支部ニュース

No.343

平成 27 年 4 月〜平成 28 年 3 月

発行

支部員名簿（メールアドレス掲載版） 発行（H26 年 12 月版）

1．本部事業に積極的に協力する

ホームページ運営（随時更新）

2．講演会、懇親会、研修会を開催し、情報提供並びに
支部員相互の交流と研鑽に寄与すると共に、支部組

千代田支部メールマガジン 年間６回発行（今年度より新規）

織の活性化を推進する

訃

3．支部員及び従業員に対し厚生事業を推進する事によ

報

り、組合活動への理解と親睦を図る
協同印刷㈱

4．支部ニュースの充実と、ウエブサイトを中心とした広

4/26

久木

誠様

前会長

5/12

今井

義雄様

5/16

佐野 仁子様 千代田オフセット㈱ 前代表配偶者

8/6

山本

悦郎様

東洋美術印刷㈱

3/11

保木

忠彦様

㈱ヤスキ

今井印刷㈱

報活動の充実に努める

代表取締役社長

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・

相談役

東京印刷産業政治連盟）への協力、後援に努める

代表取締役会長

6．28 年度実施予定の物故者慰霊祭（前回

支部員数動静
期首 87 社

平成 18 年

11 月 25 日（土）実施、10 年毎）の準備に取り掛
かる

加入７社
脱退 3 社

㈱大丸グラフィックス、

以上６項目の事業計画遂行のため、正副支部長会、

山信印刷㈱、㈲春田印刷所

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

期末 91 社

本部関連事業
4/17

第一回理事会（於

4/28

第二回理事会（書面議決）

日本印刷会館）

5/16

総代会（於

東京プリンスホテル

鳳凰）

−6−

−7−

グループ懇親会
各グループに於いて懇親会が実施され大いに盛り上がりました。
2 月 17 日

Ａグループ

霞が関見学会（国立国会図書館、
憲政記念館、国会議事堂）

2 月 18 日

C グループ （銀座

2 月 20 日

Ｄグループ （かんだ

2 月 24 日

Ｂグループ （浅草

和酒処

憩－ ikoi －）

やぶそば）
Good Fellows）

−8−

