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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：107

“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：42

“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　古畑武郎　☎ 03-5542-2121　会員数：30

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：22

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：27

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

　中央区工業団体連合会の平成30年度の定期

総会は、6月6日（水）午後5時より、銀座ブロッ

サム7階・マーガレットにおいて開催されました。

　橋本副会長の司会で開会、森山会長の挨拶

のあと会長を議長に選出、平成29年度の事業

経過報告（境副会長）と収支決算報告（小宮山

会計）、同会計監査報告（山本監事）が承認され

ました。さらに、新たな役員の異動が承認され、

平成30年度の事業計画（案）（境副会長）と予算

（案）（十文字会計）も満場一致で承認されました。

　また、矢田中央区長をはじめご来賓の皆さま

よりたくさんのご祝辞をいただき、総会は滞りな

く終了しました。

　その後、和やかな雰囲気のなか懇親会が開か

れ、貴重な時間を持てたことをご報告申し上げ

ます。

平成30年度定期総会が
滞りなく終了しました
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工 団 連 の 動 き平成30年4月〜平成30年8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

●定期総会
　　平成 30年 6月 6日（水）　銀座ブロッサム　マーガレット
　　　議題　平成 29年度事業経過報告・収支決算報告について

会計監査報告について
役員改選について
平成 30年度事業計画（案）・収支予算（案）について

●常任理事会
　　第１回　平成 30年 5月 15日（火）
　　　議題　平成 30年度定期総会について　他

●企画委員会
　　第１回　平成 30年 8月 29日（水）
　　　議題　平成 31年度事業計画及び予算について　他

●広報委員会
　　第１回　平成 30年 7月 12日（木）
　　　議題　第 43号について

●地域産業活性化検討小委員会
　　第１回　平成 30年 4月 23日（月）
　　　議題　第 20回中央区産業文化展について

●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）工業団体連合会、商店街連合会、中央区、東京商工会議所中央支部

　　第１回　平成 30年 5月 24日（木）
職場におけるハラスメント対策　～業績が上がるハラスメント撲滅とは～

　　　　　　　　講師　弁護士　川　義郎氏
　　第２回　平成 30年 6月 27日（水）

金融機関はここをみている !　決算書の「読み解き方・活用法」セミナー
　　　　　　　　講師　株式会社ＢＡＭＣ　associates　代表取締役社長　辻　賢之輔氏
　　第３回　平成 30年 7月 30日（月）

インターネットの活用でコストを抑えて「新卒・中途採用」を成功させる !
　　　　　　　　講師　株式会社フラットコード　代表取締役　阿部　義広氏
　　第４回　平成 30年 8月 22日（水）

決算書から学ぶ自社の強みと弱み　～ディズニーの決算書から読み解くうまくいく経営手法～
　　　　　　　　講師　公認会計士秦美佐子事務所所長　秦　美佐子氏
　　第５回　平成 30年 9月 18日（火）

販路拡大と生産性向上を実現する　中小企業のための最新ＩＴ活用術
　　　　　　　　講師　中小企業診断士　竹内　幸次氏
●事　業
　事業主・従業員宿泊研修

実施日／平成 30年 6月22日（金）～23日（土）
場　所／母畑温泉　「八幡屋」
参加者数／ 26名
施設見学／株式会社ミツトヨ　宇都宮事業所　　他
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歴史と伝統を持った粋な下町人形町に、一際存在感を示
す数寄屋造りの日本料理屋「人形町今半本店」があります。
今半といえば、すき焼、しゃぶしゃぶの専門店。誰しも一度
は贅沢な時間を過ごしたいと思ったことではないでしょうか。
何を隠そう筆者もその一人です。お客様が「人形町今半」に
足繁く通う秘密を現社長髙岡慎一郎氏に聞いてみました。

大成功と苦難の歴史
今半の創業は明治28年（1895

年）。髙岡常太郎が本所で牛鍋屋
をはじめ大繁盛店となりました。
大正に入り、牛鍋からすき焼へと
高級志向に転換することでも大成
功します。竜宮殿を模した建物は

「今半御殿」と呼ばれ、すき焼
の鍋は黄金の鍋を使っていまし
た。しかし、関東大震災（大正
12年）で焼失します。震災後の昭和３年に浅草に本店を再建
するも（現在の浅草今半）、東京大空襲でまた全てを無くして
しまいました。2度に渡る大きな危機を乗り越え、昭和27年に

「今半人形町支店」として現在の人形町に店を構えます。そ
の後、先代が各々発展しなさいという事で、昭和31年、2つ
の店を別々に分け浅草今半、人形町今半とし、浅草今半は
長男が後を継ぎ、人形町今半は次男（髙岡陞氏：現社長の
父）が後を継ぎました。髙岡社長で創業以来5代目、今年で
123年を迎えます。

危機で知った経営の真髄
髙岡社長が就任（平成13年：2001年）した３ヶ月後に、

牛海綿状脳症（BSE）問題が発生しました。あっと言う間に売
上は半分に落ち込み、このままの状態では存続の危機を迎え
ると思い銀行や弁護士にも相談に行きました。またこの状況
を打開しようと、価格を下げたり、かに鍋をやってみたりしま
したがお客様の反応は一時的でした。しかし、世間はBSE問
題で騒いでいる最中でも（今までの）半分のお客様は変わら
ず、来店してくれている存在に気づきます。髙岡社長は「当
社はこのお客様のために、逃げず、牛肉の品質を追い求め、
牛肉なら今半だよ」と言ってもられる店づくりが大事であるこ
とを再認識します。

シリーズ第14回

株式会社人形町今半 東京都中央区日本橋蛎殻町 1 丁目 4 番 5 号
電話 03-3666-2350（代）

老舗の日本料理専門店 人形町今半

成長を続ける創業123年の老舗日本料理専門店
また、この危機に応じて社員の給与カットを１年半も実施

したにも関わらず、誰一人辞めなかったそうです。このことか
らも「会社は自分のものじゃない、社員のものだ。社員に喜
んでもらうのが社長の仕事。まずは財務体質をしっかりし、そ
のお金で社員に貢献することが重要課題だ」と気づかれまし
た。経営の真髄を再認識した当社は、和牛ブームやインバウ
ンドの影響もあり、社長就任時の売上58億に対し、現在では
168億（2.9倍）、社員（パート含む）約1400名と着実に成
長を遂げています。

長寿企業のヒントを紐解けば、当社の創業であった牛鍋屋
は明治時代（初期）550店舗あったそうです。（東京の人口
が100万人の時）しかし、現在も続いているお店は10店舗あ
るかどうかです。

牛鍋はビール１本よりも安い大衆価格でした。現在生き残っ
ている店舗は全て高級店になっています。当社も牛鍋からす
き焼きに転換した狙いは時代の流れに合わせて上質な物を
提供することでした。「良い店とは良い品物を提供する店であ
る」と髙岡社長は言われます。良い品物への「こだわり」に
対し、「努力と工夫」が必要なことは言うまでもありません。

外食業界を憧れの職業に
最後に今後のビジョンを聞いてみま

した。髙岡社長は「外食業界を憧れの
職業にしたい」と言われます。昔のよう
に仕事だけ頑張っていれば良いのでは
なく、仕事とプライベートが重要です。
特にプライベートの充実が大事と考え
ています。そのために実行している（業
界的にも拘束時間が長く、連続での休
みは取りにくい）職場環境の改革です。海外のお客様も多い
ので英語教育にも力を入れています。また、社会的な意義を
持つことが大事だと考え、持続可能な開発目標（Sustainable 
Development Goals）を参考にし、日本の相対的貧困問題に
注目されています。貧困層の多くは母子家庭でありパート勤
務の方です。「パート社員は外食産業に多い。これからになる
が当社が一助になりたい」と熱く語っていただきました。これ
からも当社に関わる人々の笑顔が増えること間違いなしです。

▲髙岡慎一郎社長
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設とサービスであるとプロが認めた）「八幡屋」
です。明治13年に湯治旅館としてスタートし、
長い歴史の中でお客さまの「おもてなし」を第
一に考えた姿勢を貫いてきました。その姿勢が
結実した結果として、長く日本一の座を守っ
てきた和倉温泉の加賀屋からその座を奪った
ニュースは、大きな話題となりま
した。福島には有名な温泉地がた
くさんありますが、どちらかとい
うと小さな温泉街にすぎない母畑
温泉から日本一の座を射止めた八
幡屋は、その賞にふ
さわしいお宿でした。

2日目は、「八幡屋
のおもてなし」と題
して、総支配人の酒
井初雄氏より講演をいただき、参加者からはさ
まざまな質問が投げかけられていました。

宿の皆さんに手厚く見送られる中、小名浜へ。
海鮮の昼食と買い物を楽しんだ後、いわき市石
炭・化石館「ほるる」を見学。
「ほるる」はいわき市が産炭地として繁栄し

た当時の資料と、世界的にも貴重な動植物の化
石資料を展示したユニークな資料館です。戦前
から戦後の日本のエネルギー源の産地となった
常磐炭田の歴史を伝える石炭資料館、市内の北
部地区から発掘され大きな話題となったフタバ

スズキリュウや巨
大アンモナイトな
ど、学術的にも貴
重な財産である化
石展示館など、学
術と観光資源の両

面をもつ展示館で、参加者はそのスケールの大
きさと貴重な資料にふれ、引き込まれる時間を
過ごしました。

帰路はいわき勿来I.C.より常磐道と首都高を
利用し、中央区役所前に到着。

参加者は充実した2日間の思い出と、大きな
お土産を抱えての解散となりました。

（株式会社東美　高橋 記）

平成30年度の中央区工業主・従業員宿泊研
修は、6月22日（金）と23日（土）の2日間、
精密測定機器の総合メーカー株式会社ミツトヨ
宇都宮事業所の工場等の見学と、明治13年創
業の老舗温泉旅館の総支配人を講師に迎えての
講演会を行いました。

参加人数は26名、心地よい大型バスでの移
動でゆったりとした宿泊研修となりました。

午前8時00分に区役所前を出発、東北道・北
関東道を抜け株式会社ミツトヨ宇都宮事業所を
訪問しました。

ミツトヨは1934年にマイクロメータ国産化
を目指し東京・武蔵新田に研究所を設立され、
以降1940年にマイクロメータ量産のために溝
の口に工場を設立、「精密測定で社会に貢献する」
という経営理念のもと、今ではマイクロメータ、
ノギスなどの測定工具をはじめ、座標計測機器、
形状測定機器、画像および光学測定機器などの
システム機器商品を世界に提供しています。ま
た最近はナノテクノロジーに限らず、IoTや自
動化促進にも連結して生産性の向上のソリュー
ションを提案しています。

宇都宮事業所の研修では、ミツトヨの主商品
であるノギスをはじめとする計測機器製作の工
程と、商品に対する真摯な取り組みに触れるこ
とができました。ノギスだけをとってもその種
類はさまざまな目的に対応し、豊富な商品群に
新しい知識と大きな刺激をうけました。

その後、日光ゆば製造工場に立ち寄り、母畑
温泉に到着。

宿は、2017年に「プロが選ぶ日本のホテル・
旅館100選」の総合日本一に輝いた（最高の施

2018年宿泊研修
ミツトヨ・宇都宮事業所見学と

母畑温泉
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中央区産業文化展「へそ展」が、11月4日（日）から6日
（火）の3日間にわたり開催されます。この「へそ展」は1年
おきに開催され、今年は記念すべき第20回目となります。
毎回さまざまなテーマが設けられ、それに沿って産業団体
や事業所が、日頃の取り組みをご紹介いたします。

特別公演として11月6日（火）には、スポーツキャスター
として活躍中の北京オリンピック競泳メダリストの宮下純一
氏にオリンピック出場を果たすことができたエピソードなどを
語っていただきます。また、11月5日（月）には、明治学院
大学の神田教授と区内老舗企業数社の方々で「老舗企業に
学ぶ」をテーマにパネルディスカッションを開催します。

期間中、パフォーマンス紙芝居や地元サークルによる発表といったステージプログラムなど、イベントが盛りだくさ
ん。また、ワークショップスペースでは障がい者スポーツ体験教室をはじめ、様々なワークショップを毎日開催します。
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をテーマに第20回へそ展が開催されます！

第20回へそ展直前情報／へそ展20回のあゆみ

みなさま
お誘い合わせのうえ
ご来場ください！

【テーマ】
地域社会とともに歩む地場産業
【会　場】
東京・晴海国際貿易センター南館1階

【テーマ】
まんなかのまんなか。
【会　場】
日本橋プラザ（3階展示場・1階広場）

【テーマ】
わが街、いま・あした
【会　場】
紅葉川中学校跡地

【テーマ】
まんなかのまんなか。
【会　場】
日本橋プラザ（3階展示場・1階広場）

【テーマ】
わが街、いま・あした
【会　場】
日本橋三越本店7階催物会場

【テーマ】
産業と文化の中央へ。さァ、いらっしゃい。
【会　場】
日本橋プラザ（3階展示場・1階広場）

【テーマ】
わが街、いま・あした
【会　場】
日本橋髙島屋8階催場

【テーマ】
のぞいて見よう。時代のまんなか。
【会　場】
日本橋プラザ（3階展示場・1階広場）

【テーマ】
わが街、いま・あした
【会　場】
中央区立月島社会教育会館

【テーマ】
見えた！ 時代の「へそ」。
【会　場】
日本橋プラザ（3階展示場・1階広場）

第1回 1980年開催

第6回 1990年開催

第2回 1982年開催

第7回 1992年開催

第3回 1984年開催

第8回 1994年開催

第4回 1986年開催

第9回 1996年開催

第5回 1988年開催

第10回 1998年開催

ポスターで振り返るへそ展20回のあゆみ
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※写真は第 19 回へそ展会場の様子です。　※掲載情報は 9/4 現在のものです。今後イベント内容等に変更がある場合がございます。

第20回中央区産業文化展（へそ展）
2018年11月4日（日）・5日（月）・6日（火）
午前10時〜午後6時（初日のみ午後5時まで）

場所：晴海トリトンスクエア グランドロビー
◦主催：中央区・中央区産業文化展実行委員会
◦へそ展に関するお問合せ先：中央区商工観光課／電話：03-3546-5329

入
無
場
料

中央区まるごとミュージアム2018
無料のバスや船を利用し
て、各地で開催される
文化イベントに参加しま
しょう。中央区の魅力を
丸一日体感できます。

11月4日（日）同時開催予定
中央区まるごとミュージアム2018
主催：中央区、中央区文化・国際交流振興協会

◆中央区まるごとミュージアムに関するお問合せ先
中央区 文化・生涯学習課 文化振興係
電話：03-3546-5346
http://www.marugoto-chuo.jp/

●会場までのアクセス
■都営地下鉄大江戸線
　「勝どき」駅下車 Ａ2a・b出口
　（月島駅側）より徒歩 4分
■東京メトロ有楽町線・都営地下鉄

大江戸線「月島」駅下車 10番出口
より徒歩 9分

■都バス
　※バス停は主要箇所のみを表記し

ています。
　（都 03）数寄屋橋～銀座四丁目～晴海トリトンスクエア前下車
　（都 05）東京駅丸の内南口～晴海トリトンスクエア前下車
■江戸バス南循環・晴海三丁目下車徒歩1分
■首都高速道路・銀座 IC下車、晴海勝どき方面に直進して約10分
■駐車場（トリトンパーキング）　営業時間／ 7：00～23：30（最終入場22：30）

一般料金／ 1時間 400円（以降 30分毎200円）

ホテルフクラシア晴海
黎明橋／トリトンブリッジ

▲第20回へそ展ポスター
（9/4現在のものです）

【テーマ】
中央区の産業・文化、Cブランド。
【会　場】
日本橋プラザ（3階展示場・1階広場）

【テーマ】
中央区MONO物語。＝モノづくり＝
【会　場】
晴海アイランドトリトンスクエア
グランドロビー

【テーマ】
なるほど！ 元気の発信源
【会　場】
日本橋プラザ（3階展示場・1階広場）

【テーマ】
伝統をあしたに架ける中央区。
【会　場】
晴海アイランドトリトンスクエア
グランドロビー

【テーマ】
情報はじける中心地
【会　場】
晴海アイランドトリトンスクエア
グランドロビー

【テーマ】
つどい・ふれあい・生み出す。
まんなか中央区。
【会　場】
晴海アイランドトリトンスクエア
グランドロビー

【テーマ】
中央区の宝を見に来てね！
【会　場】
晴海アイランドトリトンスクエア
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。
【会　場】
晴海アイランドトリトンスクエア
グランドロビー

【テーマ】
“粋”を受け継ぐ中央区
【会　場】
晴海アイランドトリトンスクエア
グランドロビー

第11回 2000年開催

第16回 2010年開催

第12回 2002年開催

第17回 2012年開催

第13回 2004年開催

第18回 2014年開催

第14回 2006年開催

第19回 2016年開催

第15回 2008年開催

第20回 2018年開催
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京橋支部東印工組

日本橋支部東印工組

拡大幹事会を開催しました

支部総会、前支部長懇親会、納涼会、ゴルフデビュー会

平成30年7月13日（金）、京橋モルチェにて27名で拡
大幹事会が開催されました。

まずは、金山智一支部長より今年度は、へそ展の開催・
組合員台帳の調査年度であり京橋支部は100% 回答を目
指している事・東京
都印刷産業政治連
盟の加入について
のお話があり、森山
照明特命担当より乾
杯の挨拶がなされ、
歓談へと進みました。

歓 談 の 際 は、 飲
み放題で瓶ビール・
生ビール・ワインは
赤と白・ウイスキー
もあり、特に生ビー
ルサーバーは好き
な量を冷たいまま飲めるのは嬉しい限りでした。料理も美
味しく、中でも創業当時から変わらない看板メニューにし
て一番人気である「ハンバーグステーキシュバール風」
はハンバーグの真ん中にくぼみがあり、ぷるぷる揺れる

半熟たまごがのっていて黄身にお肉をからめて食べると最
高です。

ちなみにメニュー名の「シュバール風」とは、「馬にのっ
た天使」という意味だそうですが、なぜこのメニュー名になっ
たかはわからないそうです……とにかく美味しいことは間
違いありませんでした。

またジャンケン大会も5名に景品が用意され大変盛り上
がりました。

白橋明夫活性化担当より中締め挨拶をいただき会は終
了となりました。

こうして各地区の方々と親睦を深め支部の活性化が進
めばと思う拡大幹事会でした。

支部　　活動報告

東京都印刷工業組合日本橋支部は、5月の支部総会を
経て、中庭前支部長から古畑現支部長へバトンタッチと
相成りました。

古畑支部長体勢では、「支部内の懇親を大切にし、結
束をより強固なものにする。」とのマニフェストが語られ、
支部員一同それに賛同する形です。

中庭前支部長懇親会では、エクシブ湯河原離宮にて実
施。素晴しいお食事と素敵な温泉に感銘を受けました。

肉を食べて鋭気を養うことを目的とし、8月納涼会を六
本木のBLTで実施。各会社の社員の方も多く参加しており、
情報交換の場としても上手く機能しておりました。

そして、役員の方達が見守るなか、青年部がゴルフデ
ビューを果たすことができました。感謝しかありません。

青年部の平均スコアは180超えでした。

記　青年部 株式会社コタム 田村巧次

▲納涼会▲支部総会 ▲ゴルフデビュー会
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京橋支部製本組合

○これまでの動き

★5月16日　京華スクエア「ハイテクセンター」において通
常総代会が開催され、役員改選が行われました。佐立支
部長が再選され、三期目がスタートしました。森山工団連
会長にもご臨席を賜りご祝辞を頂きました。総会終了後は
会場を八丁堀「TAMAYA」に移し懇親会が行われました。
★6月12日　お祭りのため延期されていました健康診断が

行われ、82名が受診しました。
★6月23〜24日　支部旅行が神戸三宮で行われました。初

日は大阪で途中下車し旭紙工（株）の松原市にある工場
を見学しました。その後は有志が六甲山へ登り、本降りの
雨の中を摩耶山から青谷コースを下り、ハイキングを楽し

み、渓谷沿いの自然に癒されま
した。夜は三宮で集合して懇親
会を行い親睦を深めました。
★7月20日　役員親和会の暑気払

いが銀座花蝶で開催され、新旧
の役員が一同に顔を合わせて
意見を交換しました。
★9月1日　全製工連全国大会愛知大会がＡＮＡクラウン

プラザホテル名古屋で行われました。当支部からは15名
が参加しました。キャッチフレーズは「朝の来ない夜はな
い」でした。
★9月14日　「5支部研修会」地域的な問題を抱える近隣の

支部との恒例の研修会です。交流を通して解決できる点も
多く有意義な会となりました。

○これからの動き

★11月　恒例の工場見学会は、印刷製本業界に限らず、他
業種の工場も視野に検討中。

7月30日、中央支部の例会と納涼会が開催されました。
当支部は中央区工業団体連合会の産業文化展などに参

加の為、支部での企画など色々と仕事が多々です！
ベテランから若手に新会員

などの参加があり、自己紹介
や改めて名刺交換など納涼会
開催前の1時間を今後の予定
などを確認しながら幹事会を
開催しました。その後、中田

支部長の乾杯の音頭で活気ある例
会納涼会でした。

また、IGAS2018に中央支部から
株式会社研美社が出展しました。

今回は猛暑の中、6日間の長丁
場での開催でしたが、日本全国、さ
らには外国人来場者にもカード印刷
の最新情報を届けることが出来ました。もちろん具体的な
商談も発生し、非常に良い成果を得る事が出来ました。

東京グラフィックサービス工業会

幹事会と納涼会を開催。IGAS2018にも出展しました！

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

中央区総合防災訓練が開催されました
首都直下地震の発生に備え、平成30年9月2日（日）

に中央区総合防災訓練が浜町公園をメイン会場として実
施されました。

本年度は、東京都・中央区・港区合同総合防災訓練と
して、「『自助・共助』と『連携』」という統一テーマのもとに、
東京消防庁 ･ 警視庁 ･自衛隊 ･ 医師会 ･ 水道局 ･ 東京ガス
･ 東京電力 ･ ＮＴＴ東日本などが参加、また小池ゆり子東
京都知事も参加されるなど大規模に実施されました。

ＮＰＯ法人「地域の防災を研究する会」では、今回も
家具類の転倒防止説明や非常食・消化器の販売を行いま
した。

あいにくの雨でしたが、非常食も消化器も完売し、防
災に対しての意識が高まってきているように感じます。

▲納涼会

▲ IGAS2018

▲役員親和会暑気払い

▲通常総代会の模様 ▲旭紙工（株）工場見学 ▲六甲山ハイキング
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ハイテクセンター

　ハイテクセンター・ランチセミナーは、3月14日に第10回目のセミナーが開催され、
平成29年度は好評のうちに終了いたしました。5月16日には森山会長により平成30
年度の開講式が行われたのちに、第1回セミナーを開催いたしました。
　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。

やさしい英会話　〜外国人と会話を楽しむ方法〜

谷崎潤一郎のふるさと、人形町　〜谷崎芸術を開花させたもの〜

第10回

第1回

講師
Robert	L.	Plautz 氏
（翻訳家・エクステンションセンター講師）

講師
太田　鈴子 氏
（昭和女子大学特任教授）

2018年3月14日（水）12：00〜

2018年5月16日（水）12：00〜

　今回は翻訳家としても活躍中の
Robert L. Plautz氏を講師に迎え、
英会話のレッスンを行った。まず、
講師が受講生の海外渡航経験を
たずね、自由な発言がいくつか出

て、緊張した雰
囲気からリラッ
クスしたムード
になったところ
で、レッスンが
開始された。
　『 会 社 に 外

　 谷 崎 潤 一
郎は明治19
年蠣殻町（現
在、人形町）
で生まれ、幼
少 期 を 過ご
しました。新

時代に応じて商売を広げた祖父
に対し、両親の商売はうまくいか
なかったようです。しかし谷崎は晩
年、幼少時代が自分の見方、趣向
に大きく関わっていることを語って

国人来客があった場
合を想 定し、やさし
い表現でコミュニケー
ションを取るために必
要な表現』がテーマで
あった。短いフレーズ
が多かったが、講師
からは「このテキスト
のように短く、簡単に
も言えるが、長ければ
より丁寧な表現になる。」というア
ドバイスがあった。また、同じ表
現でも、イントネーションが異なる
と違うニュアンスを伝えることがで
きるという例も紹介された。例えば

「Excuse me. 」は、普通に発音す

います。叔父たちが歌舞伎座や下
町の芝居に、乳母が水天宮や伝
馬町に遊びに連れていってくれた
ことなど、周囲の大人から経済的・
精神的な支えを受けたことを語っ
ています。谷崎は中学入学時から
家を離れ、叔父や笹沼などの友人
に支えられて道を切
り開きましたが、幼
少からの縁に救わ
れています。人形町
で体験した大人た
ちの温かさ、大きさ
の中で、母を頂点と
する女性たちの優し
さ、穏やかさといっ

れば「失礼します」という軽い断り
であるが、語尾（meの部分）を上
げると、「失礼でしょ」と相手の非礼
を咎める意味になるという。講師
自身の思い出も語られ、和やかな
雰囲気でセミナーを終了した。

たものが、彼の小説の元になって
いると考えられます。それを念頭
に谷崎文学を読み直すと、美しい
女性に跪いて崇めることを遊びと
して好む横柄さの陰に、女性の優
しさを宝とし、その美しさを描き出
す谷崎が見えてくると思います。

ランチセミナー
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平成30年度：第4〜10回ランチセミナー開催予定

※開催日は原則水曜日です。　※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

回数 開　催　日 講　　師 テーマ／タイトル

第④回 平成30年9月19日（水） 近藤　駿介先生（金融経済・資産運用評論家、元プロ・ファンドマネージャー） 金融市場から読み取る世界経済

第⑤回 10月24日（水） 今尾　恵介先生（地図研究家、一般財団法人日本地図センター客員研究員） 地図でたどる日本の地名・東京の地名

第⑥回 11月21日（水） 吉村　誠先生（駒澤大学教授） 玄奘三蔵のシルクロード〜東アジアへの仏教伝来

第⑦回 12月12日（水） 瀧口　雅仁先生（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師） 江戸の年末年始〜縁起尽くし〜

第⑧回 平成31年1月23日（水） 須磨　章先生（元NHK世界遺産プロデューサー） 外国人のニッポン発見

第⑨回 2月20日（水） 笹原　宏之先生（早稲田大学教授） 面を広げる中国、層を重ねる日本　－漢字の違い－

第⑩回 3月20日（水） 三遊亭　兼好先生（落語家） 健康第一・兼好一番〜笑いで脳を元気に〜

本当に健康的な食事とは？

歴史から学ぶ人間力

第2回

第3回

講師
中野ジェームズ修一 氏
（PTI認定プロフェッショナル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）

講師
落合　弘樹 氏
（明治大学教授）

2018年6月13日（水）12：00〜

2018年7月25日（水）12：00〜

　健康的な食事として「1日14品
目」を食べる方法があります。穀
物、きのこ、いも、豆製品、魚介、肉、
乳製品、卵、海草、果物、淡色・緑黄
色野菜、油、嗜好
品の14品目を
1日3回の食事
でとることを目
標とします。
　流行の極端
な糖質制限ダ

　15代将軍徳川慶喜は1867年
10月、大政奉還を上表した。慶喜
は国家首班に就く意向だったよう
であるが、大久保利通や岩倉具視
らは慶喜を排除した新体制を画

策した。旧幕府
軍と新政府軍
の戦争（鳥羽
伏 見 の 戦 い）
では、新政府
軍が海外の技
術を取り入れ、

イエットは、体の水分
量も減るので確かに
体重は減りますが、長
期間糖分が欠乏する
とアミノ酸生成のため
に筋肉が分解されて
しまいます。また年を
重ねるごとに骨格筋
たんぱく質を合成する
能力が劣るので、肉や
魚などのたんぱく質を含む食品を
多く食べましょう。野菜ジュースを
飲むこともあるでしょう。製造段階
で栄養素が含まれていても、もの
によっては加工や輸送の過程でビ
タミンが破壊されるものもあります。

統率も取れていたのに対し、旧幕
府軍は装備面で劣ったうえ、総大
将の慶喜が逃亡してしまい大敗を
喫した。新政府軍による攻撃直前、
西郷隆盛と勝海舟の会談により江
戸城は無血開城し、江戸は戦火か
ら免れた。
　会津若松城（鶴
ケ城）で抗戦した
会津藩は「賊軍」と
なったが、新政府
は会津藩の人々を
高く評価し、教育界
の要職に就かせた。
　 旧 幕 府 海 軍で
あった榎本武揚は

できるだけ野菜そのものを食べる
ようにしましょう。野菜サラダ中心
の食生活は一見健康そうに見えま
すが、食物繊維を過剰に摂取する
ことは小腸における栄養素の吸収
を阻害する可能性もあります。

箱館に籠城して新政府軍と戦った
が、赦免後、新政府に重く用いら
れた。榎本は、徳川家の復活でな
く、蝦夷地を開拓し、旧武士たち
の生活の場を提供するという将来
構想にもとづいて行動していたと
考えられる。



中央区工団連／区商連のホームページ（大江戸商工業サイト）を
ぜひご活用ください。会報の最近号も見られます！

www.chuo-shokogyo.jp

工団連／区商連
ホームページ（大
江戸商工業サイト）
へは中央区HPトッ
プページのバナー
からも行けます。


