
− 1 −

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

千代田支部新年懇親会は、平成29年1月25日（水）午後6
時よりホテルメトロポリタンエドモント2階「悠久の間」に
おいて支部員及び関連業界、報道関係、本部関係あわせて
112名の出席のもと盛大に開催された。宇田川副支部長の司
会進行により、はじめに小林支部長の挨拶「皆様、新年あ
けましておめでとうございます。日頃は支部活動にご協力
いただき、誠にありがとうございます。また、本日はお忙しい中お集まりいただき、誠に
ありがとうございます。まず初めに、前年より継続中の支部員増強に対し新メンバーとし
て株式会社三進社　沼澤様と株式会社ショーワ　大関様を迎えることができました。昨年
5月より新執行部発足以来8カ月がたちました。昨年には10年に1度の支部周年行事である
第7回物故者合同慰霊祭を無事開催することが出来ました。偏に支部員ならびに本部関係役
員の皆様のご協力の賜物と考えております。さて社会情勢は昨年よりイギリスがEUからの
離脱、国内では熊本地震をはじめ多くの災害がありました。アメリカでは第45代大統領が
誕生しました。連日報道されているように世界経済そして日本経済に大きな影響を与える
のではないかと予想されております。私たちの業界もデジタル化の進歩、ITの急速な進化
が進み情報伝達の手段が変わり紙での情報発信はますます減少すると予想されます。です
がこれからも事業を存続していくために基本となるもの作りと柔軟な対応を心掛けこれか
ら変化していく時代に向かって支部員同士がそれぞれの力を合わせて繋がってみんなが元
気になることが大事だと考えます。そのためにも支部の皆様と一緒に情報発信をしていき
たいと思います。最後に､皆様のますますのご健勝とご繁栄を祈念いたしまして、新年のご
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第 2 回千代田支部研修会
小森コーポレーションつくばプラント見学会

第2回千代田支部研修会は2月21日（火）株式会
社小森コーポレーション つくばプラント様の見学
会を開催し支部員及び社員15名が参加しました。
当日は千代田印刷会館前に集合しバスにて13時30
分に出発。㈱小森コーポレーションの伊藤様、古
尾谷様が同乗して頂き車中でつくばプラントの紹
介VTRを見てから、業界動向、小森コーポレー
ション様の取組み事例などを紹介いただきながら

挨拶とさせていただきます。ありがとうご
ざいました」等の挨拶があった。引き続き
ご来賓の㈱小森コーポレーション代表取締
役会長 小森善治様より謝辞のお言葉の後、
「大変に変化の多い幕開けの年となりまし

た。「もの作り4.0」第4次産業革命が起こっております。これに対応していくには新しい
もの作りを行っていかなければならない状況と思っております。印刷産業が行っている業
態変革推進プランが実行中であろうと思いますがITを駆使して物と物をネットでつなぎ
無駄をなくし情報を共有化することが重要であり、これからは「見える化」が重要なテー
マではないか、最後に変化に強いリーダーシップを持った千代田の元気を全国に発信し頑
張って頂きますようお願い申し上げます。本年もよろしくお願い致します」旨の挨拶を頂
戴した。続いて株式会社竹尾 代表取締役社長 竹尾　稠様より謝辞のお言葉の後、「日本
製紙連合会の統計によると平成28年に消費された紙の量が2,600万トン代（−0.5％）になっ
てしまった。そのうち、印刷情報用紙は800万トンで推移している。包材紙が1,100万トン
でその内8割が段ボールで中でも最も多いのが加工食品関係であります。大変厳しい状況
の中、加工技術の変化に伴い素材として紙も変化をしていきますので素早い情報を頂けれ
ばマーケットにマッチングした素材を早く提供できるのではないかと思っております。」
旨の挨拶を頂戴した。次に乾杯のご発声を全国印刷工業健康保険組合 青木宏至理事長より
頂戴し開宴となりました。しばし歓談のあと、毎年恒例のビンゴ大会では千代田印刷人新
世会の司会進行により大いに盛り上げて頂
き、最後に小林 忍支部顧問の手締めにより
大盛況のうちに閉会した。
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約1時間でつくばプラント
へ到着。最初にKGCカン
ファレンスルームにて常務
執行役員 小森善信氏によ
るご挨拶とつくばプラント
の概要、約185,000m2（約
56 , 0 00坪）の敷地に、約
38,500m2（約11,700坪）の
延べ床面積の工場・研究施
設・デモセンター・トレー
ニングセンターや厚生施設
等を備えている等の説明
を頂戴した後、KOMORI 
LITHRONE GX40をバックに記念写真を撮影しました。

次につくばプラント内、印刷機械生産工場の見学へと移りました。ライン生産方式で輪
転機や紙幣、証券印刷機など様々な機械がひとつのラインで生産されているとの事です。
続いて小森グラフィックテクノロジーセンター（KGC）の見学。こちらは、オフセット印
刷のみならずPODや打ち抜き機による製品の紹介と印刷技術の基礎研究と教育、生産技術
者のトレーニング（プリンティングカレッジ）などを提供している所です。

約1時間半ほどの見学もあっという間に終わり、カンファレンスルームに戻り質疑応答と
記念撮影の写真を頂いて小森コーポレーションつくばプラントを出発。懇親会場のある つ
くば駅へ移動。懇親会には小森善信氏が参加していただき小林支部長より研修会のお礼と
挨拶の後に第2部がスタート。13名の方が参加しお酒の入った情報交換で大変盛り上がりま
した。
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平成 29 年度　千代田支部定時総会

平成29年度 東京都印刷工業組合 千代田支部定時総会が5月22日
（月）ホテルグランドパレス4階「桂・橘の間」において開催され
た。定刻の17時30分に司会の宇田川副支部長より開会宣言がされ
た。始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。引き続き小林支部長が登壇し挨拶を述べた「平成28年5月に新
執行部が執行して以来、あっという間の1年でしたが各事業を無事
遂行できました。また昨年11月には10年に一度執り行われる「物故
者合同慰霊祭」が上野寛永寺に於いて第7回目の開催をいたしまし
た。当日は支部員の皆様、遺族の皆様、東京都印刷工業組合本部役
員の方々がご列席を賜り無事執り行うことが出来ました事を大変感
謝申し上げます。支部として周年行事を行えることは大変幸せなこ
とだと思いますが、この1年ではまだまだ支部員の皆様には伝えき
れていないのではないか、もっともっと伝えることが沢山あるので
はないかと思いますが、千代田支部を支えていくために執行部共々
精一杯がんばっていきますのでご審議のほどよろしくお願い致しま
す。ありがとうございました。」旨の挨拶を述べた。続いて議長選
出後に議事進行に入り平成28年度各事業報告及び決算報告がなさ
れ、米倉監査役より「適正に処理が成され
ております」旨の監査報告があり無事承認
された。平成29年度の事業計画案及び予算

案も承認された。議事終了後、千代田区商工業連合会　山本会長よ
り商工業連合会の説明と案内がなされた。続いて、東京都印刷工業
組合・理事長 臼田真人氏より「日頃は東京都印刷工業組合本部事
業に対しご尽力を賜り誠にありがとうございます。」と挨拶を頂戴
し、東京都印刷工業組合の各委員会活動と取り組みの現状を説明さ
れ今後も行なわれる事業のご理解とご協力をお願いします。旨の祝
辞を頂戴した。平成29年度定時総会を無事終了し別室にて懇親会を
開催した。大西副支部長の進行により小林顧問より乾杯のご発声を
頂き開宴となりしばし歓談の後、水上相談役の中締めにより御開き
となりました。
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平成 28 年度通期事業報告
平成 28年 4月〜平成 29 年 3月

5/10	 全体役員会（於　支部会議室）
5/17	 支部定時総会（於　ホテルグランドパレス）
5/25	 顧問・相談役会（於　割烹　吉祥　紀尾井町）
6/14	 正副支部長会
6/29	 第１回常任役員会
8/3	 第２回常任役員会
9/6	 正副支部長会
9/9〜10	 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）（於　愛媛県）
9/26	 第３回常任役員会
10/24	 物故者慰霊祭委員　現地下見（上野　寛永寺）
11/4	 第４回常任役員会
11/19	 第７回物故者合同慰霊祭（上野　寛永寺）
12/6	 顧問・相談役会（於　北大路　赤坂茶寮）
12/15	 第５回常任役員会
1/17	 正副支部長会
1/25	 支部新年会（於　ホテルメトロポリタンエドモント）
3/6	 災害を想定した千代田区との帰宅困難者受入

施設との無線交信訓練への参加

6/17	 プロ野球観戦　巨人対ロッテ（東京ドーム）
8/29	 暑気払い懇親会	 	

（於　神保町　欧風ビアレストラン「放心亭」）
10/15	 商工連共済　秋の日帰り旅行	 	

（味覚＆アート体験 in 笠間）
11/8	 第 52回千代田印刷人ゴルフ大会	 	

（於　武藏 CC　笹井コース）
2/23	 Cグループ懇親会（於　乃木坂　うまいぞ乃木坂）
3/14	 Bグループ懇親会（於　両国　日本橋　やぶ久）
3/18	 D グループ懇親会（於　みますや）
3/21	 A グループ春季見学会	 	

（国立印刷局　東京工場 / 東書文庫　見学）
	 懇親会（TAGEN	DINING	CAFÉ）

7/26	 第 1回「実はドル箱　印刷業界」
	 講師　株式会社ウイズ　取締役事業部長　	 	

老田　歩氏
・顧客の戦略立案から運用に至るまで一貫したサ
ポートを展開し、印刷物を起点としたクロスメ
ディア戦略の数多くの実績と成功事例のご紹介。

2/21	 第 2回　株式会社小森コーポレーション	 	
つくばプラント　見学

・印刷機の製造ライン、並びにテストフロアを見学、
大型輪転機や紙幣証券印刷機といった特殊な印
刷機械の見学とテクノロジーセンターの様々なタ
イプのオフセット印刷機、デジタル印刷機など
後加工機も設置された最新技術を駆使したプリ
ントデモンストレーションの見学。

	 所在地：茨城県つくば市中山 203-1

支部員名簿発行
千代田支部ニュース　No.349,	350,	351　発行
ホームページ運営（随時更新）
千代田メールマガジン運営

6/3　渡辺　隆様　文榮社　会長

期首　90 社　加入 2社　㈱三進社、㈱ショーワ
	 脱退 5社　三和印刷㈱、訪徳印刷㈱、	 	

㈱麻屋三英社、松浦印刷㈱、㈱南印刷所
期末　87社

4/21	 第 1回理事会（於　日本印刷会館）
5/12	 第 2回理事会（於　ザ・プリンスパークタワー東京）
5/12	 総代会（於　ザ・プリンスパークタワー東京）
6/6	 東政連総会（於　ハイアットリージェンシー東京）
6/20	 上期東京地区印刷協議会（於　日本印刷会館）
7/7	 第 3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）
10/7	 敬老の集い（於　明治記念館）
10/21	 全日本印刷文化展ふくしま大会（於　ホテルハマツ）
11/2	 第 4回理事会（於　日本印刷会館）
1/11	 日印産連新年交歓会（ホテルオークラ）
1/16	 新春の集い（於　パレスホテル東京）
3/6	 下期東京地区印刷協議会	 	

（於　㈱メディアテクノロジージャパン）
3/16	 第 5回理事会（於　日本印刷会館）

6/7	 総会（於　ホテルメトロポリタンエドモント）
10/30 〜11/7　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）

一般事業

厚生事業

広報事業

訃　報

支部員数動静

研修事業

本部関連事業

商工連関連事業
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支部員同士の親睦を深めるために、各グループに於いて懇親会が実施されました。

平成29年5月29日（月）午後6時より麹町にある中華料亭｢登龍｣において第1回 顧問・相談
役会を開催。大西副支部長の司会進行により小林支部長が挨拶のあと新村顧問より「先の
総会が無事終了し何よりでした」と労いの言葉を頂戴し乾杯の発声となった。しばし歓談
のあと下谷顧問より締めの言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、米倉相談役、水上相談役、佐野相談役、山本相談役、
金子相談役、小林支部長、前田副支部長、青木副支部長、宇田川副支部長、大西副支部長、
安井副支部長

グループ懇親会

第 1 回　顧問・相談役会

2月23日　Ｃグループ
（於　乃木坂 うまいぞお）

3月14日　Ｂグループ
（於　両国 日本橋  やぶ久）

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
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。

来期事業計画



〒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
株式会社　山櫻　東京支店

〒112-0002　東京都文京区小石川４丁目16番3号
TEL. 03-3814-3271（代表）
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つづき  グループ懇親会

3月18日　Ｄグループ
（於　神田 みますや）

3月21日　Ａグループ
（国立印刷局 東京工場 / 東書文庫　見学）
懇親会（TAGEN DINING CAFÉ）


