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“印刷発祥の地”の誇り
東京都印刷工業組合京橋支部
支部長　金山 智一　☎ 03-3552-1855　会員数：113

“組合結成100年”集積のパワー
東京都製本工業組合京橋支部
支部長　佐立 哲彦　☎ 03-3551-3783　会員数：48

“先進の情報文化”の担い手
東京都印刷工業組合日本橋支部
支部長　中庭 藤夫　☎ 03-5542-2121　会員数：35

伝統の技能、いま華開く
東京都製本工業組合日本橋支部
支部長　丸山 啓一　☎ 03-3666-2051　会員数：4

伝統の日本文化を育てる
日本橋産業協会
会　長　小川 浩一　☎ 03-3668-2193　会員数：25

省エネ・イノベーションを展開
月島工業会
会　長　山納 茂治　☎ 03-3533-5311　会員数：15

“グラフィック・サービス”宣言
（公社）東京グラフィックサービス工業会中央支部

支部長　中田 逸郎　☎ 03-6228-3900　会員数：26

美しい町並、強い町づくりを
特定非営利活動法人
地域の防災と町づくりを研究する会
理事長　境 孝司　☎ 03-5651-5621　会員数：25

　中央区と工団連による平成28年度表彰式は、平成29年
2月17日（木）銀座ブロッサム・マーガレットにおいて、厳
粛なうちにも和やかに執り行われました。
　栄えある受賞は、従業員（勤続20年以上）8名、（勤続10
年以上）3名。
　表彰式のあとは記念撮影をし、隣接の会場にて祝賀懇親
会がにぎやかに開かれました。

　平成28年11月3日（木）文化の日に「平成28年度中央区各種功労者表
彰」各種功労者の表彰式が銀座ブロッサム（中央会館）で行われ、田中金
一氏が中小企業発達功労者（商工団体、業種別団体等関係者）として表彰
されました。

田中金一氏が
「平成28年度中央区各種功労者表彰」受賞

中央区と中央区工業団体連合会では、区内の産業安定と中小企業の発展のため
に、工業等中小企業の振興に寄与した事業主と従業員等を広く顕彰しています。

平成28年度中央区中小企業工業関係者表彰式
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●新年初顔合せ会
　　平成 29年 1月 13日（金） 銀座ブロッサム　ジャスミン　　36名出席
●常任理事会

　　第２回　平成 29年 3月 7日（火）　中央区工業団体連合会会議室
　　　議題　平成 29年度定期総会について
 平成 29年度事業計画（案）について　他
●各種講座・研修
　ハイテクセンター・ランチセミナー
　　　別紙掲載のため省略
　経営セミナー　　区役所 8階　大会議室

（共催）中央区工業団体連合会、中央区商店街連合会、中央区、東京商工会議所中央支部
　　第６回　平成 28年 10月 24日（月）

社員の残業を削減して売上アップ
仕事の整理・改善術

 講師　株式会社プロスタンダード　代表取締役社長　若林　雅樹氏
　　第７回　平成 28年 11月 28日（月）

映画「一献の系譜」から学ぶリーダーシップ論　〜人が成長するとき〜
講師　映画監督　プロデューサー・地域創成プランナー

　　　　　　　　　　　グリクリエイツ株式会社　代表取締役　石井　かほり氏
　　第８回　平成 28年 12月 12日（月）

後継者育成のための「企業風土改革」　〜変化の多い時代に生き残る企業となるために〜
講師　株式会社戦略マネジメント研究機構　代表取締役社長　及川　昭氏

　　第９回　平成 29年 2月 27日（月）
経営改善のための管理会計入門　〜経営と会計からの戦略的アプローチ〜

講師　SOAソリューションズ有限会社　代表取締役　山川　秀之氏
　　第10回　平成 29年 3月 23日（木）

実例に学ぶマーケティング戦略　〜製品志向からの脱却〜
講師　中小企業診断士　今瀬　勇二氏

異業種交流会
平成 29年 2月 27日（月）
コーディネーター　株式会社エッグスコンサルティング代表取締役　東條　裕一氏

新春経済講演会
（共催）中央区工業団体連合会、中央区商店街連合会、中央区、東京商工会議所中央支部

平成 29年 1月 30日（月）　区役所 8階　大会議室　 　　127名受講
テーマ　2017年世界経済からみる日本経済の展望
講　師　三井住友銀行　市場営業統括部　西岡　純子氏

●事　業
　（1）  「工団連会報」の発行

①　第 39号  平成 28年9月発行
②　第 40号  平成 29年3月発行

　（2）　中央区中小企業工業関係者表彰
①　表彰審査会／平成 29年1月20日（金） 区役所 8階　第5会議室
②　表　彰　式／平成 29年2月17日（金） 銀座ブロッサム マーガレット

従 業 員　11名（勤続 20年以上：8名、10年〜 19年：3名）
■第19回中央区産業文化展（へそ展）

日　時　平成 28年10月30日（日）〜 11月1日（火）
場　所　晴海トリトンスクエア　2Ｆ　グランドロビー
テーマ　守り、挑む。未来へつなぐ産業・文化
　　　　〜時代のまんなか、“シン”のある中央区〜
　　　　※“シン”＝「芯」「新」「心」3つの意味を込めて企画
　　　　　詳細については6頁に掲載

工 団 連 の 動 き平成28年9月〜平成29年3月
＊ハイテクセンター・
　ランチセミナーについては、
　10〜11頁に講義内容を掲載

▲中小企業工業関係者表彰式



4

券会社、週刊誌やコミック誌など
を主要顧客とし、高度成長ととも
に印刷需要も飛躍的に伸び大きく
成長できた時期です。
しかし、失われた20年というバブ
ル崩壊後のデフレ不況、インター
ネットの台頭など、印刷需要は下
降の一途をたどります。この状況下
で、印刷業界、特に中小企業はお
客様に選択してもらうために、自ら
の個性をどのように打ち出していく
のかが死活問題であり、市場から
問われていることでした。

世界遺産ならぬ、
京橋遺産を考える

細田社長は、3代続けて京橋で
ビジネスを行ってきたことで、東京
オリンピック招致をスタートさせた
頃から京橋に関わる仕事がしたい
と強く思うようになります。「ここで
（京橋）なければならない仕事は
何か？」「世界遺産ならぬ京橋遺産
とは何だろう？」　そんなことを考え
ている時、京橋が発展を遂げた江
戸時代の浮世絵師歌川広重が手
がけた名所江戸百景の「京橋竹が
し」が目にとまります。日本橋と並

江戸の価値観を
未来に継承していく印刷店
「竹河岸」「江戸具」「町火消」印刷を通じて京橋遺産を表現する

シリーズ第12回　
株式会社金陽社印刷所

株式会金陽社印刷所　代表取締役　細田 剛氏

金陽社印刷所は1931年に現社長の祖父細田四郎
氏が京橋で創業した会社です。以後86年間、3代
続けて京橋でビジネスをしております。京橋に対す

る感謝・思いから打ち出した細田社長の新たなビジョ
ンは、お客様や協力者の共感・共鳴を生み出してい
ます。

び最も古く、擬宝珠のある欄干を
もつ格式高い京橋の先には竹の問
屋が並んでいました。正月飾り・
七夕飾り・竹垣・竹細工など、現
在では考えられないほどの需要が
江戸にはありました。また、京橋
には「大根河岸」もありました。
現在の銀座と京橋の間の首都高速
の下に、京橋大根河岸青物市場跡
の石碑があります。
名所江戸百景では京橋のランド

マークは竹がしであったことが理解
できます。京橋の人は竹に対する

東京駅から、南東に10分ほど歩
くと、時代劇のセットの様な店構え
を持つ「京はし満津金」というユ
ニークな印刷店があります。店内に
入るとお揃いの半纏を着た店員さ
んが笑顔で迎えてくれました。10
人も入れば少し狭いなと感じる広
さの中に、江戸の価値観を継承す
る商品が心地よく並べてあります。
江戸の価値観といっても全く古さを
感じることはなく、若い店員さんも
いて、寧ろ新しさを感じる人もいる
と思います。このお店、面白いの
は、全く、宣伝もしていないのに栃
木や茨城といった遠方からお客様
が来店されていることです。その秘
密を細田剛社長に聞いてみます。

京橋で創業し86年

当社は昭和6年（1931年）、現
社長の祖父細田四郎氏が京橋で
創業した会社です。名刺や封筒、
伝票などの事務用印刷物から歩み
を始め、第二次世界大戦の敗戦を
乗り切りました。戦後は銀行や証

京はし満津金

細田 剛氏
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思いが強いはずです。しかし、こ
のことを知っている人は残り少なく
なりました。そこで後生に残せな
いかと考え、地元の町内会の有志
と相談して、中央区に嘆願し「京
橋竹河岸通り」という名を平成24
年度に命名することができました。

四（至）福の摺りもの

京橋の良さ、江戸の価値観を未
来に継承するために、新たな展開と
して、「四（至）福の摺りもの」と称
し4つの商品をリリースしました。
一福として「御朱印帳」と「納経
帖」、二福として後世に残したい技
術である、銅版印刷、活版印刷で
刷り上げる「至高の名刺」。三福
は、江戸具と称して一筆箋、てぬ
ぐい、扇子といった江戸の遊具、
生活具。四福は江戸町火消錦絵
です。（詳細はホームページで説
明しております。http://www.kin-
yosha.co.jp/matsukin/）

世界で一つだけの商品作り

今回、「御朱印帳」「納経帖」の
職方である出嶋伸匡氏にも話を聞
くことができました。出嶋氏は入社
15年のベテラン社員です。元々、
印刷の後工程である、製本を担当
しておられますので基本的な技術
はお持ちです。御朱印帳を製作す
ることになったきっかけを聞いて見

ました。
出嶋氏は、細田社長と同様に京
橋への思いが強い方です。京橋の
氏神様である、日枝神社との関わ
りもあって、自分の持っている技術
を活かし、神仏に関わる商品が作
れないだろうかと考え、できたのが
御朱印帳ということです。しかし、
御朱印帳はすでに市販されたもの
がありますので、当社の特徴をだ
す必要があると考えます。そこで3
つの違いを明確にしました。一つ
目は見た目です。バリエーション
に豊んだ生地から、自分の好きな
生地を選択することができます。あ
る方は、おばあちゃんの形見の着
物を持ち込み表紙にされたこともあ
りました。二つ目は丈夫な作りで
す。苦労していただく御朱印なの
で昔のアルバムの作りのように表
紙にクッション材を入れました。三
つ目は書きやすさです。複数の用
紙を準備して、宮司さんにも協力
していただき実際に書き込んでも
らいました。書きやすさ、滲み、
裏写り、見た目などをチェックして
最高のものを作り上げました。ま
た、希望があれば名前を入れるこ
とができます。そして全てオーダー
メイドです。まさに世界で一つだけ
の「御朱印帳」「納経帖」です。
最後に御朱印帳の本来の意義

を出嶋さんに教えてもらいました。
元来、御朱印とは、参拝者がお経
を書き写し、お寺に納めた際にい

ただく印（証）でした。そして人
生の幕を閉じる際に、神仏に守ら
れて旅立つにように故人と一緒に
おくるものだということです。私た
ち現代人が忘れ去られてしまった
大切なことを伝えてもらったと思い
ます。

各地に拡散する
江戸の価値観

最後になりますが、宣伝もして
いないのに遠方からお客様が来店
されている秘密をお伝えします。
それは来店されたお客様に聞いて
みることでわかりました。ある方が
「橘右之吉先生がFacebookで紹
介していたのを見てきました」と答
えてくれました。
今回、京はし満津金では、橘右
之吉先生のご紹介により、2月2日
に初日を迎えた、歌舞伎座「猿若
祭二月大歌舞伎」に出演した中村
勘太郎、中村長三郎の初舞台記念
に、一福の技術で作る「特製折本鷽
宝恵帳（おぼえちょう）」を提供す
ることになりました。中村屋の浴衣
生地を使用した限定版は大人気、
発売すると瞬く間に完売しました。
江戸歌舞伎と江戸文字そして御
朱印帳、同じ価値観を持つ者同士
が共鳴し合い、表現し、インター
ネット（以下ネット）を通して拡散
され、また同じ価値観を持つ者が
受け取り、また拡散される。昔な
がらでいえば、口コミでしょうが、
庶民のツールとなったネットは想定
外の広がり、ご縁を作り出しており
ます。小さくてもキラリと光る魅力
企業はお客様から見つけやすくな
りました。ネットを活用されていな
い方は今からでも遅くありませんの
で是非検討してみてください。（橘
右之吉：歌舞伎や落語の看板やめ
くりビラや千社札に使用される橘
流寄席文字・江戸文字書家）

▲御朱印帳
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2016年10月30日から11月1日の3日間にわたり、晴海
トリトンスクエアにて「守り、挑む。未来へつなぐ産業・
文化　時代のまんなか、“シン” のある中央区」をテー
マに第19回中央区産業文化展（へそ展）が開催されま
した。生憎の天候の日もありましたが、会場には多くの
ご来場者が足をお運びくださり、様々な出展ブースやス
テージでのショーをお楽しみくださいました。
へそ展は、中央区の代表的な地場産業である印刷業

や製本業、高付加価値な加工を得意とする機械・金属
や食品産業、情報産業や繊維産業、伝統工芸などさまざ
まな産業を地域の皆さまに紹介するとともに、直に触れ
て親しんでいただく事を目的とし2年に一度開催されてい
ます。今回も各参加団体の出展ブースでは、伝統に裏打

ちされた技術や知識などが趣向を凝らした展示で紹介さ
れました。
また、参加型イベントも多く子供から大人まで幅広い
年齢層の方々の笑顔があふれていました。
ステージでは、けん玉や紙芝居をはじめ、ご当地キャ

ラ、地元サークルの皆さんによるダンスやゴスペルなど多
彩なパフォーマンスで行なわれました。また、特別公演
として猿若流九世家元の猿若清三郎氏、元F1ドライバー
片山右京氏も登場し、会場を大いに湧かせていました。
そのほか、へそ展PRキャラクター「かっとびタスケ」
に、今回から新たに愉快な相棒「ぶっとびニャー」も加
わり、会場内に設置されたモニターやクイズラリーを盛り
上げてくれました。

第19回中央区産業文化展
「へそ展」が開催されました！
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土用丑の日に鰻を食べる
日本のダ・ヴィンチとも言われる江戸の大天才平賀源内が
広めたとされる（諸説あり）、「土用丑の日に鰻を食べる」と
いう習慣は現在にも残っております。
鰻料理といえば、誰しも蒲焼を思い
浮かべるでしょう。日本人に歓迎され
たこの料理法は、材料をうまく調理し
たものだといえます。
そんな鰻の蒲焼を提供し続けお
客様から圧倒的に支持を得てきた老
舗があります。その店は、昭和27年
（1952年）日本橋室町で創業し、現在銀座３丁目に本社を
構える登亭本社株式会社です。現在の基礎を築いたのは、
田中康則現社長（8代目）の伯父にあたる、田中隆光元社長
（6代目）です。6代目は登亭の創業者といえます。

天保8年（1837年）に創業
登亭といえば、「あの蒲焼の…」と認知されていますが、
前身は天保8年（1837年）に千住で創業した川魚問屋「中
市」です。創業者中野屋市太郎の名前をとって「中市」と名
付けました。江戸時代の記録によれば「千住は神田、駒込の
市場とともに江戸の三市場となり、幕府のご用市場となった」
とありますので、物資が大量に出回る市場だったといえます。

本格的鰻料理を、
広く一般大衆に届ける

戦後、養鰻業の発展にともない旧来の経営方針のままで
は、生産過剰になることは明らかでした。当時の田中隆光社
長（6代目）は、川魚問屋の仕事上で得た鰻業界の知識と、
蒲焼料理店経営の体験をもとに、新たな蒲焼の販売形態を模
索します。その時掲げた方針は「うまくて安い鰻料理を、広
く一般大衆に提供する」でした。そこで登場したのが、努力
と研究を重ねて生まれた「100円うなどん」です。
従来の鰻料理屋は、お客さんの注文を受けてから1時間ほ

ど掛けて提供する高級お座敷料理であり、庶民が食べたくて
も手の届く価格帯ではありませんでした。どうすれば本格的な

シリーズ第11回

登亭本社株式会社 中央区銀座 3 丁目 13 番 2 号 登亭銀座ビル７F
電話 03-3248-0601（代）

老舗の鰻蒲焼店 登亭本社株式会社

鰻を知り尽くした創業180年の老舗蒲焼店
鰻料理を安価で提供することができるのか？　6代目は考えま
した。まず、鰻のコストダウンを行います。永年の川魚問屋
での経験から、200ｇ前後の鰻に商品価値が集中している点
に注目し、それ以外のサイズを安価で入手することにしまし
た。そして鰻の大小を問わない蒲焼の調理法、お客さんの着
席と同時に、どんぶりとお茶を配膳するシステムやテイクアウ
トを作り上げます。その結果、うまさ、ボリューム、座わると
同時に食べられるスピード感、そして何よりも、庶民でも食べ
ることができる価格帯が評価され、昼食時の1時間でも5～6
回転をこなすほどの大繁盛店へ成長しました。

堅実な経営、そしてお客様に
とっての味を追求
6代目の後を継いで、7代目となったのが実弟の田中章介元
社長（現社長の父）です。「6代目と7代目の性格は正反対だっ
た」と現社長が振り返るくらい、7代目は、攻めの経営から、
守りの経営に舵をきります。企業は継続することが大事である
と考え、安定的な収益が見込める不動産事業に取り組みまし
た。この判断が後の厳しい経営環境において功を奏します。
現在の登亭は、残
念ながら昔ほど安価な
蒲焼を提供することが
できておりません。主
たる原因は、鰻の生産
量が大きく落ち込み、
材料が高騰してきたた
めです。その結果老舗
でも廃業するくらい蒲焼店にとって経営的に厳しい状況にも陥
りましたが、当社は不動産事業のお陰で、経営基盤も磐石で
あり、現在までも無借金経営を続けることができております。
最後に、これからの登亭にとって大切にしていることを８代

目に聞いてみました。
「安定した鰻の生産」と「お客様にとっての味の追求」であり、
そのためには社員のやりがいが大事であるとのことでした。
多くの人を笑顔にする、幸せにすることが長寿の秘訣では

ないでしょうか。

▲田中康則現社長

創業時の第１登栄ビル
（日本橋室町）▶︎
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京橋支部東印工組

日本橋支部東印工組

平成29年「新春のつどい」を開催しました

新年会が賑やかに執り行われました

東京都印刷工業組合京橋支部は、1月26日（木）新橋第一
ホテルにて「新春のつどい」を開催しました。
約130余名の来賓、支部員、関連業界の方々が賀詞を交換し、
親睦を深めました。
新井副支部長の司会、田畠副支部長の開会の言葉で始まり、
金山支部長の年頭の挨拶では、昨年の出来事を振り返るとともに、
「支部員総活躍」「情報の共有」「支部員増強」「親睦と相互扶助」

を優先課題として取り組み、活動し、
特に「へそ展」の大成功と地区会を
ジョイント開催し、大好評になった事、
新規加入が3社あった事などの報告
と親睦が深まることにより、伝統の継
承と企業や組合の後継者の育成に繋
がるため、より多くの方に声をかけ親
睦の輪をさらに広げたいと述べました。
来賓の矢田美英中央区長、森山

照明中央区工業団体連合会会長、
辻清人衆議院議員が、祝辞を述べら
れ、関連業界を代表して㈱小森コー

ポレーションの小森義治会長から挨拶を頂き、田畠一彌京橋支
部顧問の音頭で祝杯を挙げ開演し、新加入支部員の紹介と美
食酒や、福引きで、あっという間に楽しい時間は過ぎ、水野雅
生支部顧問の中締め、永井副支部長の閉会の言葉で散会しま
した。

支部　　活動報告

平成29年1月19日（木）、人形町北浜総本店にて東京都印刷
工業組合日本橋支部に於ける、新年会が執り行われました。
以前役員をされていた方と現役役員との親交を深めつつ、新

たな顔ぶれも見られ大変賑やかな会となりました。
中庭支部局長からは、これからの印刷業界のあるべき姿につ
いて挨拶がなされ、歓談の際は、それぞれで深い議論がなされ

ました。
また、本年度は青年
部を新たに発足し、斎
木青年部長の下、いっ
そうの活動をしていくこと、この場にて宣言があり、日本橋支部
はより活気づいていくこととなると考えております。

京橋支部製本組合

○これまでの動き

製本組合では長年にわたって取引改善事
業やビジョンの策定に取り組んできましたが、
このたび製本会社が抱えている問題やトラブ
ルに対応出来る製本経営・トラブル対策ハ
ンドブック「製本虎の巻」を作成しました。
★9月13日
近隣5支部研修会が八丁堀「TAMAYA」に
て開催されました。隣接支部では抱える
問題の共通点も多く参考になりました。
★9月24日
東京ドームホテルにて全製工連創立60周年記念全国大会が

開催され当支部からは25名が参加しました。分科会では変革
ストーリー実践の障害・問題点をテーマにテーブルディスカッ
ションが行われ成果をあげました。
★11月12日
工場見学会は草加の鈴木
製本を訪問しました。カレ
ンダー製本、リング製本と
当支部では全く見られな
い行程を見学させていた
だきました。
★11月28日
コートヤードマリオット銀座東武ホテルにて当支部では95パー
セントを占める商業印刷製本部会が開催され、接着剤につい
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NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会

東京グラフィックサービス工業会

『救命講習受講優良証』の交付を受けました『救命講習受講優良証』の交付を受けました

支部員掘り起こしの会を開きました

2017年1月18日（水）日本橋消防署長より『救命講習受講
優良証』の新規交付を受け “NPO法人地域の防災と町づくりを
研究する会応急手当奨励事業所” として認定されました。
急な病気や怪我などの救命事故現場に居合わせた人々が、
救急車到着までに応急手当を実施することはとても重要で、時
には命をも救う事ができます。
東京消防庁は不特定多数の人が出入りする事業所等と連携し、
以下の交付要件を満たした場合、『救命講習受講優良証』を交
付して応急手当の普及促進に取り組んでいます。

＜交付要件＞
①   事業所や商店街・地域等で救命講習の普及を推進する人
（応急手当普及員等）が養成され、救命講習の普及に活用
されていること。

② 交付対象毎に、総数（従業員数等）の30％以上が、有効期
限内にある救命講習修了者であること。

中央支部では「普段支部活動に参加しない支部員の掘り起
こしをする！」と言う中田支部長の方針の下に各役員で分担をし、
全会員に電話連絡等を取り「サロン」の開催をいたしました。

会員皆の防災に対する強い関心と思いが救命講習受講率の
高さにつながり交付されました。普段から各々の仕事の傍ら活
動しており、このように会員の努力の一部が認められたことは大
変うれしくこれからの活動の励みになります。
今後さらに防災知識を高め地域の皆様のお役に立てるよう、

安全で災害などに強い町づくりにする活動の場を広げていきた
いと思います。

普段参加されていない会員、
総会や忘年会しか参加していない会員、今回を継起にご子息
などなど多数参加し、賑やかな会となりました。

てのセミナーも行われPUR製本に関心が集まりました。
★12月14日
マイナンバー制度が実際の業務に導入されるのを機会に、マ
イナンバー対応セミナーが板橋の製本会館にて開催されまし
た。同時に特定個人情報保護規定作成のポイントを学びまし
た。
★12月16日
「銀座アスターお茶の水賓館」に置いて組合本部の理事幹事の
合同忘年会が開催され、当支部からは支部長始め出向理事3
名が出席しました。
★1月12日
「製本新春のつどい」が東京ドームホテルにて開催され、当支

部からは16名が出席しました。
★1月25日
支部新年研修会がコートヤードマリオット銀座東武ホテルにて
開催され、矢田区長、森山工団連会長にもご臨席を賜りました。

○これからの動き

★5月17日
京華スクエアにおいて支部総会が開催され、佐立支部長の4
年目がスタートします。
★6月17〜18日
支部研修旅行を工場見学を兼ねて京都にて行う予定です。

日本橋産業協会

世代を受け継ぎ、会を盛り上げていきます
おかげさまで日本橋産業協会は設立から70年以上になります。
会員の老齢化はまちがいありませんが、このご時世80歳といっ

ても皆様大変元気で張り切っています。
もちろん若い30代40代の会員おります。
親子2代3代にわたっての会員も将来の会のあり方や運営など

よく話しあいます。また、先輩たちの航跡を語り合って、昔をし
のんだり羨ましく思ったりしています。
これからさきも若い人にバトンタッチして、会を大いに盛り上

げていきたいとかんがえています。
2月18日に人形町・
魚久にて開催された賀
詞交歓会では、落語
や小唄などを楽しみな
がら会員同士の親睦
を深め、和やかな時
間を過ごしました。
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ハイテクセンター

平成29年度：第1〜10回ランチセミナー開催予定

※開催日は原則水曜日ですが、平成29年度の第1回目（開講式）は会場の関係で金曜日となります。　※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

　ハイテクセンター・ランチセミナーは、3月15日に第10回目のセミナーが開催され、平成28年度は好評のうちに終
了いたしました。平成29年度は、5月26日から来年の3月14日まで全10回のセミナーを予定しています。
　毎回、多種多様なテーマと豊富な講師の方々をお呼びし、ランチとお話を楽しむ会が催されています。多くの会員の方々
のご参加をお待ちしております。

回数 開　催　日 講　　師 テーマ／タイトル
第①回 平成29年5月26日（金） 西村　正雄先生（早稲田大学教授） 世界遺産の光と影〜映像を見ながら深く学ぶ世界遺産〜

第②回 6月14日（水） 笹原　宏之先生（早稲田大学教授） 漢字にとって誤字とは何か

第③回 7月26日（水） 萩原　さちこ先生（城郭ライター・編集者） 城鑑賞のコツ

第④回 9月13日（水） 中野ジェームズ修一先生（フィジカルトレーナー、米国スポーツ医学会認定運動生理学士） 世界一わかる柔軟性アップの仕組み

第⑤回 10月25日（水） 砂井　紫里先生（早稲田大学高等研究所・助教授） 暮らしから学ぶイスラームと日本

第⑥回 11月15日（水） 瀧口　雅仁先生（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師）
江戸っ子の好んだ季節の食べ物
〜歌舞伎や芸能に登場する江戸庶民の味〜

第⑦回 12月 6日（水） 山川　秀之先生（SOAソリューションズ代表国際きき酒師） 日本の國酒「日本酒」の楽しみ方

第⑧回 平成30年1月24日（水） 三遊亭　兼好先生（落語家） 笑門来福〜落語に学ぶコミュニケーション術〜

第⑨回 2月21日（水） 島崎　敢先生（国立研究開発法人防災科学技術研究所 特別研究員） 心配とのつきあいかた〜正確な予測力・強靭な回復力〜

第⑩回 3月14日（水） Robert	L.	Plautz先生（翻訳家・エクステンションセンター講師） やさしい英会話〜外国人と会話を楽しむ方法〜

アメリカ政治と大統領選挙：2016年大統領選挙の特殊性

徳川家康	vs	真田幸村	―	七十三歳	vs	四十八歳

第5回

第6回

講師
吉野　孝 氏
（早稲田大学政治経済学術院教授）

講師
菅野　俊輔 氏
（江戸文化研究家）

2016年10月26日（水）12：00〜

2016年11月16日（水）12：00〜

2016 年の大統領選挙は、従来と
は違う様相を呈している。一方の共

和党では、す
ぐに脱落する
と目されてい
たトランプ氏
が大方の予想
に反して候補
者指名を受け

養生を心掛け、長生きして「天下
泰平」の実現に努めてきた徳川家康

は、大坂冬の
陣の際には将
軍職を譲った
隠居（大御所）
で 73 歳、 九
度山で籠居し
ていた真田幸

た。他方の民主党では、クリントン
氏が早々に指名を獲得するとの予
想に反し、サンダース氏が終盤まで
戦い続けた。さらに、候補者指名後
のテレビ討論では、非難中傷合戦が
展開された。
大統領選挙が混迷しているのは、
①選挙民の要求がますます多様化
しており、合意形成は容易でない、
②予備選挙と党員集会で選出され
た場合、異端の候補者であっても排
斥できない、③選挙民の間では「エ
リート中心のワシントン政治」への

村は48歳でした。
幸村は真田丸を築き、徳川軍を
迎え討ちます。関ヶ原の戦いを経験
した武士は40歳前後、籠城策しか
なかったのです。これに対し、家康
は 20代で初陣の若者らに攻めさせ
ます。幸村は巧みな指揮と戦術によ
り数で勝る徳川軍を破りますが、冬
の陣は講和となり、大坂城の外堀と
内堀は埋め立てられ、真田丸も破壊
されてしまいます。
幸村の無地の赤旗（平家と同じ）

に対し、夏の陣の家康は源氏の白旗

不満が蓄積し、それをトランプ氏・
サンダース氏が汲み上げた、からで
ある。
11月 8日の投票で、トランプ候
補・クリントン候補いずれが勝利し
ても不思議ではない。

を立て、本気度を示します。幸村は2
度ほど家康の旗本を崩しますが、結
局は多勢に無勢で敗れました。幸村
に恐怖をおぼえた家康は、天下泰平
のためと念じ、豊臣家の滅亡を決意
します。

ランチセミナー
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江戸の町の危機管理	〜長屋の防犯・防災対策

漢方と顔のツボ健康法

聖地でたどるブッダの生涯と思想

第7回

第8回

第9回

講師
瀧口　雅仁氏
（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師）

講師
織田　啓成 氏
（薬剤師・鍼灸師）

講師
吉村　誠 氏
（駒澤大学教授）

2016年12月7日（水）12：00〜

2017年1月25日（水）12：00〜

2017年2月22日（水）12：00〜

江戸の防犯対策は、幕政レベル
では町奉行以下、与力、同心、御

用 聞 き など
が、町人主体
の防犯は、四
ツ辻に作られ
た「自身番屋」
と、長屋の入
口に設けた木

漢方医学は「経絡」の存在は不
可欠。漢方医学は「気」の医学とさ

れ、気が「経
絡」に従い全
身を巡る事で
健康維持や病
気改善を促す
と主張。体調
不良、局所疾

ブッダは、紀元前５世紀に釈迦族
の王子として生まれた（出生）が、身

分と妻子を捨
てて出家した。
修行を経て悟
りを開き（成
道）、人々に苦
悩からの解放
を解きながら

戸の「木戸番」が担っていた。自身
番屋は、町人により運営され、警備
や住民の身元保証などを行い、木戸
番は、朝晩木戸を開閉して長屋を守
るだけでなく、夜警も行った。
火災対策は、大名による「大名火
消」、旗本による「定火消」に対し、町
人主体の「町火消」は「いろは四十八
組」として組織され、備品は町内会
費で購入していた。明暦の大火以降
は、交通の要所に「火避地」や「広
小路」が確保されるようになる。
このように、江戸の町はそこに暮

患というと、西洋医療では対症療法
的に薬の服用や外科的切除に終始
するが、漢方医学の見地ではかえっ
て原因を悪化させてしまうと懸念す
る。「経絡」は全身を網羅する事か
ら、漢方医学では全体と部分の関
係を重んじ、全体との関連性で診る。
顔手足耳などにも全身とつながる反
射点（ツボ）があり、反射点への刺
激で経絡反射から全身の血流が促
され、全身に回復力が及び、体調不
良や局所疾患の原因ともども全体か
ら癒すことができる。現在の体質は

真理の教えを広め（説法）、亡くなっ
た（入滅）。出生・成道・説法・入
滅は四大仏事と呼ばれ、現在はそれ
らの場所が聖地として巡礼の対象と
なっている。
ブッダの教えは仏典にまとめられ
た。その中からいくつか紹介する。縁
起「ものごとは原因や条件によって
起こり、苦しみ・悩みには原因があ
る」、無常「ものごとは原因から生じ
ているから、原因が異なればものご
とは変わる。永遠であってほしいと
とらわれると苦しみが生まれる」、業

らす町人自身の手によって支えられ、
さらに町人の「相互扶助」に支えら
れていた。そんな江戸のくらしを再
評価したい。

過去の体質の上に成り立つ。時間を
かけ、からだ全体を元気にすること
で、根本原因といえる過去の体質を
も改善され、本当の意味の治癒を得
る事ができる。

（ごう）「善悪の行為は報いをもたら
す。『自業自得』という言葉は、自分
の行為を背負っていくという意味な
ので、本来は良い意味でも悪い意味
でも使われる」



中央区区民部商工観光課
中小企業支援　平成２９年度新規・充実事業

新規事業　ビジネス交流フェア（仮称）

 【目的】
区内中小企業の業種を超えた交流及び商取引の拡大を目的に、ビジネス交流フェア（仮称）を実施します。

【内容（予定）】
グループミーティング（異業種交流会）及び展示商談会

【会場】
日本橋プラザ会議室及びホール

【日時（予定）】
平成 29 年 9 月～ 11 月の平日延 1 日　13 時から 17 時半まで

【参加対象】
・工団連加盟の団体、事業者（団体でも個別企業でも参加できます。）
・区商連加盟の店舗、事業者（　　　　　　　 〃 　　　　　　　　）
・勤労者サービス公社加盟の事業者
・中央区内の中小企業

【募集件数（予定）】
50 社（団体）1 社 2 名まで参加可（最大 100 名）

【参加費】
無料

※詳細については決定次第区ホームページ及び大江戸商工業サイトなどでお知らせします。

 充実事業　出張経営相談

【概要】
来庁が難しい事業主のために、希望の場所に専門家（中小企業診断士）を派遣して経営に関する相談を無料で
お受けします。

【相談回数】
年度内 3 回（創業相談の場合は 5 回）

 充実事業　展示会出展費用補助

 【概要】
区内中小企業が展示会や見本市に出展する際、その経費の一部を補助する

「販路拡大支援事業補助金」について、対象を拡大します。
旧）中小企業・個人事業主　→　新）・中小企業・個人事業主
 ・中小企業等で組織される商工関係団体

【補助率・限度額】
出展経費の 1/2 　限度額 15 万円

【利用限度回数】
年度内 1 回限り、3 回まで利用可能

■お問い合わせ
ビジネス交流フェア・展示会出展費用補助 … 中央区区民部商工観光課 中小企業振興係　電話：03‐3546‐5487
出張経営相談 … 中央区区民部商工観光課 相談融資係 電話：03‐3546‐5333


