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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　☎ 03-3552-6521　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

熊本地震災害への支援のために、総会会場に募金箱を設置しました。募金額は 22,200 円となり、
早速、熊本県の窓口となる銀座熊本館にお持ちしました。
皆様の暖かいお気持ちに感謝申し上げます。ご協力ありがとうございました。

　中央区工業団体連合会の平成28年度の定

期総会は、6月14日（火）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。

　白橋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27年度の事業

経過報告（中庭副会長）と収支決算報告（金山前

会計）、同会計監査報告（山本監事）が承認され

ました。さらに、事業計画（案）（中庭副会長）と

予算（案）（小宮山会計）も満場一致で承認され

ました。

　また、多数の来賓の祝辞をいただき、総会は

滞りなく終了しました。

　その後、懇親会が開かれ小西副会長の司会

の下、和気あいあいとした雰囲気の中、貴重な

時間を持てたことをご報告申し上げます。

平成28年度定期総会が
滞りなく終了しました
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●定期総会
　　平成 28年 6月 14日（火） 銀座ブロッサム　マーガレット
　　　議題　平成 27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 28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 28年 5月 20日（金）　中央区工業団体連合会会議室
　　　議題　平成 28年度定期総会について　他

●企画委員会
　　第１回　平成 28年 9月 1日（木）　中央区工業団体連合会会議室
　　　議題　平成 29年度事業計画及び予算について

中小企業工業関係者表彰について
その他

●地域産業活性化検討小委員会
　　第１回　平成 28年 4月 11日（月）　中央区工業団体連合会会議室
　　　議題　第 19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 28年 5月 26日（木）
経営力をアップするための融資のポイント

　　　　　　　　講師　中央区経営相談員　倉辺　喜一郎氏
　　第２回　平成 28年 6月 30日（木）

中小企業に必要な災害時のリスク対策
　　　　　　　　講師　事業継続研究所　代表・中小企業診断士　京盛　眞信氏
　　第３回　平成 28年 7月 26日（火）　

中小企業におけるＨＰ・ＳＮＳ活用法
　　　　　　　　講師　株式会社ナーツ　代表取締役　野中　栄一氏
　　第４回　平成 28年 8月 23日（火）

中小企業のための基礎から始める広報
　　　　　　　　講師　早稲田エクステンションセンター講師　中島　成晃氏
　　第５回　平成 28年 9月 20日（火）

中小企業経営者のための営業力アップへの道　～「うまくいかない」営業から「売れる」営業へ～
講師　株式会社人材育成社　取締役　芳垣　玲子氏

●事　業
　事業主・従業員宿泊研修

実施日／平成 28年 6月24日（金）～25日（土）
場　所／袋田温泉　「思い出浪漫館」
参加者数／ 25名
施設見学／株式会社エフピコ関東リサイクル工場　他

工 団 連 の 動 き平成28年4月〜平成28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
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まだインターネット黎明期であ
り、誰もが半信半疑の時です。中
田社長はインターネット販売に
活路を見出したいと考え、同様の
活動をしているコミュニティー
に入り見様見真似で自社のホー
ムページを作りました。すると、
すぐに全国から発注が入ります。
インターネットの可能性を感じ、
当社の方向性が決まった瞬間で
した。その後3年間は、ハガキ・
名刺・年賀状印刷をホームページ
で販売しました。

プラスチックカード印刷
への挑戦

　インターネット販売で可能性
を掴んでいたある時、プラスチッ
クカード（以下、カード）の営業マ
ンが当社に飛び込んできました。
過去、お客様からの要望もあっ
て、興味をもって聞きました所、
見積もりに時間がかかり、値段も
高く、販売し難い商品でした。そ
こで中田社長が考えたのが、ホー
ムページで分かりやすく説明を
加え、価格も明示することです。

３代目社長の経営革新、
プラスチックカード印刷への挑戦
親切！迅速！的確なお客様対応でトップを走る

シリーズ第11回　
株式会社研美社

株式会社研美社　代表取締役　中田逸郎氏

大阪本社の研美社は2009年に中央区八丁堀に営業
所を構える設立30年の会社です。インターネット
黎明期に、中田現社長（3代目）が背水の陣で臨んだ
インターネット販売で活路を見出し、プラスチップ

カード印刷の通販でトップランナーまで成長させま
した。中田社長の経営スタイルは中小企業ならでは
の特徴を生かしており今後の当社に注目です。

「必ずニーズはあると思っていま
した。」と当時を振り返って答え
てくれました。ホームページ販売
のノウハウは取得していました
のでカード販売のページを作る
のみです。中田社長の直感は直ぐ
に注文という形で答えが出まし
た。その後はカード市場の拡大に
伴って2004年頃にカード印刷に
経営資源を集中させます。当時、
売上の半分を有していた顧客の
倒産という危機に遭遇しました
が、カード印刷の売上が順調に推

　株式会社研美社は、現社長の
祖父である中田逸平氏が大阪府
大阪市で創業した会社です。（当
時は株式会社研美社印刷所）祖父
の時代は最大で30名の社員が働
いておりました。2代目の時にな
ると、兄弟が多かったこともあっ
て、印刷だけの会社、営業だけの
会社という形で分社し、それぞれ
の兄弟が代表として会社を持ち
ます。現社長の父・中田勇四郎氏
は昭和61年5月に営業だけの会
社を設立（大阪市）しました。分社
した兄弟の会社は経営環境の悪
化に伴って廃業を余儀なくされ、
残ったのは父の営業会社1社とな
りました。
　中田社長は大学卒業後、一般企
業に8年勤めた後の2000年に当
社に入社しました。祖父の代か
ら唯一残った1社ですが、経営は
厳しい状況にありました。そこ
で、藁をも掴む思いで始めたのが
ホームページの制作です。今では
当たり前ですが、2000年当時は

3代目社長の経営革新

中田逸郎氏
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移していましたので事なきを得
ました。その後もカード印刷は好
調であり、カードのラインナップ
も増え、顧客データを預かること
も頻繁になり2006年にはプライ
バシーマークを取得します。翌年
の2007年には代表取締役社長に
就任しました。

目標だった東京への進出

　カード印刷で特に需要が多い
のが、ホテルのビデオ・オン・デ
マンドの視聴権カードです。この
カードには、1枚1枚個別の数字を
印字するバリアブル印刷が必要
です。この作業は大手では手間が
掛かりやりません。当社では、こ
のバリアブル印刷を行う専任の
スタッフを大阪本社で揃えてお
ります。また、お客様の問い合わ
せに対し、親切、迅速、的確な対
応を心がけておりますのでお客
様は安心して当社に任せること
ができます。ホームページはきっ
かけであって、お客様への対応力
が重要な要素となります。そこで
当社は、顧客の多い東京に2009
年に営業所を構え事業を強化さ
せました。東京進出は中田社長の
目標でもあって非常に喜ばしい
ステップとなりました。

社員は家族、
会社は最後の教育機関

　カード印刷は、価格提示を含め
たわかりやすいホームページ作
りが必要です。さらに、お客様へ
の対応力が求められ、専門性を
高める必要があります。従いまし
て、現在の当社の最重要経営課題
は社員教育及び良い社風づくり
です。中田社長は「家に居るより
会社に居る時間の方が長い。単に
お金を稼ぐだけ場所では、会社の
役割・責任が果たせない。家族と
同じで、常識を学び、人生相談の
場でなければならない。」と言わ
れます。そのためにも、各年代層
が働けるような売上規模、社員数
も大事であって年商10億円、社員
数50名程度の会社に成長させる
夢をお持ちです。
　現在の社員数は18名、女性が
7割です。社内にはイベント委員
会があり、「お誕生会」の開催等、
社員が自ら考えて企画していま
す。中田社長は「会議が多い会社
です。社員は好きみたいです。」と
笑顔で話されたのが印象的でし
た。社内の雰囲気が良い状態であ
ることが理解できます。社長が入
らない会議も多く、東京と大阪を

スカイプで繋ぐ会議も頻繁にあ
る様です。社員のリーダーシップ
が発揮されている証拠です。
　しかし、この社風になるまで
まっすぐな道であった訳ではあ
りません。東京進出時に2名入社
した社員は2012年頃、2人とも
辞めてしまいしました。中田社長
は真剣に悩み「自らの至らない所
は何か？」と苦しい自問自答を重
ね、現在の社風まで試行錯誤を重
ね作ってきました。自らが学び経
験した良いことは、社員にも惜し
みなく提供します。特筆すべき
は、社内にコーチを招き、社員一
人一人にコーチングを受けさせ
ていることです。筆者は年間多く
の企業を訪問しますが、社員に
コーチングを受けさせる例は滅
多になく当社の社員数ではあり
得ないでしょう。中田社長の社員
を大切にする思いの表れと思い
ます。大切にされている実感を
もった社員は、モチベーションが
高まり、目の前のお客様（仕事）に
集中し、さらに上のレベル・成長
を志向します。そして中田社長の
夢は全社員の夢となり全社一丸
となって夢の実現に取り組むで
しょう。今後の当社から目が離せ
ません。

▲社員自らが企画して
いる社内イベント

◀︎各チームごとに目標
を掲げ、更なる成長
を目指す。社員の笑
顔が社内の雰囲気
の良さを表している▲制作した様々なカード類
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創業430年、上場企業最古の企業
　松井建設株式会社の創業は、天正14年（1586年）、本能寺
の変の4年後になります。初代松井角右衛門が加賀藩第2代藩
主前田利長公の命を請け、越中守山城（富山県）の普請に従事
したのが始まりです。東京への進出は第15代松井角平の時で
す。新橋演舞場の設計監理をしていた大正12年、関東大震災

に遭遇し、見渡す限りの瓦礫の山を
目の当たりにした角平は帝都復興こ
そ建設業者の使命と強く感じ、一族
の大反対を押し切って、東京府京橋
区入船町に松井組東京出張所を開
設しました。これを機に、社寺建築の
みならず一般建築へと広く業容を拡
大し、総合建設業としての基盤を築き

ました。当社を代表する数多くある作品の中でも、震災の被害
をうけ、復興工事を請け負った築地本願寺（昭和9年竣工）が
有名です。インド様式を採り入れたモダンで荘厳な姿は芸術的
であり、平成26年に重要文化財に指定されました。東京の観
光名所で、当社のシンボル的存在です。
17代目松井隆弘社長は長寿の秘訣を「私にも本当のことはわ
かりませんが、社史や経験からあえて類推し、申し上げると」と
話してくれました。

歴史をつなぐ（長寿）５つの秘訣
1危機のたびに体質改善を敢行
　当社にとっての430年は困難の歴史です。数々の戦争やバブ
ル崩壊等、幾多の厳しい環境変化のたびに当社は体質改善を
図ってきました。入出金管理の徹底、財務体質の強化、官庁
依存からの脱却等を図り、結果的に価格競争力が付き民間市
場でも戦える企業体質となりました。顧客の倒産の影響で大き
な赤字も経験し与信管理も徹底させました。危機を克服する中
で規模（売上）を追わない堅実経営を目指しています。
2「質素」「堅実」「地道」の社風
　困難を何度も経験した結果、当社には「質素」堅実」「地道」
の社風が根付きました。松井社長は「私を含め役員も出張は
グリーン車に乗りませんし、通勤も電車です。」と話してくれまし
た。長い歴史の中で、良い時も悪い時も経験している当社だか
らこそ、質素・堅実・地道の大切さを理解しています。この社

シリーズ第10回

松井建設株式会社 中央区新川 1 丁目 17 番 22 号
電話 03-3553-1151（代）

老舗の総合建設会社 松井建設株式会社

歴史をつなぐ「信用日本一」の経営
風の維持も社長の仕事だと認識しています。
3「社寺建築」で培った品質
　社寺建築の世界は狭
く、良い評判も悪い評
判もすぐに広がります。
従って常 に緊 張 感を
持って高品質な仕事に
専念してきました。これ
からも、培ってきた豊富
な経験と高度な技術を
伝承し、神社仏閣はもとより、あらゆる建造物に対し、お客様
に喜ばれる品質を追い求め高めていくことを徹底しています。
4「機敏」な対応
　企業を取り巻く環境は、常に変化していきます。松井社長は

「今は無常の時代だと認識して、常に頭をフル稼動させていま
す。支店、営業所の改廃は柔軟に行います。機敏に対応するこ
とが重要です。」と言われます。お客様の要求・期待・満足等を
把握するお客様アンケートを10年前から実施し、お客様の一番
強い要望は「アフターメンテナンス」だと理解しています。また
今後も予測困難な時代だと認識され、マンションやホテルの購
入、太陽光発電など、安定収入の確保にも取り組んでいます。
5社是「信用日本一」の存在
　15代社長（現社長の祖父）が提唱された、社是「信用日本一」
は「企業にとって大切なのは売上ではなく、信用である」と認識
しています。売上を目標に掲げると、対応が追いつかなくなり、
品質に対するチェックが甘くなり不良が起きる原因を作ってし
まいます。品質を重視するために、時にはお客様の申し出をお
断りする場合もあります。お客様に喜ばれることこそが社員のモ
チベーションを上げ、継続的にご発注いただけることで、収益
を確保できます。松井社長は「実際に最近は特にその成果が表
れている」と言われています。

　以上のように、創業430年の歴史の中から、長寿の5つの秘
訣をお聞きすることができました。長い歴史をつないできたも
のは「経営環境の変化に機敏に対応しながら、信用を積み重ね
る」ことこそが鍵になっています。経営者は企業規模を問わず
学ぶべきことではないでしょうか。

▲松井隆弘社長

築地本願寺　昭和 9年竣工
平成 26年国重要文化財に指定

中央区立明正小学校等複合
施設改築工事（Ｈ26竣工）
松井・丸彦渡辺・アネシス建
設共同企業体

▶︎
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　中央区産業文化展「へそ展」が、10月30日から11月1日の3日間にわたり開催されます。
この「産業文化展」は1年おきに開催され、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。
　今回は様々なステージプログラムやストリートパフォーマンス、地元サークルによるライ
ブやダンスなど、イベントが盛りだくさん。また、中央区産業文化展PRキャラクター「かっ
とびタスケ＆ぶっとびニャー」が活躍する紙芝居をはじめ、ワークショップも毎日開催します。
　また、特別公演として、10月31日（月）には猿若流九世家元の猿若清三郎氏、11月1日
（火）には、元F1ドライバー片山右京氏も登場。
　皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。

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回へそ展が開催されます！

第 19回へそ展告知用ポスター▲

ステージ＆ワークショップ・タイムスケジュール　※内容・時間は変更することがございますので、予めご了承ください。

2016年第19回へそ展　開催直前情報！

第19回中央区産業文化展（へそ展）
2016年10月30日（日）・31日（月）・11月1日（火）
午前10時〜午後6時（30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

10月30日（日）は中央区コミュ
ニティバス「江戸バス」に無料
で乗車できます。

■ 10/30（日）会期１日目（17:00　終了）
10:00 〜 10:30　オープニングセレモニー
11:00 〜 11:30　地元サークルステージ
 FATIMATA with Azonto Girl（アゾントダンス）
11:30 〜 11:50　出展団体プレゼンステージ　JPX 起業体験プログラム
11:50 〜 12:30　出展団体プレゼンステージ　東京織物卸商業組合
12:00 〜 14:00　ワークショップ
 猿若流九世家元　猿若清三郎氏「キッズ日本舞踊体験教室」
12:45 〜 13:15　パフォーマンス　紙芝居の口演
14:30 〜 15:00　地元サークルステージ　櫻川流江戸芸かっぽれ（かっぽれ）
15:15 〜 15:45　地元サークルステージ　バレエサークル ティンカーベル
 （キッズバレエ）
15:30 〜 17:00　ワークショップ　プロけん玉師 伊藤佑介氏
 「けん玉に触れてみよう！キッズけん玉ワークショップ」
16:30 〜 17:00　パフォーマンス　紙芝居の口演

■ 10/31（月）会期２日目（18:00　終了）
10:00 〜 10:30　ストリートパフォーマンス
 エキセントリック吉田（サイレントコメディー）
10:00 〜 12:15　ワークショップ　経済界協議会
 「障がい者スポーツ体験教室ブラインドサッカーを体験しよう」
10:30 〜 11:00　中央区アンテナショップ　ご当地キャラ大集合！　撮影会
 ぐんまちゃん・サウタン・こくっち・人之助
11:30 〜 12:00　ストリートパフォーマンス
 エキセントリック吉田（サイレントコメディ）
12:15 〜 13:00　特別講演　ミズノ・プリンティング・ミュージアム　館長　水野雅生氏
 「中央区はじめて物語～伝統、革新、つなぐ心～」
13:00 〜 14:15　ワークショップ　経済界協議会
 「障がい者スポーツ体験教室ブラインドサッカーを体験しよう」
13:15 〜 13:45　ストリートパフォーマンス 
 エキセントリック吉田（パントマイム・マジック）

14:15 〜 15:00　特別講演　猿若流九世家元　猿若清三郎氏
 「日本舞踊の継承と創造～次世代へつなぐ和の心～」
15:00 〜 17:00　ワークショップ　小津和紙 「和紙への押し花体験」（仮）
15:15 〜 15:45　地元サークルステージ　Nice time「大江戸サルサ」（サルサ）
16:00 〜 16:45　出展団体プレゼンステージ
 各出展団体の希望者アンテナショップ（キャラ同伴）　等
16:45 〜 17:15　中央区アンテナショップ　ご当地キャラ大集合！　撮影会
 ぐんまちゃん・サウタン・こくっち・人之助

■ 11/1（火）会期３日目（18:00　終了）
10:00 〜 10:30 　ストリートパフォーマンス　プロけん玉師 伊藤佑介（けん玉ショー）
10:00 〜 12:15　ワークショップ　経済界協議会
 「障がい者スポーツ体験教室ブラインドサッカーを体験しよう」
10:30 〜 11:00　 中央区アンテナショップ　ご当地キャラ大集合！　撮影会
 サウタン・こくっち・人之助
11:00 〜 11:30 　ストリートパフォーマンス　プロけん玉師 伊藤佑介（けん玉ショー）
11:30 〜 12:00　 地元サークルステージ　シャルウィ（社交ダンス）
12:15 〜 13:00　特別講演　元 F1 レーサー　 片山右京氏
 「片山右京が語る、人生における３つの " シン "」
13:00 〜 14:15　ワークショップ　経済界協議会
 「障がい者スポーツ体験教室ブラインドサッカーを体験しよう」
13:15 〜 13:45　 地元サークルステージ　中央区ゴスペルサークル（ゴスペル）
14:15 〜 15:00 　特別講演　小津史料館　館長　松浦節也氏
 「温故知新—東京の紙漉き」
15:00 〜 16:30　ワークショップ　小津和紙 「和紙への押し花体験」（仮）
15:15 〜 15:45　 ストリートパフォーマンス　プロけん玉師 伊藤佑介（けん玉ショー）
16:00 〜 16:45 　出展団体プレゼンステージ
 各出展団体の希望者アンテナショップ（キャラ同伴）　等
16:45 〜 17:15　 中央区アンテナショップ 　ご当地キャラ大集合！　撮影会
 サウタン・こくっち・人之助
17:30 〜 18:00 　フィナーレセレモニー

中央区まるごとミュージアム
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。

10月30日（日）のみ同時開催
中央区まるごとミュージアム2016
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 4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22：00）

一般料金／ 1時間 400円（以降 30分毎200円）

タスケとニャー
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京橋支部東印工組

日本橋支部東印工組

平成28年通常総会を開催しました

ナカニワ印刷、中庭支部長のもと、
下記のイベント並びに催しを実施いたしました

　東京都印刷工業組合京橋支部は、５月 19 日午後６時から
東京・中央区のコートヤードマリオット銀座東武ホテルで平成
28 年通常総会を開催し、任期満了に伴う役員改選で新支部
長に金山智一氏（金山印刷㈱）を選出した。金山新支部長は
あいさつの中で、①支部員総活躍②情報の共有③支部員増
強④親睦と相互扶助の４つの優先課題を挙げ、「執行部一丸
となって事業を推進する」と決意を表明しました。
　総会では、議事に先立ち白橋明夫支部長があいさつし、任
期２年間を振り返るとともに支援に対するお礼を述べました。
　議案審議では、平成 27 年
度事業報告、同収支決算報告、
平成 28 年度事業計画案、同
収支予算案について協議し、
いずれも原案どおり承認可決
しました。
　平成 28 年度は組合員各社
の発展に役立つ次のような事
業を推進することになりました。

①経営革新マーケティング・
セミナー事業の推進

②組織共済事業の推進
③教育研修事業の推進

④広報事業の推進
⑤各種講演会の開催
⑥組合員相互連携・親睦の場の提供
⑦地区活動の活性化支援
⑧中央区産業文化展へ出展
⑨京青会活動への積極的支援

　また来賓の黒澤文雄東京都印刷工業組合副理事長、矢田
美英中央区長が祝辞を述べられました。
　引き続き開かれた懇親会では、金山新支部長あいさつ、新
役員紹介、金山支部長から白橋前支部長への花束贈呈があ
りました。来賓の辻清人衆議院議員、森山照明中央区工業団
体連合会会長が祝辞。関連会社を代表して持田訓㈱小森コー
ポレーション社長があいさつを行いました。花崎博己京橋支
部顧問の発声で乾杯し開宴しました。

支部　　活動報告

【平成 27年】
4月 8日　第 1 回定例役員会 大成印刷 会議室本部理事会

（中庭、家住理事出席）
4月16日　支部会計監査（中庭支部長、柳迫、中村会計監査、

古畑会計幹事）
5月13日　大成印刷 会議室第 2 回定例役員会 大成印刷 会

議室 
5月14日　本部通常総代会
5月21日　京橋支部総会 中庭支部長出席
5月22日　平成 26 年度日本橋支部通常総会 湯本富土屋ホ

テル
6月10日　第 3 回定例役員会 ハイテクセンター
6月16日　中央区工業団体連合会総会 銀座ブロッサム
6月26日〜 27日　中央区工業団体連合会 宿泊研修会 8 名

参加　（大同特殊鋼（株）渋川工場 見学及び鬼
怒川温泉宿泊）

7月 2日　研修会 ANA 整備工場 見学及び懇親会 14 名参加
7月 9日　本部理事会（寿里常任幹事、中庭、家住、古畑

理事出席）
7月15日　第 4 回定例役員会 ハイテクセンター
8月 5日　支部納涼会（33 名参加）マリンシャトル乗船と横

浜中華街「金香楼」の宴会
8月26日　執行部会
9月10日　第 5 回定例役員会
10月2日　本部敬老の集い (4 名出席、中庭支部長） 明治記

念館
10月14日　第 6 回定例役員会 ハイテクセンター
10月16日　全印工連 60 周年記念式典 パレスホテル 支部

員 10 名参加記念講演会 堀江 貴文氏（元ライブ
ドア代表取締役）

11月 5日　本部理事会 （中庭、家住理事、寿里常任監事出席）
11月11日　第 7 回定例役員会
12月 9日　第 8 回定例役員会

【平成 28年】
1月 6日　本部「新春の集い」15 名参加　パレスホテル



9

京橋支部製本組合

○これまでの動き

★5月17日
中央区立女性センターブーケ21で総会が開かれ、役員改選
が行われました。佐立現支部長が再選され2期目がスタート
しました。懇親会は八丁堀の TAMAYAで行われました。
★6月29日

商業印刷製本部会総会が越一会館で行われ松本会長が再
選されました。
★7月2〜3日

新潟で研修旅行が実施さ
れました。工場見学は新
潟市内の（株）木戸製本
所。PUR製本設備、オン
デマンド印刷、小ロット
出版本の製作などを手掛
けていて製本業界の中で
も革新的な取り組みをし
ている会社です。なかで
もオンデマンド印刷機導
入のきっかけとなった自
立製本業への確立・新し
いマーケットの創造に挑
戦している結果、別会社（株）ミューズ・コーポレーションを
設立し小ロット出版本の製作に至るお話は大変勉強になりま

した。
親睦会は新潟の繁華街古町の『料亭一〆』でお世話になった
木戸社長を交えて行われました。新潟の美味しいお酒・料
理で普段より飲みが進み本音の飛び交う大変楽しい宴席と
なりました。又、翌日には六日町駅の南に位置する坂戸山
634ｍに登り、本場コシヒカリの田園風景を一望に眺めて日
頃の運動不足を解消し、思いで深い研修旅行となりました。
★7月27日

役員親和会暑気払いが新川「香取鮨」で行われ、役員ＯＢ
と意見交換をして有意義な時間を過ごしました。
★8月28日

本部ボーリング大会が高田馬場シチズンボールで行われま
した。2チームが参加しました。

○これからの動き

★9月13日
近隣の五支部研修会が、京橋支部の幹事で八丁堀の

「TAMAYA」で行われます。同じ問題を抱える近隣の支部と
の交流は毎年有意義なものになっています。
★9月24日

水道橋のドームホテルにて全製工連の全国大会が行われ当
支部から23名の参加予定です。
★11月12日又は19日

恒例の工場見学会を予定しています。

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に参加しました
　平成 28 年 9 月 4 日（日）に中央区総
合防災訓練が行われ、今年はあかつき公
園で京橋築地小学校・明石小学校・京橋
プラザの防災拠点運営委員会、防災区民
組織・町会・自治会、明正小学校 PTA、
が参加しました。
　当日の午前 7 時、東京湾北部を震源
とするマグニチュード 7.3 の地震が発生、
区内では震度 6 強を記録し、多くの区民が在宅であったことか
ら、耐震性の低い家屋の倒壊による脱出不能者、家具の転倒

による負傷者等が同時に多数
発生し、さらに 20 件の火災
が発生したという訓練想定で
行われました。
　NPO 法人地域の防災と町
づくりを研究する会では毎回
家具類の転倒防止金具や飛

散防止フィルムのブースを設け、町会の方々などに紹介を致し
ております。
　 今 回 は 2014 年 へ
そ展でもご紹介しました

「ホネプロン」（ 写 真
参照）を町会や関係
団体の方々にも知って
頂くために出展致しま
した。「ホネプロン」は

「骨・エプロン」の略
です。
　人体模型にホネプロ
ンを当て心臓の正しい位置を確認し心臓マッサージを施しま
す。子供たちにも大好評で、お子さんがお母さんの鼓動を聞
きながら心臓の位置を確認し合っていました。
　「ホネプロン」は 10/30 ～ 11/1 に晴海トリトンで行われます

「へそ展」でも体験できます。

1月13日　中央区工業団体連合会 新年顔合わせ会（中庭支
部長、長谷川相談役、古畑理事出席）銀座ブロッ
サム

1月28日　日本橋・京橋支部合同新年会 (18 名出席）　第一
ホテル東京

2月26日　「ソリュ ーション・プロパイダーヘのステップ」／

京華スクエア
日本橋・京橋合同セミナー
講師 瀬田章弘経営革新・マーケティング委員長

3月 9日　 第 9 回定例役員会
3月17日　本部理事会（中庭支部長、家住理事出席）
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ハイテクセンター

回数 開　催　日 講　　師 テーマ／タイトル

第⑤回 10月26日（水） 吉野　孝先生（早稲田大学政治経済学術院教授） アメリカ政治と大統領選挙
第⑥回 11月16日（水） 菅野　俊輔先生（江戸文化研究家） 徳川家康vs真田幸村
第⑦回 12月 7日（水） 瀧口　雅仁先生（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師） 江戸の町の危機管理〜長屋の防犯・防災対策〜
第⑧回 平成29年1月25日（水） 織田　啓成先生（薬剤師・鍼灸師） 漢方と顔のツボ健康法
第⑨回 2月22日（水） 吉村　誠先生（駒澤大学教授） 聖地でたどるブッダの生涯と思想
第⑩回 3月15日（水） 兼築　信行先生（早稲田大学教授） 和歌と伝統文化

平成28年度：第5〜10回ランチセミナー開催予定

※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16日に第10回目のセミナーが開催され、平成27年度は好評
のうちに終了いたしました。
　5月25日に平成28年度の開講式が行われたのちに、第１回目のセミナーを開催いたしました。今号では
平成27年度第10回と平成28年度第1回〜第4回をご紹介します。第5回〜第10回も、下記の通り多様
多彩なテーマと講師の方々のお話を聞く予定となっております。

金融機関では教えてくれない「金融資産運用設計」

日本人と漢字

第10回

第1回

講師
洞口　勝人 氏

（ファイナンシャルプランナー（CFP 日本 FP協会認定））

講師
笹原　宏之 氏

（早稲田大学教授）

2016年3月16日（水）12：00〜

2016年5月25日（水）12：00〜

日本では人口減少や高齢化社会
が進んでいるが、米国や豪州、イン

ド等では、移
民流入や高い
出生率を背景
に人口増加が
見込まれてお
り、今後の更
なる経済発展

日本人は「桜」という漢字を見て
「木があり、花びらの下に女がいる

ようだ」と図
を浮かべるが、

「 桜 」 の 成り
立ちは音によ
るもので、そ
んな意味はな
かった。昔、中

が期待されている。また、日本は食
料、資源、エネルギーの自給率がい
ずれも低く、食糧難や原油高等の事
態が発生した際には、円安やインフ
レ局面に陥りやすい。巨大財政赤字
による円の格下げや、米国利上げに
よる日米金利差拡大も、円安を誘発
すると言われている。このため、長
期的な視点では、円の通貨価値は
低下すると予測されており、将来安
定した生活を送るには、外貨建て資
産や株式、リート等を組み込み、円
安やインフレ局面に強い資産ポート

国人が「嬰」のように呼んだ木があ
り、音が「エイ」である事から「櫻」
となった。中国人が使う漢字の 90％
は、音から生まれていて意味は殆ど
ないが、日本人は意味の組み合わせ
で成り立つ漢字を好む。

「水面」は「すいめん」「みなも」
と読む事ができるが、「みなも」の
方が美しく感じる。読み方によって美
しさを選べる等、漢字の多様性と意
義は色々な角度から見つけられる。

近年、個性的な名前が増え、日本
の漢字の自由さが一層進んでいるよ

フォリオを作り出すこと、さらには形
成したポートフォリオを 4％程度の
利回りで運用していくことが必要で
ある。

うに感じる。多様性は大事だが、読
めなくて困る事もある。自由と放埓に
は差があるべきだ。漢字がどのよう
な道筋を辿り、今に至っているかを
伝え続けていきたい。

ランチセミナー
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知っているようで知らない「日本の伝統文化」（質問制）

71年前（1945年）の今ごろ、起こっていたこと
—敗戦を目前にした日本について考える—

地図で読む鉄道

第2回

第3回

第4回

講師
中村　義裕氏

（演劇評論家、日本文化研究家、前進座附属養成所講師）

講師
望月　雅士 氏

（早稲田大学講師）

講師
今尾　恵介 氏

（地図研究家、（一財）日本地図センター客員研究員）

2016年6月22日（水）12：00〜

2016年7月27日（水）12：00〜

2016年9月14日（水）12：00〜

日本の古典芸能を代表する「歌舞
伎」とは違い、中国の「京劇」には

襲名制がない。
女形は「旦」と
呼ばれ、梅蘭
芳という名優
がいた。しか
し、文化大革
命で従来の古

戦前、現在の中央区は、日本橋区
と京橋区という2 つの区だった。両
区への空襲は、1944 年 11月末から
はじまり、3月10日の東京大空襲で、
甚大な被害を受けた。激しい空襲が
相次ぐなか、1945 年 7 月 26 日に
ポツダム宣言が発表され、日本は降
伏するのか、それとも抗戦していく

地図を見ることで、日本の鉄道の
歴史がわかる。鉄道は基本的に人

と物の流れに
沿って作られ
ている。鉄道
が作られた目
的は、神社仏
閣に参拝客を
運ぶこと、都市

典芸能が排除されたことにより、梅
蘭芳の息子・梅葆玖の代で旦は断絶
した。しかし、伝統芸能をシステマ
ティックに残せるように舵を切り替
え、公的な学校をつくり、優秀な人
を京劇に出すようになった。

前進座は、昭和 6 年に、歌舞伎
の大部屋にいた人々が封建制に反
して、自ら劇団を作り、誰もが舞台
に立てることを目指して始まった。し
かし、歌舞伎公演が少ないこともあ
り、観客数は減少している。松竹か
ら指導のために役者を借りることも、

のかの選択に
迫られた。こ
れ以降、ポツ
ダム宣言を受
諾し、降伏を
受け入れると
いう最終的な

政治決断が発表されるまでの 20 日
間を、国民は数十万という死の代償
をもって迎えた。広島・長崎への原
爆投下、ソ連参戦という新たな事態
が、戦後世界を睨んだ、米ソの主導

に砂利を運ぶこと、電源開発するこ
と、ニュータウン居住者の足となるこ
となど様々だ。時代により鉄道の目
的が変化した他、鉄道事業の多角化
が進んだ。阪急電鉄の創業者・小林
一三による観光・レジャー施設開発、
阪急住宅地の開発、学校の誘致など
の事業は、私鉄のビジネスモデルと
なった。

線路の近代化が進み、経路改良
や勾配緩和が輸送力増強とスピード
アップに繋がっている。また、駅の
統合や乗客誘致、防諜などを理由

歌舞伎役者育成の一つだろう。全国
に拠点がある強みを活かし、今のお
客様に合う作品をリサーチして、新
しいものを生み出すことが存続のカ
ギだ。

権争いの下に起こったのである。
夏ごとに戦争が語られるが、8 月

15 日へと向かう20 日間に何があっ
たのか、その日々の連続性と代償の
大きさに思いを致したいと思う。

に、駅名も移り変わってきた。鉄道
は市民の暮らしと密接に変貌を遂げ
ている。その変貌を今と昔の地図で
見比べると面白い。今後も鉄道がど
のように変わっていくか楽しみだ。



日本三名瀑の袋田の
滝は、高さ 120m、幅
73m の大きさを誇りま
す。四段の岩壁を流れ
る水のつくり出すなめ
らかな流れや、激しい
水流などさまざまな滝
の表情を堪能し、日常
生活からかけ離れたひ
と時を過ごしました。

宿泊は滝に近い袋田温泉・思い出浪漫館。渓
流のそばに佇むとても気持ちのいい宿でした。特
に川の目の前にある渓流露天風呂は自然の中に
溶け込みながら温泉を楽しめるお風呂で、極上
の癒しの時間を楽しみました。夜は食事を楽しみ
ながらの懇親会、普段お話しする機会が少ない
会員さんとも打ち解けたひと時を過ごしました。

2 日目は奥久慈県立自然公園に位置する竜神
峡にかかる竜神大吊橋へ。橋の長さは 375 メー
トルあり、歩行者専用の橋としては本州一の長さ
という迫力を楽しみました。その後、那珂湊のお
さかな市場で昼食とショッピング、都内では考え
られないような魚の種類の多さと、値段の安さに
びっくり。

さらに大洗町のめんたいパークへ。明太子が
作られる工程がわかるギャラリーや、実際の工場
の様子がわかります。ショップではいろんな種類
の明太子が販売されており、お土産を買われて
いた方もいらっしゃいました。

帰路は水戸大洗 IC より北関東道、常磐道を抜
け、首都高で中央区役所前に到着。

道路状況も良く、予定より少し早めの帰着。参
加者は満足感と心地よい疲労感、そして大きな
お土産の袋をかかえての解散となりました。

（株式会社東美　高橋　記）

平成 28 年度の中央区工業主・従業員宿泊研
修は、6 月 24 日（金）と 25 日（土）2 日間、
茨城県結城郡八千代町にある株式会社エフピコ
の関東リサイクル工場の視察研修と、日本の三名
瀑に数えられる袋田の滝を訪れました。

参加人数は 25 名、移動は大型バスでゆったり
の行程となりました。

午前 8 時 30 分に区役所前の銀座ブロサッム
を出発、午前中に株式会社エフピコの関東リサイ
クル工場へ到着しました。

エフピコは 1962 年に広島県福山市で創業、
ポリスチレンペーパーやその他の合成樹脂製簡
易食品容器の製造・販売を主な事業としている
会社です。現在は事業の拡大とともに全国規模
の企業へと発展し、自社物流や使用済み製品の
リサイクルなども行なっています。

全国各地に営業拠点や生産工場、配送セン
ターなどがありますが、いちはやく製品のリサイ
クルにも取り組み、各地に選別センターとリサイ
クル工場を稼働させ、社会資源の問題に取り組
んでいます。

入 館 後、 エフピ
コの事業説明とリサ
イクルの考え方や仕
組みのレクチャーを
受けた後、工場内
を見学しました。収
集され山のように積
まれた容器の選別
作 業 が 行 な わ れ、
それを再生可能な
素材に還元させる

工程の説明を受けながら工場内を見学しました。
その後、つくば市内で昼食をとり久慈郡大子町

にある袋田の滝へ。

2016年宿泊研修
エフピコ関東リサイクル工場視察と

袋田の滝をめぐる


