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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　荒川 治彦　☎ 03-3552-1855　会員数：86

“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　石川 智朗　☎ 03-3666-8458　会員数：22

“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：28

伝統の技能、いま華開く
製本・日本橋
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　川﨑 淳　☎ 03-5560-6511　会員数：14

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

皆様こんにちは、会長の森山です。
第21回中央区産業文化展「へそ展」を皆様のご
協力により、11月13日から15日の3日間無事に開催
することができました。
前回は延期ではなく中止としたため関係者の異動

などもあり、手探りでの準備となりました。永井運営
委員長をはじめ委員の皆様、区の担当者の皆様に
は大変ご苦労をおかけいたしました。また、今回の
「へそ展」はコロナ禍での開催で、皆様もかなりご
心配のことと思いましたが、コンパクトに開催したこ
とで空間も適度に設けることができました。あまり密
になることも無く大成功だったと思います。
中央区産業文化展は最初の頃は、東京2020大会

のオリンピック選手村（後に晴海フラッグというマン
ションが建ち並ぶ）の地にかつてあった、東京国際
見本市会場（通称・晴海国際貿易センター）で中央
区工業文化展という名称で行われたと聞いています。
工業文化展の記憶はありませんが、冬にはスケートリ
ンクになって父に連れて行ってもらったことを覚えて
います。
その後、日本橋高島屋の催事会場に印刷組合の
皆様が実物の印刷機を展示しカラー印刷を実演した
のを覚えています。その後、日本橋プラザにて開催
をしました。
今と比べて加入団体も多くかなりの賑わいでした。
これからの工団連としては、仲間を増やすことが大
事ではないでしょうか。
加入各団体の人員減少がみられるこの頃ですが、
今こそ団体を増やし群れを成す時ではないでしょう
か。私も中央区に居住しておりますが、小さな鉄工
所、印刷会社、製本会社が知らないうちに廃業して
いる昨今です。皆様のお近くに「ものづくり」を生業

としている団体はござ
いませんか。新しい業
種が仲間に加われば
新しい知恵が出てきま
す。「へそ展」も活性
化すると思っています。
なかには「工団連

もどうなるかわからな
い」との声も聞こえて
きます。
どうなるかではなく、

「なんとかしなくては」だと思います。
積極的に参加してください。積極的に参加すること

で、中央区とのパイプもより強固なものになります。
中央区工業団体から中央区ものづくり団体に変化

し、仲間を増やし、中央区の賑わいをさらに活性化
することが大事ではないでしょうか。
印刷製本発祥の地、中央区を大事にしたい。
横の仲間が増えることで、新しい知識が生まれま

す。政治ではありませんが、数が大事です、同じ方
が毎回中心になるのではなく、多くの皆様が参加す
ることで新しいものが生まれるのです。
来年は工団連60周年記念行事を開催いたします。
全員参加の周年行事にしたいと思っています。会
員の皆様にぜひ参加していただき、素晴らしい会に
できるように頑張りたいと思います。
まだまだコロナが続きますが、皆様には健康に留
意していただき、年末を乗り切り輝かしい新年をお
迎えください。
思いつくまま書いてしまいましたが、これからも皆
様のご協力を切にお願いし、巻頭の挨拶とさせてい
ただきます。

第21回中央区産業文化展「へそ展」を終えて
中央区工業団体連合会 会長　森山 照明

▲へそ展会場にて
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工 団 連 の 動 き令和4年度8月〜12月

●企画委員会
　　第 1 回　令和 4 年 8 月 18日（木）

　　　議題　工団連創立 60周年記念事業について
令和 4年度中央区中小企業工業関係者表彰について
令和 5年度事業計画及び予算について
　・宿泊研修の候補地について
ビジネス交流フェア 2022

●広報委員会
　　第 2 回　令和 4 年 10月 4 日（火）

　　　議題　工団連会報（第 54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（第 3 回〜第 5 回は 8 ページに講義内容を掲載）

　　第 4 回　令和 4 年 9 月 14日（水）
自然災害と社会　講師　元ＮＨＫ解説主幹　室山　哲也氏

　　第 5 回　令和 4 年 10月 19日（水）
地図でたどる鉄道 150年の歩み　講師　地図研究家　今尾　恵介氏

　　第 6 回　令和 4 年 11月 16日 (水）
伝統芸能から知る江戸の文化　講師　芸能史研究家、恵泉女学園大学講師　瀧口　雅仁氏

　　第 7 回　令和 4 年 12月 14日 (水）
箱根駅伝の今昔と功罪　講師　時事通信社編集局解説委員　滝川　哲也氏

　経営セミナー　　
第 6 回　令和 4 年 9 月 15日（木）

〜中央区ビジネス交流フェアにもいかせる〜　販路開拓・商談成功のポイント
　　　　　　講師　中小企業診断士　金綱　潤氏・水口　健氏

第 7 回　令和 4 年 10月 13日（木）　
変化の時代だからこそ、基本から見直すブランディング

　　　　　　講師　株式会社サクラ前線代表取締役、中小企業診断士、
ブランド・マネージャー 1級　櫻田　登紀子氏

第 8 回　令和 4 年 11月 18日（金）　
コロナ禍を生き抜くための自社マーケティング
〜事業の方向転換・アフターコロナを見据えた事業計画を考える〜

　　　　　　講師　株式会社 Estudio ALMA代表取締役・中小企業診断士　石川　知穂氏
第 9 回　令和 4 年 12月 9 日（金）

デジタルをフル活用した中小企業の成長戦略
　　　　　　講師　株式会社スプラム代表取締役　中小企業診断士、　リテールマーケティング（販売士 1級）、

イベント業務管理士 1級、経営士　　　竹内　幸次氏
●ビジネス交流フェア2022

（主催）中央区
（共催）中央区工業団体連合会  中央区商店街連合会　中央区しんきん協議会　東京都よろず支援拠点　

　　　中央区中小企業経営支援センター　東京商工会議所中央支部
令和 4 年 11月 22日（火）　日本橋プラザ 3階 展示ホール・会議室
　　　出展社　50社　　　バイヤー　9社　　サプライヤー　26社

●事　業
（1）　「工団連会報」の発行

①　第54号　令和 4 年 12月発行
（2）　事業主・従業員宿泊研修会　 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点により見学する工場閉鎖の為、中止 

令和 4 年10月 7 日（金）〜 8 日（土）
場所：焼津黒潮温泉「ホテルアンビア松風閣」／施設見学：富士フイルム株式会社　吉田南事業場

（3）　第 21回中央区産業文化展　〜へそ展〜
令和 4 年11月13日（日）〜 15日（火）

場所　　晴海アイランドトリトンスクエア2階　グランドロビー
テーマ　「人と街が新化し、産業・技術の進化が生まれる」

ビジネス交流フェア2022 ▶
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第21回中央区産業文化展（へそ展）が開催されました！
2022年11月13日（日）・14日（月）・15日（火）
会場：晴海アイランド トリトンスクエア グランドロビー

人と街が新化し、
産業・技術の進化が生まれる

中央区産業文化展（へそ展）とは中央区の産業活
動について、その歴史的歩み、現状、未来への展望
などを広く紹介し、区内産業の振興、発展に寄与する
とともに、青少年に対する「地域産業教育」に役立て
ることを目的に隔年で開催されていますが、2020年
は新型コロナウイルス感染症の影響によりやむなく中
止となったため、4年ぶりの開催となりました。来場者
の往来が密にならないなど感染予防対策を万全に行っ
た上での開催です。
第21回は、「人と街が新化し、産業・技術の進化
が生まれる」をテーマに区内の産業・文化に係わる
各団体・企業が出展し、会場内の特設ステージでは様々
なイベントが催され賑わいを見せていました。
初日の11月13日（日）は、中央区長・山本泰人氏、
中央区産業文化展第21回実行委員長・森山照明氏に
よるあいさつを皮切りにテープカットが行われ、華々
しく開会されました。
2日目の14日（月）はサンミュージックプロダクショ

ン所属のお笑い芸人・小島よしおさんによる特別講演
が行われ会場が大いに盛り上がりました。
他にも特設ステージでは、SDGsやサステナブルに

ついて登壇者がわかりやすく説明したり、会場を沸か
せる紙芝居SHOW、ミズノプリテック株式会社の水野
会長による築地居留地と近代音楽の歴史の話や懐か
しい曲の歌唱、中央区ゆかりのサークルによる催しなど、
連日趣向を凝らしたイベントが行われました。
工団連の各支部も協賛に名を連ね、東京都印刷工
業組合京橋支部・東京都製本工業組合京橋支部・
NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会が出展し
ました。他にも中央区企画として「中央区工芸ものづ
くりの会」による区内の伝統工芸品の展示販売やその
他各団体・企業によるワークショップが実施されました。
今回も区内の小学生が時間を区切って来場し、元
気いっぱいの笑顔でステージやブースを回り、コロナ
禍前の日常が少し戻った様な賑やかさでした。

（文・写真：OLI-MIA design 髙橋）

▲東京都印刷工業組合京橋支部 ▲東京都製本工業組合京橋支部 ▲ NPO 法人地域の防災と町づくりを研究する会
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▲小島よしおさんの特別講演「小島よしおが語る！ 〜中央区の魅力と自身の『シンカ』について〜」は立ち見が出るほどの大盛況！（写真提供：株式会社博展）

▲中央区工芸ものづくりの会 ▲小津和紙 ▲うなぎ登亭

▲賑やかな紙芝居 SHOW に子供たちも大はしゃぎ ▲ミズノプリテック（株）水野氏の講演では生演奏と歌唱がありました

▲展示に足を留めて話し込む姿も見られました ▲中央区企画・ワークショッププログラム
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日時：令和4年10月15日（土）
開催コース：江戸崎カントリー倶楽部（茨城県稲敷市）

南コース
参加人数：16名
幹事：石塚英生／副幹事：田部井高仁
京橋支部支部員の親睦を目的として、毎年秋に予定

しておりますゴルフコンペ「京橋オープン」が今年も10
月15日に茨城県稲敷市にある「江戸崎カントリー俱楽部」
で開催されました。
参加者は荒川支部長はじめ支部員15名とゲストとし

て日本橋支部の㈱ナカニワ印刷の中庭さん（女性）が
参加いたしました。
今年は例年になく気候の変動が激しく天気予報も毎

日のように変わってしまう時期であり、当日も早朝は小
雨が落ちていましたが、支部長の熱い願いが叶い、スター
ト時点では雨も止み、時々日差しのある絶好のゴルフ
日和の中、皆さん和気藹 と々プレーを楽しんでいました。
会場の「江戸崎カントリー俱楽部」は1964年（昭和
39年）に開場した50年以上の歴史のあるゴルフコース
です。プロのトーナメントとしては、日本プロシニア選手権・
日米女子プロ対抗戦・東鳩レディースオープンなどの
公式戦が開催されたコースでもあります。コースメンテ

京橋支部東印工組
「2022京橋オープン」が開催されました

ナンスや整備またクラブハウスの従業員の対応もきちん
と行き届いた本格的なコースで、参加された皆様は日
頃の練習の成果を十分に発揮されたことと思います。
コロナ感染症も第7波が収束に向かっているなかで、
プレー終了後はコンペルームにて軽食を摂りながら仕
事のことゴルフのことなど諸々懇談し成績発表も行いま
した。大会は「新ぺリア方式」にて各自のハンデキャッ
プを計算し、幹事さんが全員に賞品が渡るように配慮
しながら表彰式が行われました。以下に成績の一部を
記しておきます。（敬称略）	 （文責　新井修次）

優　勝 新井 修次
（研友社印刷㈱） 46・41 グロス

87
ハンデ
13.2

ネット
73.8

準優勝 植草 敏生
（千葉共同印刷㈱） 42・49 91 14.4 76.6

三　位 吉田 太郎
（㈲吉田印刷所） 62・52 114 36.0 78.0

支部　　活動報告

▲荒川支部長を囲んで記念撮影

▲荒川支部長による始球式 ▲荒川支部長より優勝賞品の授与
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令和4年9月4日、あかつき公園を主会場に中央区総
合防災訓練が実施されました。
防災拠点や事業所をはじめ地域の連携強化を推進し、

「自助・共助」の一層の強化を図るとともに、区と防
災関係機関相互の協力連携体制を確認することにより、

★我慢、我慢の支部活動でしたが、感染者数が少し落
ち着いた時期に暑気払いや商業印刷部会の総会も金
沢で行うことが出来ました。その後再び感染者数が
増加に転じて支部活動も停滞が懸念されますが、以
前とは違って出来ることは実施していく事で、活性化

に繋げていく事を確認しました。また、支部事務所
引っ越し後も混乱もなく通常業務が行えています。
★今後の予定
1月27日　新年研修会

新富町ビストロ	ルケイク　17時より

京橋支部製本組合

京橋支部製本組合

できる事は実施し、活性化に繋げていきたい

中央区総合防災訓練が実施されました

京橋支部製本組合

NPO法人 地域の防災と町づくりを研究する会

消火活動や倒壊建物からの救助・医療救護などさまざ
まな訓練が行われました。
NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会では家
具類転倒防止金具の紹介を行い、終了時には山本区
長が講評を行いました。

▲倒壊建物からの救助訓練

▲講評を行う山本区長

▲ NPO 法人地防研のブースにおいて家具類転倒防止を紹介

▲消防・警察・自衛隊などが勢ぞろい



ランチセミナー
ハイテクセンター

令和 4 年度第 6 回および第 7 〜第10回ランチセミナー開催予定

回数 開　催　日 講　　師 タイトル

第⑥回 2022年11月16日（水） 瀧口　雅仁先生 （芸能史研究家、恵泉女学園大学講師） 伝統芸能から知る江戸の文化

第⑦回 12月14日（水） 滝川　哲也先生 （時事通信社編集局・解説委員） 箱根駅伝の今昔と功罪

第⑧回 2023年 1 月18日（水） 菅野　俊輔先生 （江戸文化研究家） 江戸城の事件簿

第⑨回 2 月15日（水） 笹原　宏之先生 （早稲田大学教授） 昭和後半期の漢字

第⑩回 3 月15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～

※原則：水曜日。　※講師・セミナー内容等は変更になることがあります。

※シリーズ「まんなかの足跡」はお休みです。

　令和 4 年度ランチセミナーは7月以降も、新型コロナウイルス感染拡大防止のため引き続き、マスク着用・入室
の際の検温・手指の消毒を実施し、マスクを外すことを防ぐため昼食は取りやめての開催となっておりますが、皆さ
まのご協力のおかげで第 6回まで予定通り開催されております。
　豊富な講師の方々による多種多様なテーマで開催されるセミナーは、終了後も質問が飛びかうなど毎回にぎやか
に行われていますので、ぜひご参加ください。
　第 6回（11月16日開催）は、次号（第55号）で掲載します。

令和4年度 第3回 第4回 第5回
地図でたどる
鉄道150年の歩み
2022年10月19日（水）
講師　今尾 恵介 氏

（地図研究家）

明治5年（1872）
に新橋〜横浜間
で始まった日本
の鉄道は令和4年
（2022）に150周
年を迎えましたが、

まさにこの国の近代化の黎明期に
誕生した鉄道は、その役割を急速
に拡大させています。幹線の貨客
輸送は言うまでもなく、神社仏閣へ
の参詣や地元産品の輸送、やがて
日常的な都市間移動や郊外からの
通勤・通学の足として活躍の幅を
広げていきました。各時代の詳細
な地図を見ながら線路の敷き方を
観察し、日本人の暮らしの中に根
付いた鉄道の姿をたどります。コロ
ナ禍と急速な人口減少という、鉄道
にとっての「曲がり角」を迎えた今、
あるべき姿も模索していかなければ
ならないでしょう。

近年、今までに
見られなかったよ
うな自然災害が世
界各地で起こって
います。その要因
のひとつが地球温

暖化（地球の平均気温が上昇する
現象）による気候変動です。災害
は「自然による危機」と「社会の
脆弱性」が重なった部分で起こり
ます。地球温暖化などの「社会の
脆弱性」は、私たちの努力で小さ
くすることができるのです。私たち
は、阪神・淡路大震災や東日本
大震災など大きな災害を経験して
います。このことを忘れないように、
時々思い出すことが防災意識につ
ながります。この講座では当時の
報道映像などを見ながら、地震と
地球温暖化という2つのテーマに
ついて考えていきます。

私たちは健康に
関する様々な情報
を見聞きしますが、
その情報は全て正
しいものでしょうか。
この講座では健康

に関する正しい情報をお伝えする
ため、具体的な統計データ（数
字）や図を用いて進めます。健康
な身体になるための効率よい運動
の仕方や、健康にとって大切な睡
眠・食事についてもお話しします。
人間の身体は置かれた環境に適
応します。長時間椅子に座ってい
る人は、座るのに必要のない筋肉
はいらないと判断してしまいます。
それが座ることが快適でいられる
身体に適応していくということなの
です。そうならないためにも、ま
ずは筋肉量を効果的に確実に増
やすことが大切です。

講師　中野 ジェームズ修一 氏
（米国スポーツ医学会認定運動生理学士）

2022年 7月13日（水）

健康生活に必須な
運動・栄養理論 自然災害と社会

2022年 9月14日（水）
講師　室山 哲也 氏

（元NHK解説主幹）

※欄外右側の▶印は 2 穴開けのセンター位置です。


