発 行／中央区工業団体連合会 〒104-0061 東京都中央区銀座 1-25-3 京橋プラザ３階 TEL. 03-6228-7906 FAX. 03-6228-7908

中央区が誇る食の象徴・築地市場が今
年 10 月に移転する事が決まりました。今
号の表紙は様々な築地の風景で彩りま
す。築地市場移転後も「食のまち築地」
の活気を継承するために中央区が設置し
た「築地魚河岸」は、水産物と青果物の
市場となっており、現在食と観光のスポッ
トとしてにぎわいを見せています。
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No.

今 年は第

２０18 年 3 月発行

2017 年作品「左足から茅の輪くぐり」清田道子氏
／ 2017 年 1 月撮影／撮影地：波除神社

2016 年作品「カモメが踊る」岩上行得氏／ 2016 年 3 月撮影／撮影地：築地

写真下段（時計回り）
2017 年作品「築地」落合羅々氏／ 2017 年 1 月撮影／撮影地：築地
2016 年作品「見納めの春の眺望」日下修一氏／ 2016 年 3 月撮影／撮影地：築地

回へそ 展 開 催の年です！

20

2017 年作品「歳末風景」首藤義憲氏／ 2016 年 12 月撮影／撮影地：築地場外市場
写真提供：一般社団法人中央区観光協会（中央区観光写真コンクールより）

平成 29年度中央区中小企業工業関係者表彰式が滞りなく終了しました
工団連の動き 平成 29年 9月〜平成 30年 3月
P.4 シリーズ／企業探訪第14回
「印刷業はサービス業！」 青樹印刷株式会社
P.6 シリーズ／老舗企業に学ぶ 第 13回
「お客様に愛され続ける創業 200年の老舗菓子鋪」
株式会社榮太樓總本鋪
目次
P.7 第 20回中央区産業文化展
（へそ展）
開催告知
P.8 支部活動報告
P.10 ランチセミナー 平成 29年度第 5回〜 9回講義内容／平成 30年度第 1回〜 10回開催日程
P.12 「中央区ビジネス交流フェア」
を開催しました！
P.2
P.3

平成29年度中央区中小企業工業関係者表彰式
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。

中央区と工団連による平成 29 年度表彰式
は、平成 30年 2月15日（木）銀座ブロッサム・
マーガレットにおいて、中央区長矢田美英氏、
工団連会長森山照明氏により表彰状ならびに
記念品が授与され、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）
5名、（勤続 10年以上）7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。

“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：112

“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

“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

2

中田 逸郎 ☎ 03-6228-3900 会員数：26

“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：44

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

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

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

平成29年9月〜平成30年3月

工 団 連 の 動 き

●新年初顔合せ会
平成 30年 1月 12日 (金）銀座ブロッサム ジャスミン

＊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

38名出席

●常任理事会
第 2回 平成 30年 3月 13日 (火）中央区工業団体連合会事務局会議室
議題 平成 30年度定期総会について
平成 30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
別頁掲載のため省略
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 29年 10月 16日（月）
展示会、ビジネス交流会等を活かした「中小企業のためのビジネス拡大術」
講師 中小企業庁 委嘱 東京都よろず支援拠点チーフ・コーディネーター／
中小企業診断士
金綱 潤氏
第７回 平成 29年 11月 20日（月）
社会人のためのコピーライディングとは？ ～言葉は大事な商売道具です～
講師 クリエイティブ戦略家
関橋 英作氏
第８回 平成 29年 12月 15日（金）
知って安心！中小企業の情報セキュリティ対策セミナー
講師 独立行政法人情報処理推進機構技術本部セキュリティセンター普及グループ研究員
／情報処理安全確保支援士／システム監査技術者／公認情報システム監査人／
ＩＳＭＳ審査員／ ITコーディネータ
佐藤 裕一氏
第９回 平成 30年 2月 19日（月）
事業を永続させる問題解決思考とは？ ～日常での活用がポイントです～
講師 マキシマイザー株式会社 代表取締役／日本工業大学 MOT客員教授
富沢 裕司氏
第10回 平成 30年 3月 20日（火）
中小企業の社長である臨床心理士が語る「中小企業のメンタルヘルス対策」
講師 株式会社ジャパン EAPシステムズ 代表取締役社長／臨床心理士
松本 桂樹氏
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 30年 1月 18日（木） 区役所 8階 大会議室
118名受講
テーマ 2018年 内外経済の動向
講 師 株式会社第一生命経済研究所 経済調査部・首席エコノミスト
熊野 英生氏
●事

業

（1）
「工団連会報」
の発行
① 第 41号 平成 29年9月発行
② 第 42号 平成 30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 30年1月19日
（金）区役所 8階 第 5会議室
② 表 彰 式／平成 30年2月15日
（木）銀座ブロッサム マーガレット
従 業 員 12名（勤続 20年以上：5名、10年～ 19年：7名）
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シリーズ第14回

青樹印刷株式会社

印刷業はサービス業！

お客様との信頼関係をベースに製造業からサービス業に転換
青樹印刷株式会社

代表取締役

青木

まこと

允

氏

青樹印刷は1928 年に現社長の祖父青木宏裕氏が
東京市京橋区木挽町（現在の銀座）
に於いて創業した

ではありますが、良い意味でその歴史を感じさせな
い青木現社長（5代目）の経営は今後の印刷業の方向

会社です。 今年でちょうど90 年の歴史を持つ会社

性を示しています。

創業 90年の歴史
青樹印刷は、現社長の祖父であ
る青木宏裕氏が故郷の三重県から
上京し丁稚奉公で仕事を覚え1928
年（昭和3年）に創業した会社で
す。社長のバトンは長男、次男、三
男（先代）と渡され、2013年（平
成25年）に青木允氏が5代目社長
に就任しました。
当社の強みはお客様との信頼関
係です。創業90年の歴史からも分
かるように歴代の社員ひとりの努力

青木

の結果、お客様からの信頼を勝ち
取り商業印刷としての仕事を通じて

社内システム構築の部署で現場改

日本経済の発展に寄与してきまし

善とシステム開発の経験を積みまし

た。しかし、バブル崩壊後の低成

た。当時のシステムは省力化、IT

1000人の会社から
4人の会社に転職

長期、市場環境の激変、特にイン

化の真っただ中であり仕事は多忙

ターネット普及以降のデジタル化、

を極めました。しかし、青木社長は

「いずれは戻るつもりでいた会社

IT 化に伴い印刷需要は減少しまし

「10年間という期間の中で出来る

であってもその時になってみると売

た。当社もその中の1社であり苦難

だけ多くのことを学びたかった。忙

上も減少していた中だったので正

の時を迎えていました。

しい中でも社内プロジェクトの公募

直ビビリました」と青木社長。しか

があれば手をあげて実行した」と振

し、仕事の種が眠っていることにも

り返ります。周囲からは「おかしな

気づいていました。当時の当社には

奴だ」と揶揄されたそうですが辛く

その仕事に対応できる人材がいま

なかったそうです。

せんでした。「その仕事は自分だっ

救世主となる5代目社長
青木社長は大学卒業後、先代
（現
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允社長

社長の父）の決めた印刷会社を断

そんな有意義なサラリーマン生活

たらできる。行ける！」と思い2010

り、10年間の約束を取りつけ自分

を続けていた時、先代から連絡が

年に入社します。そして早速その仕

で決めた会社に就職します。後にこ

入りました。
「会社に戻ってきて欲し

事の種を育てます。その種とはデー

の時の決断が吉となります。就職し

い。
」約束の10年は経過していませ

タ加工の仕事です。市場環境の変

た会社は大手企業の物流部門で、

んでした。

化からお客様は紙媒体からWeb 化

（電子化）への対応を当社に依頼し

入稿原稿

ていました。当社には永年の商業
印刷（紙媒体）の実績があります。
お客様としても業務内容や商品のこ

納品物

青樹印刷の
ワークフロー
入力

とをよく知っている既存業者にWeb
のデータ加工を依頼した方が効率
もよく安心だったのです。過去の信
頼関係がベースになった新たな仕
校正

事です。青木社長がこの仕事に対
応できたのは、大手企業でシステム

集計・加工

関連の業務経験があったことに他な
りません。その後、前述の通り、
2013年に社長に就任しました。

業績回復の2つのポイント

業務効率も上がります。チームワー

ことを青木社長は「サービス業化」

クの良い組織となりました。

と称しています。印刷（製造）だけ

青木社長が入社したことで新たな

2つ目は印刷業界の組合に参加

に拘っていれば出来なかった発想で

仕事の展開も可能となり減少してい

することで仕事の幅を広げたことで

す。ただこの展開が可能なことは、

た売上が回復してきました。そのポ

す。元々人付き合いが好きであった

お客様との信頼関係がベースである

イントを2つ紹介します。

青木社長は積極的に組合活動に参

ことが重要です。この点では、先代

1つ目は、商業印刷の復活です。

加します。東京の印刷は分業化の

をはじめとする諸先輩の方々のお陰

データ加工の仕事と商業印刷の

進んだ業界です。今まで考えたこと

であり青木社長は感謝をされていま

売上比率を5対5にする目標を立て

もなかった技術を保有している会社

す。次にお客様からの臨機応変な

ます。商業印刷を減少させてこの目

が組合に所属していることを知りま

要求に対して今後も誠実な仕事を

標を達成しても意味がありません。

す。ここで新たなビジネスの展開が

熟すためには、社員のモチベーショ
ンや能力の向上が必要でしょう。

そこでオンデマンド機を購入しまし

可能となりました。この組合のネッ

た。外注に出していた仕事を内製化

トワークを活用することでお客様に

この点においても、
「社員教育の

しただけでなく、狙い通り、新規の

色々と提案が出来るようになりまし

充実と社内体制の整備が自分の仕

売上を確保することができました。

た。その結果「断る仕事がなくなっ

事です。
」と言われています。

例えば海外企業が日本で行う会議

た」と言われます。人付き合いが

資料を印刷する仕事を受注します。

好きな青木社長は忙しそうにしてい

小ロットの仕事ではありますが、お

るお客様にヒアリングを行い、組合

客様にすれば本来の仕事ではない

との協業で行える仕事の幅を広げ

最後に将来のビジョンを聞いてみ

面倒で時間がかかる作業です。こ

て行きました。企画力・提案力が

ました。
「拡大していく気はありませ

のニッチな分野で当社の役割を確

身についたのです。

ん。強い会社を目指したい。強い

立させました。
この展開には副産物もありまし
た。印刷チームとデータ加工チーム

印刷業はサービス業

強い会社を目指す

会社とは社員の能力が高く、事業付
加価値が高い会社です。
」と青木社
長は言われました。筆者は仕事柄

は完全に分かれており、互いにその

前述の通り、青木社長の経験と

年間100社以上の中小企業に伺い

仕事内容を知りませんでした。そこ

持ち前のコミュニケーション力で、

経営者と面談する機会を持ちます

でデータ加工チームにオンデマンド

業績を回復させました。2つのポイ

が、現在の大きな課題となっている

機の責任者を立てて交流を促しまし

ントを換言すれば、お客様の困りご

「事業承継」がここまで上手くいっ

た。この狙いも成功します。互いに

とが仕事の種であり、その結果、

た事例と今後に期待できる会社に

興味を持って相互の仕事ができるよ

お客様は本業に専念することができ

出会うことは滅多にありません。是

うになり、フォローし合える組織風

る。青樹印刷の強みは win-win の

非青樹印刷の経営を参考にしてくだ

土、一体感が醸成されました。当然

関係性を構築する提案力です。この

さい。
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シリーズ第 13 回
老舗の菓子舗

株式会社榮太樓總本鋪

お客様に愛され続ける創業200年の老舗菓子舗
お客様に愛されて200年

子に工夫を重ねて、最高の

株式会社榮太樓總本鋪の創業は文政元年（1818年）。細

材料で愛情を込めて美味し

田徳兵衛が2人の孫を連れて現在の九段下で和菓子舗「井筒

さと品質を第一にお菓子を

屋」を構えたのが始まりです。

作り、どんな時代でも『親

転機は、徳兵衛の曾孫にあたる3代目細田安兵衛（幼名栄

切に作り、親切に売る』こ

太郎）
の時です。栄太郎は幼い頃より、父とともに日本橋の袂

とを心がけます。そして、

にある屋台を切り盛りしていました。そこで焼く金鍔は「大きく

当社には伝統に胡坐をかく

て甘くて美味しい」
と評判を呼び、川柳や流行歌を詠まれるほ

ことなく常にチャレンジして

ど江戸中に広まったといいます。そして安政4年（1857年）
、

いく社風があります。商品の品質など守るべきものは守り、容

現在の日本橋本店がある場所（旧名日本橋西河岸町）に九尺

器の改善、包装の改善など、お客様や市場が要求しているこ

▲細田 眞社長

二間の小さな店舗を構えました。可愛がってくれた日本橋魚

とには守りにならず、時には社内で大論争を繰り広げながらも

河岸の人々に感謝を込めて、当時の屋号「井筒屋」改め、

「温故知新」というテーマを掲げながら時代を先取りした提案

自己の幼名にちなんだ「榮太樓」としました。現在の細田眞

を続けてきました。細田社長は2008年社長就任から現在ま

社長で8代目となり今年でちょうど創業200年を迎えます。

榮太樓總本鋪の商品づく
り

での間に、「にほんばしえいたろう」と「からだにえいたろう」
という2つのブランドの立ち上げでそのことを実践しています。
また細田社長は組織マネージメント、リーダーシップの在り
方も今の時代に合わせて改革してきました。戦後の東京は、

お客様に愛され続けている商品といえば、何といっても日

焼け野原からの復興が大命題でした。この時はトップの強烈

本橋の屋台時代から販売している「金鍔」です。その名が表

なリーダーシップが必要です。実際に現社長の祖父の時代に

すように「刀の鍔」をかたどった菓子です。箔のように薄く伸

は、そのリーダーシップが戦争で壊滅した会社を復活させま

ばした小麦生地で餡を包み、丸く成型したものをごま油で香

した。時は経過し現代ではそのリーダーシップが機能しない

ばしく焼く製法は、江戸から今に至るまで変わっておりません。

組織が見受けられます。当社も十数年前までは、「部下が上

次に「榮太樓飴」でしょう。江戸の庶民には高価だった有

司に提案すること、意見を言うことはいけない社風だった。
」

平糖（あるへいとう）をもっと気軽にと創意工夫から生まれた

と細田社長は言います。この組織を言いたいことが言える風

「梅ぼ志飴」が代表的です。まだ固まりきらない紅着色の飴
を鋏で切り、指でつまんだ三角の
形が梅干しに似ていると、洒落好
きの江戸っ子たちが「梅ぼ志飴」
と名付けました。以来、有平糖の
製法技術をもとに黒飴、抹茶飴、
紅茶飴と続き、平成に入り、のど飴

通しの良い組織へと変えました。
老舗企業とは横道にもそれず本業を深掘りすること、そし
て時代に合わせて革新する企業であるといえます。

世界に和菓子を届ける
最後に今後のビジョンを聞いてみました。細田社長は「日

と国産果物使用、無香料・無着色のフルーツキャンディ「果

本の和菓子を世界に届けること」だと言われます。和食や和

汁飴」が榮太樓飴シリーズに加わりました。江戸からの製法

菓子が外国のかたに人気ですが、当社商品もまた、喜んでい

を受け継ぎ、これからも自然の味を大事にしながら、安心安

ただけるものと思います。

全で、美味しく食べていただける商品づくりを続けていきます。

社是「味は親切にあり」
創業以来の商品作りを徹底させるため、先代（現社長の
父、細田安兵衛氏）は「味は親切にあり」という社是を作りま
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した。初代が考案したお菓

安心安全で多様性のある日本のお菓子は世界の人から求
められ、誇れることに違いありません。2020年の東京オリン
ピックには世界のリーダーや選手が東京に集います。当社は
和菓子で世界の人たちを笑顔にできればと思います。
株式会社榮太樓總本鋪

中央区日本橋 1-2-5 栄太楼ビル 7F
電話 03-6880-2900（代）

は
2018年

展
そ
へ
第20回
！
す
で
年
の
開催

第 20回中央区産業文化展（へそ展）が、11月4

について、その歴史的歩み、現状、未来への展望

この「産業文化展」は、中央区の代表的な地場産

与するとともに、青少年に対する「地域産業教育」
に

日から6日までの3日間にわたり開催されます。

業である印刷・製本産業、付加価値の高い加工業

である機械・金属や食品産業、まちづくりの基礎と
なる建設産業、ファッショナブルな繊維産業、さら
に現代に生きる伝統工芸など中央区の代表的産業

などを広くご紹介し、区内産業の振興、発展に寄
役立てることを目的として隔年で開催しています。

毎回多彩なイベントやワークショップなど楽しめる

企画が盛りだくさんですので、ぜひ皆様お誘い合わ
せの上ご来場ください。

入 場 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）
無 料 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

※写真は第 19 回へそ展会場の様子
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支部
東印工組

活動報告
京橋支部

平成 30年 京橋支部「新春のつどい」を開催しました
東京都印刷工業組合
京 橋 支 部 は、1月25日
（ 木 ） 午 後6時 から第
一ホテル東京で支部員、
青年部（京青会）会員、
来賓、業界関係者ら約
130人が新たな年のス
タートを盛 大に祝 いま
した。
金子洋一郎副支部長
の司会進行、十文字明
雄副支部長の開会のこ
とばで始まりました。
年頭挨拶で、金山智
一支部長は「株式相場
の格言で『戌年は笑う』と言われています。来年は元号
改正、ラグビーワールドカップ、2020年には東京オリンピッ
ク・パラリンピックがあり、それらが必ずやビジネスチャ
ンスになり、皆さんの社業に寄与するものと確信しており

東印工組

ます。今年は IGAS 展もあり、組合活動ではより付加価値
の高い事業を増やして支部の活性化とし部員増強に努め、
喫緊の課題である事業承継、人材不足、ダイバーシティ、
働き方改革への対応も組合と支部が一丸となって勉強・
研究していきたい」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、関連会社代表の辻重
紀富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱社長
の祝辞ののち、
田畠一彌支部顧
問の発声で祝杯
を挙げ、祝宴で
は新加入組合員
2名を紹介すると
ともに、 京 青 会
による福引で楽
しみました。
花崎博巳支部顧問の中締め、荒川治彦副支部長の閉
会のことばで散会しました。

日本橋支部

平成 30年新春の集い &青年部活動開始！
東京都印刷工業組合日本橋支部は、昨年末に忘年会
および、1月19日（金）に新春の集いを開催いたしました。
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
論をいたしました。
また、昨年、齋木青年部長の下、6人体制で発足した

▲忘年会
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▲新春の集い

青年部は、活動を活発化させており、年始早々、青年部
内にて勉強会を持ち回りで開催する、「持ち回り定例会」
の第1回目を実施いたしました。第1回目は、青木東青協
議長に登壇いただきました。
新旧の交流・情報交換を深めながら、日本橋支部は活
動・飛躍していく一年となりそうです。
記

青年部 株式会社コタム 田村巧次

▲青年部第 1 回勉強会

製本組合

京橋支部

組合では近年身体の切断など重大事故はなくなりまし
たが、指を挟んだり切ったりという比較的軽い怪我や事
故は頻繁に起きているようです。それを踏まえてアンケー
トを実施しました。
今回のアンケートによる結論としては、機械を作動させ
ながら行った掃除や調整の事故が40％、慌てる、おしゃ
べりなど作業への集中力の欠如による事故が40％と、社
内教育で防げる事故が80％を占めました。
改めて教育の重要性を認識する結果となりました。シー
ルを作成して啓蒙活動を実施しております。

カット、打ち抜き加工の（株）
ロッカ、バスター製本の（有）
オザワ様で行われました。
★1月12日
「製本新春の集い」が東京ドームホテルにて開催され、
当支部からは20名が出席しました。
★1月23日
新年研修会がコートヤード・マリオット銀座東武ホテル
で開催され、矢田区長、森山工団連会長にもご臨席を賜
りました。恒例のビンゴで盛り上がりました。

○これまでの動き
★9月13日
「5支部研修会」地域的な問題を抱える近隣の支部との
恒例の研修会が行われ、組合員減少による厳しい財政
の中での支部運営を話し合いました。
★11月6日
支部製本会館において、
コンサルタントの神田氏を講師
にSAPPS（ 製本産業個人情報保護体制認定制度）の更
新講習会が行われました。認定企業12社全員が受講し
ました。
★11月25日
恒例の工場見学会は、荒川区の（有）TOMY’S、
レーザー

★3月4日
高田馬場シチズンボールにてボーリング大会が行われ
ました。

○これからの動き
★5月下旬
京華スクエアにおいて通常総代会が行われます。支部長
を含めた役員会改選が行われます。
★6月23〜24日
支部旅行が神戸で行われます。大阪では工場見学、又六
甲山のハイキングも計画されています。
★6月中旬
健康診断実施

東京グラフィックサービス工業会

「ビジコン！2017」で研美社の坂井さんが都知事賞を受賞
東京グラフィックサービス工業会が公益社団法人として
の活動の一環となる第5回「ビジコン！2017」（ビジネス
アイデアコンテスト）が29年度も開催されました。
こちらは、1. 都民に有益と判断される、2. 独自性が高い、
3. 既存のものであっても活用
方法に工夫がある、の観点か
らひろく一般の方からもアイデ
アを募集し、ビジネスを通し
て都民の公益に寄与しようとい
う活動です。①印刷・紙関連
部門、 ②アプリ部門、 ③アイ
坂井智子さん
デア部門の3つのカテゴリーに、

会員・社員・学生などから55件の応募があり、11月25日
（土）にファイナルプレゼン大会が開かれ入賞作品が決
定し、第1位に、中央支部の株式会社研美社・坂井智子
さんの「テーマパーク、イベント会場での迷子札をかわ
いく作ろう！」が選ばれ「東京都知事賞」が授与されました。
優勝作品に選ばれた審査員評価は、「体験に根差した
着眼点に説得力がある。企画内容・プレゼンともに素晴
らしい」、「ニーズが明確で導入メリットも大きい、ビジネ
ス化の可能性が見込まれる」というものでした。
この「ビジコン」は毎年開催され、会員だけでなく広く
一般の方も参加することができるので、次回の第6回には
みなさまのビジネスアイデアをぜひお待ちしております。
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ハイテクセンター

ランチセミナー
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。第 10回の講義内容は次号でご紹介します。
平成 30年度は、5月16日から来年の 3月20日まで全 10回のセミナーを予定しています。各回、多彩なテーマで知識
豊富な講師の方々により、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。
平成30年度：第1〜10回ランチセミナー開催予定
回数
第①回

開

催 日

講

平成30年5月16日
（水） 太田

テーマ／タイトル
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②回

6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）

本当に健康的な食事とは？

第③回

7月25日
（水） 落合

弘樹先生（明治大学教授）

歴史から学ぶ人間力

第④回

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

第⑩回

3月20日
（水） 三遊亭

※開催日は原則水曜日です。

第5回

兼好先生（落語家）

※平成30年度第 1 回目は開講式も行ないます。

講師

砂井

紫里 氏

（早稲田大学高等研究所・助教）

ムスリム（イスラム教徒）の暮ら
しは、神（アッラー）を信じ、それ
を自身の生活
で表す。ムスリ
ムにとって、あ
る行為をする
か、しないか
は、イスラーム
の 教 えにもと

第6回

瀧口

※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

づき各自が判断する。最近よく聞か
れる「ハラール」という言葉は、
「許
された」モノ・コトを意味し、生活
全般のみちしるべになっている。例
えば豚肉やアルコール不使用食品
が「ハラール認証」を受けているが、
自分にとってハラールであるか否か
は、必ずしも認証と一致するとは限
らない。またムスリムの女性はベー
ルを着用する人も多いが、
「どこまで」
旅行者や消費者の選択を広げる
「どのように」覆うかは、個人の判
意味でも、ハラールの豊かさとムス
断、または住んでいる場所によって
リムの暮らしのしなやかさの理解が
異なっている。
進むことを願う。

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〜

2017年11月15日
（水）
12：00〜
講師

－漢字の違い－

健康第一・兼好一番～笑いで脳を元気に～

暮らしから学ぶイスラームと日本

2017年10月25日
（水）
12：00〜

雅仁 氏

（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師）

京の着倒れ、江戸の食い倒れとい
う言葉があるように、江戸の町には
食べ物があふ
れていた。自
宅では、電気
やガス、水道
が完備されな
い中、一汁一
菜または三菜
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師

鈴子先生（昭和女子大学特任教授）

という粗食で、味噌汁や豆腐をおか
ずに健康的な食事をしていた。外食
では、江戸湾で採れた鰻、魚介を
使った天ぷらの他、落語にも登場す
る「二八そば」
、江戸っ子の短気な
性格に合ったようだ。寿司では、上
方では太巻、江戸では細巻が好まれ
た。芝居を観る時に「助六寿司」を
食べることがあるかと思うが、
お稲荷
さんと巻物を、歌舞伎の「助六所縁
江戸桜」に登場する江戸っ子の代名
詞・助六の彼女である揚巻花魁に見
立て、油「揚」げと「巻」物から名

付けられたと言う。芝居や落語、江
戸っ子の好んだ食には、今の日本食
につながるもの、和食の中で忘れら
れたものがあり、見直していいので
はないか。

第7回

日本の國酒「日本酒」
の楽しみ方

2017年12月6日
（水）
12：00〜
講師

山川

秀之氏

（ガストロフーズ東京代表・国際きき酒師）

日中国交回復の晩餐会で、中国
が自国の酒「白酒」で乾杯したこと
を受け、当時
の大平首相は
日本酒・焼酎を
「 國 酒 」と命
名し、 乾杯の
際に使用する
ことを 提 案し

第8回

た。その後、歴代の総理大臣が「國
酒」の色紙を作成し、蔵元に飾られ
るようになった。
近年、国内のアルコール消費量に
占める日本酒の割合は減少し、蔵元
の数も減少している。醸造免許を保
持したまま休止している蔵元も多い。
ただ、蔵元ごとの味の違いが評価さ
れたり、海外で日本酒にまつわるイ
ベントが開催されるなど、認知度が
高まり、輸出量が増加しているのは
明るい話題である。
日本酒の味を決するのは、酵母や

杜氏の腕によるところが大きい。冷
やす、燗をつけるなど、種類によっ
て美味しく飲む方法も異なる。日本
の國酒の消費が伸びることを期待し
たい。

笑門来福 ～落語に学ぶコミュニケーション術～

表現するときは、子は上に伸ばした
手を大きく動かし、斜め上を見上げ
三遊亭 兼好 氏
る、親は手を差し伸べ、上から優
（落語家）
しく見守る。これで客は「親子が並
落語は、
ドラマや芝居と異なり、座
んで歩いているな」とわかるわけで
布団に座ったままで演じ、使う道具
す。刀を抜く様子を表す場合は、扇
は扇子と手拭
子を腰のあたりから斜め上に動かし、
いくらいです。 動きに沿って視線を動かす。それで
1 人で、年齢・ 「刀を抜いている」と想像できます。
男女を問わず
客は噺家のしぐさを見て想像力を
何人もの人間
働かせ、自分の人生経験にもとづい
を演じます。た
て、情景を想像して初めて笑うこと
とえば親 子を
ができます。噺家は「話の内容を想
2018年1月24日
（水）
12：00〜
講師

第9回

像しやすい状況をつくる」
、客は「聞
いて想像する」
、落語はこのような双
方のコミュニケーションで成り立つ
娯楽といえるでしょう。

漢字にとって誤字とは何か

数の形がある。これは「誤字」であ
ろうか。当用漢字表の頃から、１つ
笹原 宏之 氏
の漢字の書き方は１種類と限って
（早稲田大学教授）
はいなかった。平成２２年の改定常
漢字にとって「誤字」とは何であ
用漢字表で、はね、とめなど細かな
ろうか。「おんな」という漢字を手書
違いは、同じ「字体」であると明記
きした場合に、 された。「おんな」の書き方の差異
二画目の「ノ」 は、同じ「字体」の範囲にある。
の上の部分は
しかしある漢 字を別の字として 「壁」と書いた場合には「誤字」と
三画目の「一」 使ってしまうと、それは「誤字」とな
なる。
の上に出るか、 る。「かんぺき」という単語は「傷の
書くたびに、書く人ごとに細かな
出ないか。書く
ない宝玉」という意味であり、
「完璧」 違いが生まれる漢字を、おおらかに
人 によって複
と書かなければならないので、もし
楽しんでほしいと思う。
2018年2月21日
（水）
12：00〜
講師
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「中央区ビジネス交流フェア」を開催しました！
平成29年11月8日（水）
・日本橋プラザ展示ホール

など、日頃交流の

にて、業種を超えた交流、商取引の拡大を目指す区

ない異業種の方々

内中小企業等を支援するため、中央区しんきん協議

と接する機会が設

会、東京都よろず支援拠点ほか区内産業関係団体と

けられました。

共催で展示会および商談交流会を同時に行なう「中
央区ビジネス交流フェア」 を開催しました。

終了後の参加者
アンケートでは「コ

開催は午後2時～午後4時30分の2時間半という短

ンパクトさやご近

い時間でしたが、出展企業68社、一般来場者数が

所 感 が むしろ良

約300人という盛況ぶり。出展企業の主な業種は印

かった」「他の展

刷、機械、飲食店、食品、繊維・衣服、IT・情報の

示会・交流会と比

ほか、販売、コンサルティング、デザイン、不動産

べ て効 率 的 で密

など、バラエティに富んだ様々なブースではご来場

度の濃いイベント

社や出展企業同士での名刺交換や情報交換などが盛

だった」「小規模

んに行われていました。

の会社にとっては無料でこのようなフェアに参加でき

また、別会場で行われた商談交流会には58社が参
加し、参加企業同士で互いのビジネス紹介を行なう

るのは大変ありがたい」 などの声も多く、好評のう
ちに幕を閉じました。

