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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　中西真進　☎ 03-4455-2500　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

　中央区と工団連による平成30年度表彰式
は、平成31年2月14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、事業主（就任20年以上）1
名、従業員（勤続20年以上）10名、（勤続10
年以上）5名。
　表彰式のあとは記念撮影をし、隣接の会場
にて祝賀懇親会が開かれました。

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。

平成30年度中央区中小企業工業関係者表彰式
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工 団 連 の 動 き平成30年9月〜平成31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

●新年初顔合せ会
　　平成 31年 1月 11日（金） 銀座ブロッサム ジャスミン　　33名出席
●常任理事会

　　第 2回 平成 31年 3月 12日（火）中央区工業団体連合会事務局会議室
　　　議題　平成 31年度定期総会について
 平成 31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 30年 10月 16日（火）

待ったなしの消費税率引き上げと初めての軽減税率
〜今から準備しておくべきポイントと対策セミナー〜

 講師　税理士　　利水　啓剛氏
　　第７回　平成 30年 11月 22日（木）

最前線の実践ノウハウから学ぶ
〜ヒット商品を生む思考のポイント〜

講師　知力経営研究所 CEO　石原　信行氏
　　第８回　平成 30年 12月 21日（金）

社員が集まる！売上を伸ばす！
〜コンプライアンス構築法〜

講師　弁護士　湊　信明氏
　　第９回　平成 31年 2月 19日（火）

人を育てるリーダーシップの新たな視点
〜 “ほめない・叱らない・教えない”人材育成とは？！〜

講師　有限会社ブレイン・アソシエイツ代表取締役　　石渡　明氏
　　第10回　平成 31年 3月 19日（火）

中小企業だからこそ経営戦略的「働き方改革」
〜働き方改革関連法の 3つのポイント〜

講師　社会保険労務士・行政書士・キャリアコンサルタント　吉岡　早苗氏
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 31年 1月 18日（金）　区役所 8階　大会議室　　121名受講
テーマ　2019年　日本経済の行く先を読む！
講　師　経済ジャーナリスト／

経済政策シンクタンクハーベイロード・ジャパン副代表　内田　裕子氏
●事　業
　（1）  「工団連会報」の発行

①　第 43号  平成 30年9月発行
②　第 44号  平成 31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 31年1月15日（火） 区役所 8階　第5会議室
②　表　彰　式／平成 31年2月14日（木） 銀座ブロッサム マーガレット

事業主　　1名
従 業 員　15名（勤続 20年以上：10名、10年〜 19年：5名）

■第20回中央区産業文化展（へそ展）
日　時　平成 30年11月4日（日）〜 11月6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　時

じ だ い

代を築
き ず

き、次
じ だ い

代を拓
ひ ら

く　故
ふ る

きを温
た ず

ねて新
あたら

しきを知
し

る、中
ち ゅ う お う く

央区の産
さんぎょう

業・文
ぶ ん か

化
　　　　※詳細については別頁掲載
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1980年の第1回から1年おきに開催されている中
央区産業文化展「へそ展」も、昨年ついに20回目を
迎えました。
今回のテーマ「時
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化」に沿ってさ
まざまな産業団体や事業所が日頃の取り組みをご紹介
しました。どのブースもご家族連れ、ご年配の方から
お子さんまで来場し大盛況の3日間でした。
初日には東京織物卸商業組合による「2019東京き

ものの女王コンテスト」が初めてへそ展会場で開催さ
れ、艶やかなきものに身を包んだ華やかな女性たちが
登壇し、観客席には立ち見が出るほどでした。
特設ステージでは古典落語、紙芝居ショーや大道芸

などのパフォーマンスをはじめ、地元サークルによる

江戸芸かっぽれ、フルート合奏、シャンソンやダンス
フィットネス、そして「出会いに感謝〜思い続けた“夢
を叶える”〜」と題し、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
による特別公演も行われるなど、連日大いに盛り上が
りました。
また、参加型のイベントとしてクイズラリー、「投資
について学ぼう！」という直感ゲームや、オリジナルの
キーホルダーやトートバッグを作るワークショップ、今
人気の障害者スポーツ「ボッチャ」を体験できるコー
ナーなどもあり、老若男女問わず多くの方で賑わって
いました。
今号では第20回を記念してたくさんの写真でへそ
展を振り返ります。

2018年11月4〜6日の3日間に
第20回へそ展が開催されました！

第20回中央区産業文化展（へそ展）開催報告！

◀ひときわ目を引いた会場のほぼ中央「へそ」の位置に飾られ
た大きなへそ展オブジェ！　ここの前で記念撮影するご来場者
も。また、会場内で写真を撮ってアップするとオリジナルの
動画をゲットできるなど楽しい企画が盛りだくさんでした。

▲会場内に設置され
た場内マップやス
テージプログラム、
ワークショップの案
内看板に足を止め
て興味のあるイベン
トの開始時間を熱心
にチェックしている
ご来場者がたくさん
いました。



5

▲第 20回へそ展のチラシ

▲ 2019東京きものの女王コンテスト

◀オープニングセレモニー

▲入場メインゲート
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第20回中央区産業文化展（へそ展）開催報告！

各支部のブースも
大盛況でした！

東印工組 京橋支部

東印工組 日本橋支部

東グラ 中央支部

月島工業会

NPO法人 地域の防災と町づくりを研究する会
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▲フィナーレセレモニー

▲ミズノプリンティングミュージアム
　館長 水野雅生氏による講演

製本組合 京橋支部
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京橋支部東印工組

日本橋支部東印工組

「平成31年新春の集い」を開催しました

へそ展に出展、忘年会、新年会を開催しました

東京都印刷工業組合、京橋
支部は、平成年1月30日（水）
新橋の第一ホテル東京に於い
て「平成31年新春の集い」
を開催しました。
金山支部長の年頭の挨拶で

は、「昨年を振り返れば自然
災害に多くみまわれました。
今年は英国のEU離脱・統一
地方選挙・Ｇ20・参議院選挙・
WPラグビー・消費税増税等、イベントの多い年で干支
最終と平成の終わり、新天皇の即位と改元など転換の年で、
支部員数も最多に戻りました（中略）」と述べられました。
また、来賓の矢田美英中央区長の祝辞では「京橋地区
は近代印刷発祥の地である。印刷・製本一体で頑張ろう！」

との激励に続き、森山照明中央区公団連会長、辻清人衆
議院議員、関連業界を代表し市瀬豊和㈱山桜社長が挨
拶に登壇されました。
田畠一弥氏の発声で乾杯し、来賓・支部員・関連業界
120人余で美味しい料理とお酒で盛大に祝賀会が開宴し
ました。

支部　　活動報告

東京都印刷工業組合日本橋支部は、へそ展にて、中央
区の子供たちに楽しんでもらえるよう切り絵・塗り絵を提
供させていただきました。
また、一般のお客様には、絵葉書を沢山ご購入いただ
き、昔の月島や開口している勝鬨橋を懐かしんでいただ
きました。「昔このあたりに住んでてとても懐かしいです。」
というお声を多くいただいたことがとても印象的でした。

忘年会は、毎年恒例のロイヤルパークホテル内ロイヤ
ルスコッツにて、ローストビーフを堪能させていただきました。
新年会は、マンダリンホテル内のKESHIKIにて、夜景

を楽しみながら料理と美酒を楽しみました。千葉の漁師
町からでてきた田舎者には、とても衝撃的な時間となりま
した。

記　青年部 株式会社コタム 田村巧次

製本業では断截作業が主たる業務のために、当組合で
は毎年断裁機特別安全講習を実施しています。これは労
働安全衛生法という法律で決められた教育規定に即して

行われているもので、罰則もありますので断裁機を扱う人
が等しく受講して従事者資格を取らなければなりません。
今年度から他の業界の方々にも門戸を開き、断裁機に従

京橋支部製本組合

▲忘年会▲へそ展 ▲新年会
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事する方々全てが有資格者であることを目指して啓蒙活
動を実施しております。

○これまでの動き

★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。河村たかし名古
屋市長のユニークな挨拶
や武田邦彦氏の資源など
に関する興味深い講演があり有意義な大会でした。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」です。
★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。今年は下谷支部の担当で、上野「翠
鳳」で開催されました。
★11月4〜6日
へそ展の報告。京橋支部の歴史パネル展示、ブロックメ
モ、レインボーメモ、和本などの販売。和本の製本加工、
オリジナルリングノート加工制作を行い印刷業とは違う
製本加工の周知啓発を行う事が出来ました。販売物は
毎回好評でリピーターも多く最終日午前中には完売とな
りました。又、4日には東京製本高等技術専門校より生徒

作成のノート、荷札、上製本などを持ち込み販売、お手伝
いしていただき、例年とは違い学生らしい華やかで和や
かな雰囲気が持てました。
★11月21日
銀座東急ホテルにて「支部長と支部長ＯＢとの懇親会」
が開催され、佐立京橋支部長も参加して組合事業や近
況報告で盛会でした。
★1月17日
「製本新春のつどい」が東京
ドームホテルにて開催され
て、当支部からは18名が出
席しました。席上ビンゴ大会が行われ盛り上がりました。
★1月23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。こち
らもビンゴ大会で盛り上がりました。

○これからの動き

★5月29日
京華スクエアにおいて支部総会が開催されます。
★7月6〜7日
HP委員会の若手組合員による研修旅行が仙台で行わ
れます。他業種の工場見学などが予定されています。

月島工業会は、2018年11月4〜6日に晴海アイランドト
リトンスクエアで開催された第20回中央区産業文化展へ
そ展に出展しました。
月島工業会の有志各社に

よる渾身の展示物には、沢
山の来場者が詰めかけ、ブー
スは大いに賑わいました。
中央区の将来を担う小学
生も多く来場し、展示パネ

ルや普段見ることのできない
工業用部品・道具に興味を示していました。
とりわけ、球形タンクを中心とした都市ガス供給模型の
展示コーナーでは、小学生が説明を聞きながら自転車用
空気入れで球形タンクに空気を圧縮して入れる体験を通
じて、都市ガスの各家庭への供給の仕組みを学んでいる
姿が印象的でした。
ご来場いただいた皆さん、ご協力くださった皆さん、あ

りがとうございました。

月島工業会

昨年9月29日に銚子方面に研修旅行に行って参りまし
た。バスも新車で運転手さんも親切で楽しい研修旅行が
できました。最初の銚子漁港の見学は生憎の台風24号の
ため市場が閉鎖されておりましたが、近年リニューアルし
たきれいな漁港で、ビデオにて入荷した鮪・鰹等の威勢
良い競りの様子の説明を受けました。続いて、創業400
年超・創立100年で関東最古の醤油業であるヒゲタ醤油

で醤油造りを
学びました。
12月には忘年
会を開催し、
カラオケで大変盛り上がり活気ある良き一年となりました。
本年2月16日に開催した新年会では落語・漫談の演芸

を楽しみ杯をかざし、全員の健康を誓いあいました。

日本橋産業協会

活気ある良き一年となりました

第20回へそ展に出展しました！

▲新年会
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ハイテクセンター

ランチセミナー

金融市場から読み取る世界経済

地図でたどる日本の地名・東京の地名

玄奘三蔵のシルクロード〜東アジアへの仏教伝来

第4回

第5回

第6回

講師　近藤　駿介 氏　（金融経済・資産運用評論家、元プロ・ファンドマネージャー）

講師　今尾　恵介 氏　（地図研究家、一般財団法人 日本地図センター客員研究員）

講師　吉村　誠 氏　（駒澤大学教授）

2018年9月19日（水）12：00〜

2018年10月24日（水）12：00〜

2018年11月21日（水）12：00〜

現在の世界経済の中心人物を1人挙げるとすれ
ば、それはアメリカ合衆国のト
ランプ大統領ということにな
るだろう。問題は山積し、国
内外に敵だらけの大統領だ
が、彼が就任してから株価は
25％も上昇した。トランプ大
統領に好感を持っていない人
はもちろん多いだろうが、投

資判断に「好き嫌い」
を加えてはいけない
という教訓の好例と
言えるだろう。
11月にアメリカは
中間選挙を控えてい
る。この中間選挙の結果によって相場が大きく左右
されるため、基本的にはその結果が出るまでは大き
な判断を避ける期間だといえる。

「地名」と言っても、その由来には様々なものがあ
る。「三本松」（３本の松が生
えていた）などわかりやすいも
のもあれば、「間々田」（「ママ」
は古語で崖をあらわす）など
現代では使わない言葉が由
来のもの、「日光」（補陀落（ふ
だらく）→二荒（ふたら）→二
荒（にこう）→日光）のように

次々と地名が変化し
て現代の地名におち
ついたものなどが一
例として挙げられる。
古来から受け継が
れてきた地名は近代
化によって失われて
しまったものも多いが、近年は歴史的な地名を取り
戻す動きも活発になってきている。

『西遊記』の登場人物として非常に有名な「三蔵
法師」。そのモデルとなったの
が玄奘三蔵と呼ばれる7世紀
の僧である。玄奘は17年半も
の年月をかけて命がけのイン
ドへの旅を決行し、帰国後は
収集した仏典を生涯に渡り翻
訳した。その玄奘がナーラン
ダ大学で学び、中国に伝えた

思想の一つに唯識と
いうものがある。「た
だ識（＝心）のみ」
と読み下せる唯識は、
心こそが世界を作る
という思想である。唯
識思想は玄奘に学ん
だ道昭によって奈良時代の日本にも伝わり、法相宗
として今でも信仰を集めている。

　2018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20日に開催され
た第10回の内容は次号でご紹介します。
　2019年度は、5月23日から来年の3月18日まで全10回のセミナーを予定しています。豊富な講師の方々
をお呼びし、毎回多種多様なテーマで開催されるセミナーは、ランチのあとたっぷりお話を聞き、終了後も質
問が飛びかうなどにぎやかに行われています。多くの会員の方々のご参加をお待ちしております。
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2018年度：第10回ランチセミナー　2019年度：第1〜10回ランチセミナー開催予定
回数 開　催　日 講　　師 テーマ／タイトル
第⑩回 2019年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〜

第①回 5月23日（木） 松原　智美先生（津田塾大学講師） 日本古代の仏像彫刻

第②回 6月26日（水） 笹原　宏之先生（早稲田大学教授） 謎の漢字 

第③回 7月24日（水） 柳川　孝二先生（JAXA社友、Koshoya2020代表） 宇宙の扉を開こう! 〜見て、考えて、そして〜

第④回 9月25日（水） 須磨　章先生（元NHK世界遺産プロデューサー） “世界遺産”が語ること

第⑤回 10月23日（水） 室山　哲也先生（元NHK解説主幹） 人工知能の光と影

第⑥回 11月20日（水） 関　和彦先生（日本地名研究所所長、京都造形芸術大学客員教授） 日本神話の天空と大地

第⑦回 12月 11日（水） 菅野　俊輔先生（江戸文化研究家） 内蔵助の50日

第⑧回 2020年1月22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⑨回 2月19日（水） 瀧口　雅仁先生（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師） 江戸の暦と庶民の冬の暮らし（仮）

第⑩回 3月18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〜

※開催日は原則水曜日ですが、2019 年度第 1 回は木曜日の開催となります。また、当日は開講式も行ないます。　※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

江戸の年末年始〜縁起尽くし〜

外国人のニッポン発見

面を広げる中国、層を重ねる日本　－漢字の違い－

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　須磨　章 氏　（元NHK世界遺産プロデューサー）

講師　笹原　宏之 氏　（早稲田大学教授）

2018年12月12日（水）12：00〜

2019年1月23日（水）12：00〜

2019年2月20日（水）12：00〜

江戸っ子は冬に入ると新年に向けての準備をす
ぐに始めた。10月の最初の亥
の日に亥の子餅を食べ、20日
には商売繁盛を願う夷講。11
月に入ると歌舞伎正月、鍛冶
職人の祭りである鞴祭り、そし
て15日には七五三と続く。12
月8日は農作業の終了日であ
る事納め、13日には煤払い、

各神社で開かれる歳
の市で新年の用意を
し、大晦日には年越
しそばを食べる。年
を越す際は寝ずに元
旦を迎え、井戸から
若水を汲み、福茶や屠蘇を飲み、初笑いをして初
夢を見る。江戸っ子は季節の移ろいや行事を大切に
し、担げる縁起は何でも担いだのだ。

2018 年現在日本には 22の世界遺産があるが、
その多くが幕末から明治にか
けて、外国人により魅力や価
値を見出されたものであるこ
とをご存じだろうか。自然遺
産として登録されている「屋
久島」の価値を世界に知らし
めたのはイギリス人のプラン
トハンター、ウィルソンであっ

た。また、フランスの
哲学者サルトルが激
賞したことで見立て
文化を根底とした日
本庭園の評価が高
まった。さらに、富士
山の女人禁制を破り、

誰もが楽しめる山にしたのは幕末期のイギリス公使
であったハリー・パークスとその夫人だったのだ。

中国と日本の漢字はそれぞれに多様性があるも
のの、その質が大きく異なる。
中国では同じ漢字でも、例え
ば北京と広東など地域によっ
て読み方や意味が異なるが、
その地域の中では読み方が
ほぼ 1種類に限られる。それ
に対して日本は同じ漢字に複
数の音読み、さらに訓読みま

でが共存し、また卵と
玉子のような表記の
違いもそのまま残る
傾向にある。これは
中国が過去の出来事
をしばしば「上書き保
存」するのに対し、日本は「別名保存」で残し、そ
の表記の揺れに新たな意味合いを見出していくとい
う文化の違いが反映されているといえる。



2017年11月8日（水）に日本橋プラザ展示ホー
ルにて開催され、大盛況のうちに幕を閉じた「中
央区ビジネス交流フェア」が今年も開催されるこ
とが決定しました！
前回は2時間半という短い時間にも関わらず、

出展企業68社、一般来場者数が約300人とい
う盛況ぶりで、出展企業の主な業種は印刷、機
械、飲食店、食品、繊維・衣服、IT・情報のほ

か、販売、コンサルティング、デザイン、不動
産など多岐に渡りました。
今年の開催内容はまだ企画中ですが、2017年

と同様、11月に日本橋プラザ展示ホールにて開
催されます。詳細が決まり次第、参加企業の募
集方法などを中央区のホームページにてお知らせ
しますので、楽しみにお待ちください！

（写真は2017年の様子です）

最新刊「商工業振興事業ガイドブック2018-2020」が
発行されました

今年も「中央区ビジネス交流フェア」が開催されます！

中央区の商工業振興施策を中心に、都・国・その他各種
機関の事業等を紹介し、中小企業のみなさまに広くご利用
いだだくため3年に1回発行されている「商工業振興事業ガ
イドブック」の最新刊2018-2020版ができました。
中小企業の経営者や従業員およびこれから起業する方に

も参考になる内容で、中央区の融資制度も紹介されていま
す。みなさまの事業発展にぜひご活用ください。
紹介されている各事業・制度にはそれぞれアクセスしや

すい二次元バーコードつきです。
なお制度等につきましては、改正になる場合があります
ので、詳細は各関係機関へお問い合わせください。

中央区商工業振興ガイドブック
トップページ

中央区商工業融資の概要
トップページ


