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千代田支部ニュース
http://www.chiyoda-p.com/　東京都印刷工業組合千代田支部　発行人：小林 勉　編集人：安井 久治

「次世代へ繋ぐ伝統と絆・共に創る豊かな支部」

千代田支部ニュース

平成28年度　千代田支部定時総会
－新支部長に小林 勉 氏－

平成28年度千代田支部定時総会は5月17日
（火）九段のホテルグランドパレス｢桂の間｣に
於いて開催された。定刻の17時30分に礒﨑
副支部長の司会により開会宣言がされた。
初めに来賓の東京都印刷工業組合･理事長 
臼田真人氏をご紹介。引き続き金子支部長
より「皆様、こんばんは。本日はご来賓の
皆様をはじめ、ご多忙の中お集まりいただ
き、誠にありがとうございます。またこの
一年間、支部活動に多大なご協力をいただ
きありがとうございました。さて、このと
ころの印刷業界の状況ですが、国内市場動
向では、ここ数年縮小のスピードが緩み、
底を打った感がある。また、2009年を底と
して印刷会社の利益率も改善に向かってい
るとの報告があります。北米の印刷市場も
上昇傾向に変わってきており、理由として
電子書籍・E-MAILなどのデジタルから紙
への回帰が見られる、とのことです。先日
トヨタ自動車が、ここ数年の好成績は円安

による「追い風参考記録」だったとの発表
がありましたが、追い風を確実に生かして
きたのは事実であり、我々も間もなく開催
されるドルッパでの新技術の勉強、リオの
オリンピックや東京オリンピック、選挙、
消費税の増税または延期かに伴う対応資料
などぜひ風の流れを察知し、来るべき時に
備えていきたいと思います。さて27年度の
支部行事を振り返りますと、4月の愛媛県
印刷工業組合への現地訪問に始まり今年度
行事につきましては、ある程度の成果は出
せたと思います。1つの結果として、本部主
催の共済制度加入増強キャンペーンにおい
て、生命共済の部門で1位、火災共済は圏外
でしたが、自動車共済の部門で1位を獲得す
ることができました。本部の判断では支部
の規模からして当たり前との声もありまし
たが、皆様のおかげで好成績をおさめるこ
とができました。その他各事業の詳細は後
ほど担当副支部長よりご説明させていただ
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　平成 27 年度通期事業報告　平成 27 年 4 月～平成 28 年 3 月

4/10 正副支部長会
4/24～25 愛媛県印刷工業組合および現地印刷会社視察

（災害時の協力体制検討会）
5/12 第一回全体役員会（於　支部会議室）
5/19 支部定時総会（於　ホテルグランドパレス）
5/27 顧問・相談役会（於　割烹 越野）
6/24 第一回常任役員会
8/7 第一回ゴルフ打合わせ会
9/11 第2回常任役員会
9/16 愛媛県印刷工組との合同研修･交流会
 （於　水上印刷株式会社､和食処 梅林）
10/13 第二回ゴルフ打合せ会
11/25 第三回常任役員会

12/21 顧問・相談役会（於　とうふ屋うかい）
1/14 正副支部長会
1/27 支部新年会（於　ホテルメトロポリタンエドモント）
2/8 災害を想定した千代田区との無線交信訓練への参加
2/8 第四回常任役員会

6/5 プロ野球観戦　巨人対ソフトバンク（於　東京ドーム）
8/27 暑気払い懇親会（於 神保町欧風ビアレストラン｢放心亭｣）
10/3 商工連共催　小淵沢観光
 （スパティオ体験工房　サントリー白州工場見学）
10/29 第51回千代田印刷人ゴルフ大会
 （於　鷹之台カンツリー倶楽部）
2/12 Ｄグループ懇親会
 （於 秋葉原 欧風ギルドレストラン ザ・グランヴァニア）

きます。次に支部として力を注いできまし
た災害時の対応ですが、昨晩も震度3～4の
地震がありました。先月4月14日にたまたま
愛媛県印刷工組の方と会食をしておりまし
た。そのとき熊本に最初の震度7の余震が
発生し、東京も少し揺れました。当然愛媛
の方の携帯はその後頻繁に鳴り始め、工場
は無事とか愛媛県には被害がなさそうなど
の話題となってしまいました。現在も熊本
では大変な状況が続いており、いずれは首
都直下型地震の恐れもあります。四谷から
飯田橋までのびる活断層、周辺の九段下、
市ヶ谷付近にも平行して走る断層が推定さ
れているようです。熊本の災害につきまし
ては現在支部として10万円の義援金を全印
工連を通じて贈る準備を進めております。
また本総会のおみやげには熊本県のものを
準備させていただきました。後程の決算関
係で議論になるかもしれませんが、印刷会
館の事務費援助もあり支部の財政はいまの
所潤沢ですが、万が一首都圏直下型の災害
が発生した場合、支部員90社の皆様に災害

時のお見舞金等を用意するには、まだまだ
不十分です。印刷会館も老朽化がすすんで
おり、莫大な修理費用の発生も想定されま
す。大災害をにらんだ費用の準備もますま
す大切なことと思われます。その他、本日
の総会は2年に一度の役員改選もおこなわれ
ます。ご審議の程よろしくお願いいたしま
す。ありがとうございました。」旨の挨拶
を頂いた。議事終了後、東印工組理事長 臼
田 真人様より祝辞を頂戴し総会を無事終了
し、隣室において情報懇談会を開催した。

新 役 員
支 部 長：小林　勉　㈱文化カラー印刷
副支部長：前田隆一郎　㈱光邦
　 〃　  ：大西英資　㈱陽幸社
　 〃　  ：橋本唱市　文唱堂印刷㈱
　 〃　  ：青木利充　㈱精興社
　 〃　  ：宇田川裕孝　㈱グラフト
　 〃　  ：安井久治　安井印刷㈱
会計監査：米倉伸三　㈱ミイレー
　 〃　  ：青木宏至　㈱精興社

一般事業

厚生事業



− 3 −

2/17 Ａグループ霞が関見学会
 （警視庁本部、法務省法務史料室）と懇親会（於 有楽町 綴）
2/23 Ｂグループ懇親会（於　茅場町　鳥徳）
2/29 Ｃグループ懇親会（於 新橋 びすとろ ＵＯＫＩＮボンポテ）
3/7 支部員まつり（於　ＫＫＲ・ホテル東京　孔雀の間）

7/29 第1部「未来を創る−THIS POINT FORWARD」のご紹介
 　講師 公益社団法人 日本印刷技術協会
   （JAGAT）専務理事 郡司 秀明氏
 第2部「5STEPS 5KEYS 5DOORS
 ソリューション・プロバイダーへのステップアップガイド」のご紹介
 　講師 全印工連 経営革新・マーケティング委員 副委員長
 　東洋美術印刷株式会社 代表取締役 山本 久喜氏
9/16 水上印刷株式会社　多摩工場　見学

テーマ：デザインからマーケティング、ロジスティクスま
でを引き受ける

 「ワンストップサービス」を提供し、「おもてなし経営企業50選」
 「グローバルニッチトップ企業100選」に選出された企業の工場見学
 所在地：東京都西多摩郡日の出町平井20-2
3/23 株式会社太陽堂成晃社　東松山工場　見学
 大口製本印刷株式会社　東松山工場　見学

テーマ：光沢関連加工のすべてを自社生産し、特殊
印刷事業を立ち上げ「新たなる付加価値」で差別
化を図る取組と、専門的な製本技術と最新設備で
ハイクオリティ、ハイスピードの実現と、匠の技と合わ
せたこだわりのある丁寧な造本技術の見学

 所在地：埼玉県東松山市新郷292-1、88-1

千代田支部ニュース　No.344, 345, 346, 347, 348 発行
ホームページ運営（随時更新）
千代田支部メールマガジン 年間4回発行（前年度より新規、
計10回）
1/14 支部HP　歴代支部長の横顔（平成）を新規掲載

6/6 河田 伸夫様　㈱広報ブレイス 代表取締役社長
10/12 奥村 初代様 セントラル情報処理システムズ協同組合
 代表者（奥村印刷㈱ 奥村 文泰氏ご母堂）

期首91社  加入2社 冨士製版印刷㈱東京支店、㈱アクティブ

 　 脱退3社 山陽精工㈱、㈱小高、㈱インターブック
期末90社

4/16 第一回理事会（於　日本印刷会館）
5/14 総代会（於　ザ・プリンスパークタワー東京）
6/1 東政連総会（於　ハイアットリージェンシー東京）
6/22 上期東京地区印刷協議会（於　日本印刷会館）
7/9 第二回理事会（於　日本印刷会館）
9/16 日印産連印刷文化典（於　ホテルニューオータニ）
10/2 敬老の集い（於　明治記念館）
10/16 全印工連創立60周年記念行事（於 パレスホテル東京）
11/5 第三回理事会（於　日本印刷会館）
1/6 新春の集い（於　パレスホテル東京）
1/8 日印産連新年交歓会（於　ホテルオークラ）
2/22 下期東京地区印刷協議会（於　日本印刷会館）
3/17 第四回理事会（於　日本印刷会館）

6/3 総会（於　ホテルメトロポリタンエドモント）
10/31～11/1　千代田秋まつり
2/2 新年懇親会（於　ホテルメトロポリタンエドモント）
4/2～3 千代田さくら祭り

1.　本部事業に積極的に協力する
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、支部組織の
活性化を推進する

3.　支部員及び従業員に対し厚生事業を推進する事によ
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

6.　28年度に第7回物故者合同慰霊祭（11月19日（土）上野
寛永寺にて、10年毎）を実施する

以上6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

研修事業

訃報

広報事業

支部員数動静

本部関連事業

商工連関連事業

来期事業計画　平成 28 年 4 月～平成 29 年 3 月
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　支部長退任の挨拶

本日は、総会事業にご協力いただきまして、誠にあ
りがとうございました。2年前力不足の私が支部長就任
ということで、私も皆様も非常に不安だったと思いま
すが、皆様のお力により何とか大任を果たすことがで
きたと思います。支部長就任以来、参加しやすい雰囲
気づくり、学生時代のクラブの部室のように集れば楽
しい、元気な方がいて元気になれる、その結果ネット
では得られない生きた情報交換ができる等、ハイブリッドとして　いいところを組み合わ
せ、楽しく共創していくことを目指してきました。おかげ様で、支部長として大和綜合印刷
ではできないことをいろいろ経験させてもらいました。いろいろな人と知り合うことがで
き、支部長仲間と懇意になり、いろいろおいしいお店を知ることができ、おまけに千代田支
部ゴルフコンペで優勝することもできました。印刷業界は依然として大変な変革期にあり、
また首都直下型の震災がいつくるとも限りません。こうした中、組合活動や支部運営の在り
方が問われており、支部だからできることとして、新しい情報の共有、新技術の勉強、災害
への備えと災害時のバックアップ体制などは重要課題として取り組んできたつもりです。今
後は1歩外部から組合活動を見る立場となりますが、支部にしかできない実現可能なものは
ご提案していくつもりです。また個人的なことでしたが、皆様の応援のおかげで女子フィギ
アスケートで姪の樋口新葉が活躍することができ、28年度も5名の「特別強化選手」に指定
されました。浅田真央ちゃん、ジュニアの本田真凛ちゃんも一緒です。現在新葉は今期の新
プログラムに取り組んでおりますが、高得点を狙った難しい構成のため、反抗期も重なりま
わりに大変迷惑をかけながら　練習に取り組んでおります。仕事も同じですが、高い目標を
達成するためには大変な苦労が必要なことを姪からも教えられます。新支部長は小林氏にお
願いすることになりました。今年度は10年に1度の物故者慰霊祭を控えていることもありま
すが、見るからに強力なリーダーシップのもと千代田支部の伝統の継承と改革にまい進して
いただけるものと確信いたしております。今後とも千代田支部は東印工組をリードする集団
でいていただければと思います。顧問・相談役・参与の皆様方、副支部長の方々など千代田
支部の皆様は大変あたたかく、いろいろ助けていただき大変楽しい幸せな「あっという間」
の2年間でした。小林新支部長及び新執行部の皆様にも私の時と同様またそれ以上にご協力
をいただくことで千代田支部のますますの発展と、またここに理事長もいらっしゃいますの
で東印工組のますますのご発展の二つを願いまして私の挨拶とさせていただきます。2年間
ありがとうございました。

大和綜合印刷株式会社
代表取締役社長　金子  雅明
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この度支部長を拝命いたしました株式会社文化カ
ラー印刷の小林勉と申します。この歴史ある千代田支
部の支部長を拝命するにあたり責任の重さを痛感して
おります。私は、昭和33年生まれで印刷業界一筋で今
日まで来ました。自分が入社した時代の印刷業態から
考えると今は仕事の取り組み方やビジネスモデルも大
きく様変わりしてきました。思えば、弊社会長が28年
前の昭和63年から昭和64年（平成元年）に千代田支部
の支部長を仰せつかっていた時期がございました。時を経て私が支部長を拝命するとは夢に
も思いませんでした。これも使命と思い伝統と歴史ある千代田支部を盛り上げ、本部とも連
携しながら支部員の皆様に沢山の情報を届けていきたいと思います。これまでの歴代支部長
が創り上げたものを継承しながら、新しいものを創っていく事が新執行部の役目だと感じて
おります。最後になりますが、今期のキャッチフレーズは「次世代へ繋ぐ伝統と絆・共に創
る豊かな支部」として、支部員の皆様並びに顧問・相談役・参与の方々のご指導とご支援の
お願いを申し上げ2年間頑張っていきたいと思いますので何卒よろしくお願い致します。

　新支部長就任のご挨拶 株式会社文化カラー印刷
代表取締役社長　小林 勉

平成28年3月23日（水）第3回研修
会が20名の参加により開催された。
11時40分に千代田支部前を出発しバ
スで東松山市へ移動。最初に株式会
社太陽堂成晃社　東松山工場に到
着。こちらは創業以来、光沢加工に
関わる多種多様な設備をいち早く導
入し実践、研究を重ね光沢関連加工
のすべてを自社で生産可能とし、今
では特殊印刷事業を立ち上げ「新た
なる付加価値」で差別化を図り多く
のお得意様から高い評価を受けてい
るそうです。そして大口製本印刷㈱は専門的な製本技術と最新機械設備により、ハイクオリ
ティ・ハイスピードを実現し、匠の技を合わせたこだわりのある丁寧な造本は業界でも多く
の実績を積み高い評価を得ているそうです。質疑応答の後、情報交換の会場へと移動。こち
らも盛況のうちにお開きとなりました。

　第 3 回研修会
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　第 1 回全体役員会開催

　新旧本部役員・新旧正副支部長　歓送迎会

5月10日（火）午前11時30分千代田印刷会館2階会議室にお
いて礒﨑副支部長の司会進行にて第1回全体役員会を13名の相
談役、常任役員、参与が参加のもと開催された。議題の中心
は定時総会前の資料確認、報告と新世会の活動報告などの話
し合いがおこなわれた。

平成28年5月25日（水）午後6時より千
代田区紀尾井町にある日本料理「吉祥」
において、5月12日の本部総代会並びに
17日の支部定時総会におきまして、新執
行部が選出されたのに伴い、「新旧本部
役員並びに新旧正副支部長歓送迎会」が
開催され17名が参加しました。始めに下
谷顧問より前支部長、執行部への感謝と
新執行部への励ましのエールを送られ
た。次に小林新支部長よりお礼の言葉に
続いて、新村顧問の乾杯のご発声にて会
宴となった。

【御招待者氏名】
橋本　唱市（新副理事長・再任、新副支部長）
金子　雅明（前支部長）
小林　　勉（新支部長）
礒﨑　正仁（前副支部長）
前田隆一郎（新副支部長・再任）
大西　英資（新副支部長・再任）
安井　久治（新副支部長・再任）
青木　利充（新副支部長）
宇田川裕孝（新副支部長）

計9名

【顧　問】
新村　重晴
下谷　隆之
小林　　忍

【相談役】
矢部　一憲
米倉　伸三
吉田　千秋
新村　敏明
青木　宏至
水上　光啓
佐野　栄二
山本　久喜
斎田　精一

【参　与】
沢田　耕次
木全　　実
戸田　竹男
近藤　譲良
坂口　敬三
奥村　文泰
安藤　英夫
塚田　司郎
岩岡　正哲
野村　廣人

計22名



〒101-0061

東 京都千代田区三崎町 2－18－9

二葉第三ビル

電　話　03（3265）6 1 5 1 代表
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定時総会
懇親会の模様


