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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　白橋 明夫　☎ 03-3552-1855　会員数：111

“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：54

“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：30

省エネ・イノベーションを展開
月島工業会
会　長　牧　虎彦　☎ 03-5560-6511　会員数：18

“グラフィック・サービス”宣言
（社）東京グラフィックサービス工業会中央支部
支部長　高橋 定男　☎ 03-3552-6521　会員数：28

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26年度表彰式は、平成27年
2月18日（水）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、事業主3名、従業員（勤続20年以上）3
名、（勤続10年～19年）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26年11月3日（月）文化の日に「平成26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、水野雅
生氏が中小企業発達功労者（商工団体、業種別団体等関係者）として永年
にわたり工団連会長および役員としての功労に対し表彰されました。

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。

水野雅生氏が
「平成26年度中央区各種功労者表彰」受賞

平成26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27年1月9日（金） 銀座ブロッサム ジャスミン　　31名出席

●常任理事会
　　第２回　平成27年3月10日（火）　中央区商工観光団体合同事務局会議室
　　　議題　平成27年度事業計画（案）について／平成27年度定期総会について　他

●広報委員会
　　第２回　平成27年1月13日（火）　中央区商工観光団体合同事務局会議室
 工団連会報（第36号）の企画・編集

●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６回　平成26年10月28日（火）

「『自立型人材』の育て方～ＦＣ東京の人材育成術から学ぶ～ 」
　　　　　　　　講師　東京フットボールクラブ株式会社　代表取締役　阿久根　謙司氏
　　第７回　平成26年11月25日（火）

「明日からできる！社内のストレス軽減術～メンタル不調者を出さないストレスフリーな職場実現～」
　　　　　　　　講師　株式会社ポープス登録講師　瀬尾　純子氏
　　第８回　平成26年12月16日（火）　

「会社を守る！中小企業経営者に不可欠な実践的リスク対策」
　　　　　　　　講師　経営コンサルタント、経営リスク研究所代表、株式会社ザ・プランニング　代表取締役、

エクセル航空（株）取締役会長、上海開澤法律事務所　特別顧問　小島　裕二氏
　　第９回　平成27年2月24日（火）

「収益向上のための財務会計スキル」
　　　　　　　　講師　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）　チーフインストラクター　川井　栄一氏
　　第10回　平成27年3月24日（火）

「採用計画の立て方から公的支援制度、入社後の定着まで中小企業の人材確保のポイント」
　　　　　　　　講師　株式会社友陶社　代表取締役 兼 トータルディスプレイ株式会社　代表取締役　海野　俊也氏

　異業種交流会
　　平成26年10月28日（火）

「他人の売り方に学べ！自社の強みをフカボリする営業戦略！！」
　　　　　　　　講師　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27年1月27日（火）　区役所8階　大会議室　164名受講
テーマ 　「2015年　日本経済の見通し」

　　　　　講師　クレディ・スイス証券株式会社
　　　　　　　　マーネジング・ディレクター、チーフ・エコノミスト　債券本部　経済調査部長　白川　浩道氏

●事　業
　（1）  「工団連会報」の発行

①　第35号  平成26年10月発行　②　第36号  平成27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27年1月20日（火） 区役所8階　第5会議室
②　表　彰　式／平成27年2月18日（水） 銀座ブロッサム マーガレット

事業主　3名、従業員　6名（勤続20年以上：3名、10年～19年：3名）
■第18回中央区産業文化展（へそ展）
日　時　平成26年11月2日（日）～ 5日（水）
場　所　晴海トリトンスクエア　2Ｆ　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。～中央区‘はつ’の産業と文化～」
【出店者展示ブース】
各出展者ブースにおいて、パネル展示、実演紹介、体験コーナーなどで出店者の商品やサービスを紹介した。また、出店者
様の商品やサービス内容によっては、その場で販売を行った。 
【イベント会場ステージ】
◆一般・ファミリーデー〔11／2（日）・3日（月・祝）〕
　中央区の文化や伝統の魅力を学べるプログラム、お子様参加型プログラムを開催した。
◆ビジネスデー〔11／4（火）・5（水）〕
中央区産業のビジネスポテンシャルを披露するビジネスセミナーやプレゼンテーション、小学生や大人に楽しんで頂ける体
験型プログラムを開催した。

◆かっとびタスケシアター『へ～そ～なんだ！中央区‘はつ’物語』

工工工 団団団 連連連 ののの 動動動 ききき平成26年9月～平成27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
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　2014年11月2日から11月5日の4日間にわたり、晴
海トリトンスクエアにて「つどい・ふれあい・生み出す。
まんなか中央区。～中央区 ‘はつ’の産業と文化～」を
テーマに第18回中央区産業文化展（へそ展）が開催さ
れました。赤と黒を基調とした今回の会場は、広い通
路を設けたため「ゆっくり出展ブースを見て回れる」と来
場者からも好評でした。
　2年に一度開催されるへそ展は、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、現代にも息づく伝統工芸などさまざまな産業の紹
介および振興を図る目的で開催されています。

　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。
　ぬりえ教室＆ものづくり教室、オリジナルランチボッ
クスが貰えるスタンプラリーなど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。
　そのほか、今回のPRキャラクター「かっとびタスケ」
が語る中央区の歴史を紹介する「かっとびタスケシア
ター」に多くの人々が足を留め、見入っていました。
　また、センターステージでは多種多様なイベントや、
森永卓郎氏の講演などが行われ、ご来場いただいた皆
さまに楽しんでいただきました。

Ⓒかっとびタスケ

Ⓒかっとびタスケ
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革新の連続がわが社の伝統
　株式会社山本海苔店（山本德治郎社長）は、江戸後期の嘉永
2年（1849年）、初代・山本德治郎が現在の日本橋室町一丁目
に海苔専門店として創業しました。

　山本海苔店が飛躍的な発展を遂げ
るのは、2代目・德治郎の代でした。
2代目は現在にも受継がれる「良品廉
価」をモットーに常に創案に励みます。
明治2年、天皇の京都還幸の際のお
土産物をおおせつかり考案した「味附
海苔」を販売します。これが大評判と
なり、宮内省（宮内庁）御用達となりま
す。また当時画一的に仕入れ販売され

ていた海苔を2代目は8種類に分類して、お客様の求める海苔
を廉価で販売することにより多くのお客様を獲得するようにな
りました。
　3代目は「海苔の鑑定では右にでる人はいない」とまでいわ
れた海苔の品質を大切にする人でした。産地を東京から浦安ま
で広げ、海苔の乾燥方法を創案しました。
　4代目の時には、関東大震災に見舞われ一大試練の時でし
た。しかし、余震さめやらぬ中、いち早く仮店舗を構えます。
震災を機に日本橋から築地に移転した新しい魚河岸に、本店
以外に初めて出店を設け、業務用の店として新たな販路を確立
しました。
　5代目（現社長の父）は百貨店隆盛の時代です。百貨店のの
れん街に店を構える山本海苔店も店舗を増やします。多店舗化
が実現できた背景には、海苔の養殖技術が進歩し安定的に美
味しい海苔の生産が可能になったことや、缶、フィルムなどの
防湿性が増したことがあります。このことで販路が拡大し工場の
近代化にも着手しました。
　現社長6代目（社長就任24年目）は、インターネット販売等、
新しいマーケットにチャレンジします。お客様に美味しい食べ
方の提案をするなど、商品開発と販路には常に目を向けていま
す。他には、中国に会社を作り、また海苔の産地である佐賀に
工場を移転させました。
　以上のように、「各代で時代のニーズに合わせて革新を続け
きたから今がある」と山本社長は言われます。日々革新を怠ら
ないことが山本海苔店の伝統です。

シリーズ第7回

株式会社山本海苔店 中央区日本橋室町 1丁目 6 番 3号
電話 03-3241-0261（代）

老舗の海苔小売店 株式会社山本海苔店

良品廉価をモットーに海苔ひとすじ166年
全ての努力と工夫は
美味しい海苔のため

　革新の連続を行ってきた山本海苔店ですが、創業以来
変わらない精神があります。
　それは「おいしい海苔をお客様にお届けすること」で
す。海苔は素材そのものの味が勝負を決めます。山本海
苔店では有明海産の最高品質の海苔を原料にしており、
良い原料の見極めは生命線であります。海苔は各地の漁
連で等級付けされたものが入札会に出品されます。しか
し、山本海苔店では買い付けた海苔をさらに熟練した目
利きの仕訳技術員が風味を重視した独自の格付けを行
います。素材そのものをしっかり見極め、商品で勝負す
ることが山本海苔店の特長です。商品に対する正直な気
持ち、誠実な姿勢が老舗企業に学ぶことです。

お客様からありがとうと
いわれる接客を目指して

　山本海苔店は大家族的経営といえます。社員を大事にするこ
とが代々受継がれています。経営者が社員を大事にするからこ
そ、社員は安心して働くことができ、大切なお客様のことを考
えて心からの接客が出来ます。
　山本社長はそん
な 山 本 海 苔 店 の
接客をさらに高め
ようとしています。

「お客様からあり
がとうといわれる
接客」を目指して
います。その為に
は、お客様の要求されるレベル、期待値をはるかに超えた接客
が出来ないとお客様から「ありがとう」とは言ってもらえません。
山本社長は「まだまだ道半ばです」と自己評価されていますが、
大事にされた社員の皆さんが、お客様から「ありがとう」と言わ
れる日は近いのではないかと思います。

▲山本德治郎社長

▲海苔の香りが漂う店内
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2000年、35歳の時でした。翌年
の2001年10月には現在の場所

（八丁堀3-4-12）に新社屋を建設
し、お客様である印刷会社の多種
多様なニーズに対応できるサー
ビスラインナップを提供してき
ました。
　特筆すべきは、ダイレクトメー
ル（以下 DM）の様々なニーズに対
応できるようにと2007年に開発
した、独自技術の「もがみ折」で
す。DMなどで A4のペラものを
数枚封筒に入れ発送する場合、一
般的にはそれぞれ3つ折りにした
ものを重ねて封入します。しか
し「もがみ折」は数枚のペラもの

の丁合を取りな
がらまとめて3
つ折加工ができ
るのです。定型
封筒に入れる作
業工程がスムー
ズで内職コスト
をおさえる優れ
ものです。製本
会社としては初
めての技術であ
り、現在に至っ
ても競合がなく

最終ユーザーのニーズを
探求する「脱・製本会社」
製本会社らしからぬ製本会社

シリーズ第8回　もがみ紙工有限会社

もがみ紙工有限会社　代表取締役　佐藤 稔幸氏

東京駅から徒歩10分強の場所に「もがみ折」など独
自のノウハウ、技術でお客様から信頼を勝ち取って
いるもがみ紙工有限会社は今年で創業50年を迎えま

す。印刷需要が減少するなかで当社が行っている戦
略は注目に値します。

特異なポジションを築いており
ます。
　

常に考え、
楽しむミーティング

　「もがみ折」でお客様からの評
価を得ていたもがみ紙工でした
が、2008年のリーマンショック
以降、注文の減少、単価下落等、
業界全体が暗雲低迷している中
で佐藤社長は新規ビジネスの検
討に入ります。製本会社が持つ技
術が活かせる市場はないだろう
かと考え、DMなどの注文（加工）
を受けていたのでマーケティン
グや印刷の知識を学びました。そ

2代目社長の挑戦

　もがみ紙工有限会社は、昭和40
年8月に佐藤政春会長（現社長の
父）が中央区八丁堀3丁目に製本
業として創業した会社です。山形
県の出身であった佐藤会長は故
郷の地名が入った「もがみ紙工」
という社名にしました。今年で創
業50年を迎えます。
　2代目である佐藤稔幸現社長
は、高校卒業してもがみ紙工に
入社します。「製本会社としては
後発であり設備も遅れていた」と
当時を振返ります。社長就任は

佐藤稔幸氏



7

の結果、4年前にオンデマンド印
刷機を導入し、社内でデザインも
出来るようになり、営業マンも3
年前に採用しました。今では新た
に開拓したお客様も増え、お客様
の声・ニーズを聞き取り、社員や
外部スタッフが集まって企画会
議を開催するまでになりました。
佐藤社長もアイデアを出します
が、社員からのダメ出しもあるほ
ど、遠慮がなく率直な意見交換が
行われています。佐藤社長は「楽
しくやれれば良い」といいます。

攻めの営業が
可能となった

　もがみ紙工は、お客様の声から
アイデアが生まれ、新たなものを
制作する技術と経験があります。
これは、大きな強みであり攻めの
営業を可能としました。
　特に保有する設備・技術から
は販促物が作りやすいといえま
す。メモ帳一つとっても表紙デ
ザイン、形、開いたときの驚き等
とても評判が良いです。通り一遍
なメモ帳ではなく、お客様の声・
ニーズに合わせたものが作れま
す。オリジナル品であり世界で一
つしかないメモ帳です。佐藤社
長は「メモ帳は馬鹿に出来ません

よ。営業が持っていくツールとし
ても良いしお客様からは非常に
喜ばれます。」と言います。手渡し
た相手にも深く印象に残り宣伝
効果もあります。お客様の売上を
上げることは DMだけではないと
いうことです。
　もがみ紙工では、製本会社でし
か考えられないもの、製本会社で
しか出来ないものがあります。形
でうまく引きつけ、飽きさせず、
お客様に色々と見せ続けること
が出来ます。自社で考え、自社で
作ることがお客様への安心・信頼
を得ている所です。

印刷会社と製本会社が
パートナーになれば
新たな市場が生まれる
　佐藤社長は、「製本会社はしっ
か り と し た 技 術 が 必 要 で あ り
持っています。しかし、世の中の
評価は余りありません」と言われ
ます。
　通常の商流では、最終ユーザー
からの注文は印刷会社が受けて
加工を製本会社に依頼します。こ
の場合、多くの印刷会社が製本会
社を下請け的発想で発注を出す

だけであり、多くの製本会社も受
けた注文を加工するだけではな
いでしょうか。長い間の商習慣で
しょうが、それだけでは新たな商
品・サービスは生まれ難く、お客
様の評価も「値段だけ」になるの
ではないかと思います。印刷需要
が減少し、単価下落に苦しむ印刷
業界において、もがみ紙工の取組
みは注目に値します。工夫次第で
需要喚起できることを証明して
います。
　このことからも、今後印刷会社
は製本会社と上手くタックを組
んでいくべきではないでしょう
か。下請け的に従来通りの発注を
行うのではなく、相互理解を深め
ながらお客様（最終ユーザー）の
二—ズを探求すれば活路は見出
せます。製本会社も待ちの姿勢で
はなく、お客様（最終ユーザー）の
ニーズを理解し、自らの技術で何
ができるのか？を考え、印刷会社
と一緒になってお客様（最終ユー
ザー）に提案すれば新たな市場が
生まれます。
　中央区から、印刷会社と製本
会社が未来志向の戦略的パート
ナーになる日を期待せざるを得
ません。

もがみ紙工有限会社　URL　www.mogami-shikou.jp/　　www.promotion-tool.jp/

コースターにもなるカレンダー、バリエーション
豊かな一筆箋や企画／発行を行っているフリー
ペーパー「Attract」など、ユニークな商材の数々。
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親睦を深めることが出来ました。また、貴重な支部員の皆
様の意見も頂戴することができました。

京橋支部東印工組

日本橋支部東印工組

1月20日に第一ホテル東京にて新春の集いを開催

「労働契約法とは何か」セミナーと新年会を開催

　東印工組京橋支部は 1 月 20 日午後 6 時から、東京・
新橋の第一ホテル東京に 127 人の参加者を集めて新春の
集いを開き、結束を強めました。
　集いは金山智一副支部長の司会で進められ、新井修次
副支部長の辞で開会。
　白橋明夫支部長が新執行部への協力に感謝しながら年
頭あいさつを要旨次のとおり述べました。
　「アベノミクスで風が吹いているという方もある。しかし
われわれの業界や中小企業にはまだその風が感じられな
い。オリンピックの開催を控え、いろいろなことが始まって
きた。ビジネスチャンスが舞い込んでくるという方もある。
その通りだと思う。私なりの理解では、今年は新しい風が
吹く年になる。京橋支部としてはその風を感じ、掴んで、
推進力にすべく、施策をすすめたい。それには、情報発信、
伝統の継承、親睦の 3 つを愚直に実行していくことこそが、

唯一無二の手段だろうと信じ
て邁進していきたい。ご理解、
ご協力をお願いしたい。京橋
支部は総会時点では 110 社
だった。1 年で 7 社の新しい
仲間が加わった。117 社でしっ
かり前進していきたい。もの
の本には羊は団体でかたまっ
て進むことが得意な動物だと

「労働契約法とは何か」セミナー

　平成 26 年 10 月 20 日（月）京華スクエアにて、社会
保険労務士・清水先生に「労働基準法と労働契約法の違
い」、「小企業であっても労使間のトラブルはつきもの」な
ど、実例を交えて解説頂きました。
　セミナー終了後、清水先生も交えて懇親会を行いました。

平成 27年　日本橋支部新年会開催

　1 月 22 日（木）に人形町・北浜に於いて、支部員 17
名参加にて新年会を行いました。当支部の新年会は支部
員のみ参加のアットホームな新年会です。和気あいあいと
した雰囲気の中、中庭支部長を中心に歓談に盛り上がり

ある。未年にあやかって結束して前進していきたい。支部
員、協力会社の皆様には推進力、風をつかむ力になって
いただきたい」
　来賓祝辞では矢田美英中央区長が「地場産業として大
いに発展してもらい、力を合わせオリンピック・パラリンピッ
クに向けて中央区の黄金時代を築きたい」、森山照明中央
区工団連会長が「羊辛抱ということばがある。団結して辛
抱の一年を乗り越えたい」とあいさつしました。
　関連会社代表の持田訓小森コーポレーション社長のあ
いさつに続き、田畠一彌顧問の発声で乾杯しました。
　京青会による福引を楽しみ歓談の続くなか、松川昭義
顧問の中締め、濱野秀世副支部長の閉会のことばでお開
きとなりました。

支部　　活動報告

▲白橋支部長

▲新支部員の紹介
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京橋支部製本組合

○これまでの動き

★10月18日
毎年実施の工場見学会を今年は手帳製本の菁文堂（株）で
行いました。商業印刷製本業者が90％以上を占める当支
部では手帳専門の機械や行程が珍しく参考になりました。

★11月14日
製本組合本部において「補助金活用のポイント」と題した
セミナーが開催され当支部からは5名が受講しました。
★11月27日

銀座東武ホテルにおいて商業印刷製本部会が開催され
ました。落語の上演会が行われ、話のテクニックなどを
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27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22日

支部新年研修会が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月下旬
銀座ブロッサムにおいて支部総会が開催され、佐立支
部長の2年目がスタートします。
★9月上旬

全製工連の全国大会が京都にて開催されます。当支部
からも15名程が参加予定です。　（総務部　山本雅夫　記）

NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会

日本橋産業協会

へそ展に手作りの応急手当教材「骨プロン」を出展

今年度から「華陽会」は年4回開催になります

　2014 年 11 月 2 日（日）～ 5 日（水） に晴海トリトン
スクエアで開催された「へそ展」に「骨プロン」（写真）
を出展いたしました。
　語源は、骨の図柄＋エプロン式＝「骨プロン」です。
　日本橋消防団の和田さんが、日頃から子供たちにもわか
りやすい応急手当の指導方法を考えていたところ、風船を
心臓に見立てて胸骨と肋骨を表示した透明のビニールシー
トを訓練用人形の上に装着する方法を思いつきました。
　試行錯誤の末、手作りの応急手当教材「骨プロン」が
出来上がったのです。「骨プロン」は実際の心臓の位置が
わかりやすく伝えられることが特徴です。それにより、心

臓マッサージの際に誤った
場所を圧迫しても心肺蘇生
の効果が薄い、ということ
がよく分かります。
　人体解剖生理に精通して
いない小学生にとっては視
覚的効果が高く、児童や先
生にも大変好評です。
　和田さんは、今後も町会や小学校で「骨プロン」を積
極的に活用するとともに、団員や他の消防団の方々にも作
り方を伝えたいと話しています。

　日本橋産業協会の活動として 2 ヶ月に 1 回、講師を招
いて多岐にわたって受講しています。毎回 30 人の参加者
で、多くの方の質問や疑問を講師の先生が親切丁寧にお
答えいただいています。

　今年度からは 1、4、7、11 月の年 4 回開催にして、季
節の話、美味しいもの話、時の美術の話、新規の区議会
区長の話等々、充実した集まりにしていきたいと若いスタッ
フも張り切っています。この会を「華陽会」と呼んでいます。
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ハイテクセンター

ランチセミナー
　平成26年度ハイテクセンター・ランチセミナーは、好評のうちに終了いたしました。3月25日に開催され
た第10回の内容は次号でご紹介いたします。
　平成27年度は、5月27日から来年の3月16日まで全10回のセミナーを予定しています。ランチを召し
上がっていただいたあとで知って得する話やユニークな豆知識など、多種多彩なテーマで講師の方々にお話い
ただきます。毎回盛り上がる楽しいセミナーですので、多くの会員の方のご参加をお待ちしております。

日本陶磁史に与えた朝鮮陶磁の影響

地図を楽しむ

仏教の死生観

第4回

第5回

第6回

講師　杉山　享司 氏　（財団法人日本民藝館学芸部長 早稲田大学講師）

講師　今尾　恵介 氏　（財団法人日本地図センター客員研究員）

講師　吉村　誠 氏　（駒沢大学教授）

2014年9月24日（水）12：00～

2014年10月22日（水）12：00～

2014年11月19日（水）12：00～

日本の民藝、とりわけ陶磁器は、古代から近代にか
けて、隣国、朝鮮に強く影響を受けてきました。朝鮮

出兵で日本
に連れられ
た陶工によ
り日本に技
術や造形ス
タイルなど
が流入し、大

きく進歩したことなどは、その
一例です。講義では、古代の
須恵器、中世では高麗茶碗か
ら、近代・柳宗悦の民藝運動
を歴史的観点から振り返りま
した。また、朝鮮陶磁器が日
本に与えた影響について、有
田焼、薩摩焼を中心に解説が
なされました。

講師の専門的な視点で、特色ある地形の地図を実際
に使い、詳細な解説を重ねま
した。バラエティ溢れる具体的
な地図で、地形が出来上がっ
た経緯・背景等の説明や比較、
あるいは羽田空港地域やダム
開発の前後など、同一地域で
異なる時代の地図を見比べ、
そこから読み取れる地域の変

貌などを確認し
ました。国内や
海 外で現存す
るユニークな境
界線についても
紹介。また地名
の由来を確 認
することで、自然災害が発生する可能性をある程度予
測できることなども学びました。

講義では、インドまで遡って仏教の死生観を辿ってい
き まし た。
仏教以前の
バラモン教
では、輪廻
転生の思想
のもと、来
世の身分・
階級は現世

の業で決定されると考えられました。また輪廻転生を
否定したアジタやゴーサラー、戒律を重んじたジャイ
ナにも触れ、仏教以前のそれぞれの教えについて比
較検証をしました。仏教については、「死や煩悩、常
や我に囚われた境地から、無常、無我の境地にたど
り着くには、善い行いをいかに行うか、他人の喜びや
悲しみをいかに共感できるかが大切だ」と説いたブッ
タの教えを中心に解説がありました。
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平成26年度：第10回ランチセミナー　平成27年度：第1～10回ランチセミナー開催予定

19世紀女性たちのお江戸見物

昆虫の世界と生物多様性

家紋の成り立ちと紋切り形遊び

第7回

第8回

第9回

講師　菅野　俊輔 氏　（江戸文化研究家）

講師　高桑　正敏 氏　（神奈川県立生命の星・地球博物館名誉館員）

講師　波戸場　承龍 氏　（紋章上繪師　株式会社京源代表取締役）

2014年12月10日（水）12：00～

2015年1月21日（水）12：00～

2015年2月25日（水）12：00～

東国の「庶民の旅行」は、江戸中期に記録が確認され
ています。19世紀には、庶民
の文化教養への関心も高まり、
識字率の上昇、「東海道中膝栗
毛」の出版、全国旅館組合「浪
花講」の結成、街道や宿駅の整
備などを背景に、旅行が一層
庶民のものになりました。この
ことは、小田宅子さんの「東路

日記」により伺い知
ることができます。
江戸時代の庶民に
とっては一生に一
度か二度の旅行。
授業では、筑前の
国から吉野の桜を
見物し、伊勢参宮参拝後、大都会“お江戸”まで足を
延ばした小田宅子さん一行の足跡をたどりました。

「生物多様性」とは、自然史において地域、種ごとに
長い時間をか
けて形成され
た独自の生態
系 や 遺 伝 子
における多様
さを指し、「す
べての生物に
は異なる性質

が存在する」という意味を持つ
言葉です。しかし様々な環境に
適応してきた昆虫や植物などの
種の存続にも、生態系の変化に
よる危機が訪れています。 講義
では、「環境の保護」「種の保護」
というふたつの観点から、「生物
多様性」保全の取り組み、多様な種と共存をする意識
の必要性について、訴求しました。

授業では、繊細かつ優美であった平安時代の公家の
家紋、戦場で自らの働きを敵味方に識別させる為に

使った鎌倉時代初期以降の武家
の家紋、武士や役者を真似て紋付
を着始めた元禄時代の町人の家
紋等、各時代の家紋の成り立ちに
ついて学習をした。江戸時代には
家紋は整備・拡散され、「紋章上絵
師」という職人が登場した。彼らが

行う加工工
程に紋型を
彫る作業が
ある。
左右対称の
ものが多い
為、型紙を半分に折り合わせ、彫り開いて使うという
技術から「紋切り遊び」が生まれた。授業では、折り紙
を使用し、実際に「紋切り遊び」を体験した。

※７月のランチセミナーのみ18時からの開催になります。　※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

回数 開　催　日 講　　師 テーマ／タイトル
第⑩回 平成27年3月25日（水） 瀧口　雅仁先生（芸能史研究家） 落語にみる江戸庶民の生活

第①回 ５月27日（水） 野﨑　哲夫先生（（株）鉄道会館 取締役相談役、
（一社）日本ショッピングセンター協会理事・関東甲信越支部長） 進化する東京駅

第②回 ６月24日（水） 大西　良雄先生（経済ジャーナリスト（元「週刊東洋経済」編集長）） アベノミクス3年目の日本の政治経済を読む
第③回 ７月29日（水） 安井　裕司先生（日本経済大学教授） 国際ニュースを読む
第④回 ９月16日（水） 泉　麻人先生（コラムニスト） 東京昭和観光
第⑤回 10月21日（水） 笹原　宏之先生（早稲田大学教授） 漢字に託した日本の心
第⑥回 11月18日（水） 中村　義裕先生（演劇評論家、日本文化研究家、前進座附属養成所講師） 気軽に楽しむ日本の古典芸能
第⑦回 12月9日（水） 菅野　俊輔先生（江戸文化研究家） 百万都市江戸に暮らす武士たちの「エコ」生活
第⑧回 平成28年１月20日（水） 織田　啓成先生（薬剤師・鍼灸師） 漢方と手のツボ健康法
第⑨回 ２月24日（水） 吉村　誠先生（駒澤大学教授） 仏教の「こころ」と「かたち」
第⑩回 ３月16日（水） 洞口　勝人先生（ファイナンシャルプランナー（CFP 日本 FP協会認定）） 金融機関では教えてくれない「金融資産運用設計」



工団連／区商連ホームページ（大江戸商工業
サイト）へは中央区観光協会 HPトップページ
のバナーからも行けます。


