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２００７年　新年のごあいさつ

埼玉県印刷工業組合

理事長　　新　　　精　一

　新年明けまして、

おめでとうござい

ます。

　皆様にはつつが

なく新しい年を迎

えられたことと、

お慶び申し上げます。

旧年中は、当工組

運営にご支援、ご

協力をいただき、

心から厚くお礼申し上げます。本年もよろしく

ご指導賜りますようお願い申し上げます。

　さて、昨年も、我々を取り巻く経済環境は、

政府による景気回復の公式見解には程遠いもの

であると実感した１年でありました。これから

も仕事量が減少する他方で、値下げ圧力は一段

と強くなり、また、大企業中心の雇用対策、設

備投資などが進むものと考えられます。中小企

業にとっては業績が回復しないまま原材料の価

格上昇、労働力の若返り問題などの皺寄せを受

ける状況に益々なっていくものと考えられます。

　このような背景にあって勝ち残るためには、

大きく変わる環境変化を冷静に見つめ、お客様

の立場で行動するとともに、仕事の幅を拡大す

ること以外に活路は無いと考えているところです。

全印工連で推進している「２００８計画」は、

１日も早く現況から脱却して安定した経営環境

を構築するとともに、求められる産業、企業に

なるためのガイドラインを示すものです。３年

目のテ－マは「新創業」であり、その心は顧客

が基準、共創、創業者魂の３つを持って企業経

営を行うことであります。この認識を我々仲間

が共通のものとして受け止め、少しでも前進す

ることを目標に活動していただきたいと思います。

　組合としては昨年同様、官公需問題を進展さ

せることと、組織強化のために支部統合など組

織の見直しを考えております。皆様の積極的な

参加を望みます。

　困難の多い１年とは思いますが、組合創立５０

周年の節目の記念すべき年として、また、これ

から１００周年を目指す基点の年として、創立

の熱い思いを今一度思い起こし、尚一層のご支

援をいただきたいと考える次第です。

　最後になりますが、皆様のますますのご健勝と、

会社のご発展をご祈念申し上げ、新年のご挨拶

といたします。



埼 印 工 だ よ り第101号新年特集号 平成19年１月20日　（３）

年 頭 の ご 挨 拶

全日本印刷工業組合連合会

会　長　　浅　野　　健

　新年あけましてお

めでとうございます。

　旧年中は、当会の

事業運営に格別のご

支援、ご協力を賜り

ましたことに厚くお

礼申し上げますとと

もに、本年もよろし

くご指導賜りますようお願い申し上げます。

　さて、昨年は、景気拡大局面が戦後最長のい

ざなぎ景気を越えたとされ、雇用・設備・債務

などの過剰要因の低減により、企業体質を強化

した大企業を中心に業績は改善し、景気は回復

軌道を持続しつつあるといわれ、個人消費の弱

さや原油価格の動向、米国経済の先行きなど懸

念材料はあるものの、本年も緩やかな回復基調

が続いていくとされています。

　しかし、景気拡大の期間が長いのとは裏腹に、

回復の実感には乏しく、地域や業種、企業間に

おける格差は顕在化し、私ども印刷産業にあっ

ては、先に発表された工業統計でも、事業所数、

従業員数、出荷額とも減少が続くなど、環境変

化が進む中で、価格競争は激化し、印刷用紙な

ど諸資材の相次ぐ値上がりなど、厳しい事態の

まま推移した一年でした。　このため全印工連

では、加速する環境変化を正しく認識し、事業

領域を見直し、お客様のお役に立つために、自

らの意思でビジネススタイルを変え、そして必

要とされる企業、産業になるため、引き続き「業

態変革推進プラン－全印工連2008計画」を推進

してまいります。

　業態変革推進プランは現在、第３ステージを

迎えたところです。キーワードは“新創業”です。

顧客が基準、コラボレーション、創業者精神、

この３つを基本に、ワンストップサービスによ

る印刷ビジネスの好循環と、幅広い機能の提供

を目指しています。

　お客様のお役に立つという目的意識と、仲間

との機能の共有、そして新しく創業するという

熱き思いをもって変革に挑戦し、一歩でも二歩

でも前進する年でありたいと願っています。

　最後になりましたが、皆様のますますのご健

勝と企業のご繁栄を祈念申し上げ、新年のご挨

拶といたします。
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新年のご挨拶を申し上げます

副理事長　二重作　明
環境委員長

副理事長　吉 田 　 健
経営革新・マーケティング委員長

副理事長　新井　正敏
教育・労務委員長

副理事長　佐藤　伍郎
組織委員長

副理事長　岩 渕 　 均
共済委員長

専務理事　櫻井　豊喜
広報委員長

広告掲載順
　組 合 員　50音順
　関連業者　50音順

謹賀新年

アサヒ印刷株式会社
代表取締役 新　井　正　敏
〒365－0038

埼玉県鴻巣市本町４－３－２３
ＴＥＬ ０４８－５４１－５１５２
ＦＡＸ ０４８－５４２－６９５４
ＵＲＬ  http://www.asahi-insatsu.co.jp

彩の国工場

有限会社 井坂印刷
代表取締役 井　坂　　亨

〒331－0077
埼玉県さいたま市西区中釘２０７１－５
ＴＥＬ ０４８－６２４－９３８４
ＦＡＸ ０４８－６２４－９９６７

大屋印刷株式会社
代表取締役 大　屋　健　一

〒366－0801
埼玉県深谷市上野台４９８
ＴＥＬ ０４８－５７１－７２５１�
ＦＡＸ ０４８－５７３－６５０５
E-mail   mailbox@oyaprint.co.jp
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謹賀新年

関東図書株式会社
代表取締役 岩　渕　　　均

〒336－0021
埼玉県さいたま市南区別所３－１－１０
ＴＥＬ ０４８－８６２－２９０１
ＦＡＸ ０４８－８６２－２９０８
E-mail   bus@kanto-t.co.jp
ＵＲＬ  http://www.kanto-t.co.jp

彩の国指定工場

互恵印刷株式会社
代表取締役社長 高　名　昭　夫
〒340－0004

埼玉県草加市弁天２丁目２１番１６号
ＴＥＬ ０４８－９３１－８８０１
ＦＡＸ ０４８－９３１－８８２４
ＵＲＬ  http://www.gokei-prt.co.jp/

コスモプリンツ株式会社
代表取締役 丸　山　和　雄

〒361－0077
埼玉県行田市忍２丁目９番１５号
ＴＥＬ ０４８－５５４－７１１１
ＦＡＸ ０４８－５５４－７６２８
E-mail   cosmo@cosmoprints.co.jp
ＵＲＬ  http://www.cosmoprints.co.jp

株式会社 埼京印刷
代表取締役 惠　　勇　人

〒335－0035
埼玉県戸田市笹目南町２７－２５
ＴＥＬ ０４８－４２２－２２３６
ＦＡＸ ０４８－４２２－２５３９
E-mail   saikyo-insatu@ag.wakwak.com

株式会社 櫻井印刷所
代表取締役 櫻　井　理　喜

〒350－0062
埼玉県川越市元町２－４－５
ＴＥＬ ０４９－２２２－０９３５
ＦＡＸ ０４９－２２５－０１４９
E-mail   go-to@sakurai-p.co.jp
ＵＲＬ  http://www.sakurai-p.co.jp

有限会社 三共社印刷所
代表取締役 大　谷　純　一

〒361－0021
埼玉県行田市富士見町２－１－３０
ＴＥＬ ０４８－５５６－６２０１
ＦＡＸ ０４８－５５６－６２０４
E-mail   sankyo@tvg.ne.jp
ＵＲＬ  http://www.sankyosya.com

光版社印刷株式会社

代表取締役 五十子　寿彦
〒350－1305

埼玉県狭山市入間川３－３－３
ＴＥＬ ０４－２９５２－２３５８
ＦＡＸ ０４－２９５２－６９９５
E-mail   kouhansha@md.point.ne.jp

株式会社 北野印刷

代表取締役 北　野　元一郎
〒342－0056

埼玉県吉川市平沼２５０
ＴＥＬ ０４８－９８２－０２５７
ＦＡＸ ０４８－９８１－６１２６
E-mail   ktn0257@agate.plala.or.jp
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謹賀新年

株式会社 三興社印刷所
代表取締役 大　川　竹　夫

〒360－0815
埼玉県熊谷市本石１－７８
ＴＥＬ ０４８－５２１－４５５８
ＦＡＸ ０４８－５２２－２９３５
E-mail  sankousha@ac.wakwak.com
ＵＲＬ  http://park8.wakwak.com/̃sankousha

株式会社 秀飯舎
代表取締役 渋　木　理　俊

〒331－0058
埼玉県さいたま市西区飯田７０
ＴＥＬ ０４８－６２４－１１２１
ＦＡＸ ０４８－６２４－１１２５
E-mail  shuhan@jcom.home.ne.jp
ＵＲＬ  http://members.jcom.home.ne.jp/shuhan/

（まさとし）

有限会社 秀明美術印刷社

代表取締役 二重作　　　明
〒331－0802

埼玉県さいたま市北区本郷町９１３
ＴＥＬ ０４８－６６３－２４４６
ＦＡＸ ０４８－６６３－２４２２
E-mail  shumei@sweet.ocn.ne.jp

たつみ印刷株式会社
代表取締役社長 新　　　精　一
〒366－0828

埼玉県深谷市東大沼３５６
ＴＥＬ ０４８－５７３－２７１１
ＦＡＸ ０４８－５７１－１２２０
E-mail  atarashi@tatsumi-insatsu.co.jp
ＵＲＬ  http://www.tatsumi-insatsu.co.jp/

有限会社 東京工芸社
代表取締役社長 寺　田　桂　一
〒350－2211

埼玉県鶴ヶ島市脚折町１－１９－４０
ＴＥＬ ０４９－２８５－４６１１
ＦＡＸ ０４９－２８５－４６１３
E-mail  web@kougei-sha.co.jp
ＵＲＬ  http://www.kougei-sha.co.jp

有限会社 中村印刷

代表取締役 中　村　照　雄
〒350－1101

埼玉県川越市的場３０３２－１５
ＴＥＬ ０４９－２３３－３１２１
ＦＡＸ ０４９－２３３－３１２３
E-mail  n.print@sepia.ocn.ne.jp

株式会社 文化新聞社
代表取締役 吉　田　　　健
〒357－0035

埼玉県飯能市柳町１２－１０
ＴＥＬ ０４２－９７３－２５２５
ＦＡＸ ０４２－９７４－３３７９
E-mail  soumubu@bunkashinbun.co.jp
ＵＲＬ  http://www.bunkashinbun.co.jp

武州印刷株式会社
代表取締役 藤　澤　秀　夫
〒330－0062

埼玉県さいたま市浦和区仲町２－８－１５
ＴＥＬ ０４８－８３１－５３８２
ＦＡＸ ０４８－８３１－５３９２
E-mail  info@bushu.co.jp
ＵＲＬ  http://www.bushu.co.jp
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謹賀新年

石井紙販株式会社
代表取締役 石　井　幸　一

〒333－0861
埼玉県川口市柳崎３－９－７
ＴＥＬ ０４８－２６１－３３２２
ＦＡＸ ０４８－２６６－２４６４
E-mail   order@ishii-kamihan.co.jp

マツオカ印刷株式会社
代表取締役 松　岡　圀　男
〒361－0007

埼玉県行田市小見１３９８－４
ＴＥＬ ０４８－５５３－２３２３
ＦＡＸ ０４８－５５３－２６１０
E-mail   mpc@diary.ocn.ne.jp

望月印刷株式会社
代表取締役 望　月　　　憲

〒338－0007
埼玉県さいたま市中央区円阿弥５－８－３６
ＴＥＬ ０４８－８４０－２１１１
ＦＡＸ ０４８－８４０－２１２１
ＵＲＬ  http://www.avenue.co.jp/

代表取締役 伊　藤　純　也
〒371－0018

群馬県前橋市三俣町３－３１－１６
ＴＥＬ ０２７－２３１－３６９３
ＦＡＸ ０２７－２３１－３６７２

イトウ商事株式会社

取締役社長 永　津　正　行
〒331－0822

埼玉県さいたま市北区奈良町１５０－８
ＴＥＬ ０４８－６６５－２１８１
ＦＡＸ ０４８－６６６－７０７２
ＵＲＬ  http://www.imai.co.jp

株式会社 イマイ
折込広告・企画調査 河内屋紙株式会社

代表取締役社長 郡　司　勝　美
〒114－0023

東京都北区滝野川７－４８－１８
ＴＥＬ ０３－３９１６－０２６１
ＦＡＸ ０３－３９１６－８１１７
ＵＲＬ  http://www.kawachiyakami.com

アサナカ紙商事株式会社
代表取締役 浅　海　　　廣
〒350－0856

埼玉県川越市問屋町４－１
ＴＥＬ ０４９－２２４－５１１１
ＦＡＸ ０４９－２２５－５２０４
E-mail  webmaster@asanaka.co.jp
ＵＲＬ  http://www.asanaka.co.jp

六三堂印刷株式会社
代表取締役 佐　藤　伍　郎

〒350－1123
埼玉県川越市脇田本町２５－１４
ＴＥＬ ０４９－２４２－０３２９
ＦＡＸ ０４９－２４４－２４０２
E-mail  sato@musashido-insatsu.co.jp
ＵＲＬ  http://www.musashido-insatsu.co.jp
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謹賀新年

原　　　　　稔

サカタインクス株式会社
オフセット事業部東京第二営業部長

〒338－0837
さいたま市桜区田島１０－１－１８
ＴＥＬ ０４８－８６２－７２２１
ＦＡＸ ０４８－８６２－７３７０
E-mail   Minoru.Hara@inx.co.jp
ＵＲＬ  http://www.inx.co.jp

株式会社 桜井グラフィックシステムズ
代表取締役社長 桜　井　隆　太
〒135－0032

東京都江東区福住２－２－９
ＴＥＬ ０３－３６４３－１１３１
ＦＡＸ ０３－３６４３－１１３８
ＵＲＬ  http://www.sakurai-gs.co.jp

株式会社 錦精社　さいたま支店
代表取締役社長 野見山　芳　忠
〒330－0072

埼玉県さいたま市浦和区領家５－１２－１６

ＴＥＬ ０４８－８８６－８７８１

ＦＡＸ ０４８－８８６－８８５５

弓削多　　　功

合同企画株式会社
代表取締役

〒355－0024
埼玉県東松山市六軒町２２番地１７

ＴＥＬ ０４９３－２２－８１１１（代）

ＦＡＸ ０４９３－２３－３１４１

小　島　　　直

株式会社　小島折込広告社
代表取締役

〒350－1201
埼玉県日高市田波目６００－１０

ＴＥＬ ０４２－９８５－５０２１

ＦＡＸ ０４２－９８５－７０２１

コニカミノルタグラフィックイメージング株式会社
代表取締役社長 村　田　憲　治
〒101－0062

東京都千代田区神田駿河台３－２
ＴＥＬ ０３－５２９７－５６０２
ＦＡＸ ０３－５２９４－０２４０
E-mail   info@mail.mgj.konicaminolta.jp
ＵＲＬ  http://mgj.konicaminolta.jp

小　森　善　治

株式会社小森コーポレーション
代表取締役社長

〒130－8666
東京都墨田区吾妻橋３－１１－１
ＴＥＬ ０３－５６０８－７８０３～８（営業直通）
ＦＡＸ ０３－３６２４－９５１９
ＵＲＬ  http://www.komori.com

埼玉クスダオフ機材株式会社
代表取締役社長 白　石　正　喜
〒336－0911

埼玉県さいたま市緑区三室１１９４－４
ＴＥＬ ０４８－８７３－５３２５
ＦＡＸ ０４８－８７３－６８７９
E-mail   info@saitamakusuda.co.jp
ＵＲＬ  http://www.saitamakusuda.co.jp



埼 印 工 だ よ り第101号新年特集号 平成19年１月20日　（９）

謹賀新年

代表取締役 設　楽　誠　一
〒379－2166

群馬県前橋市野中町１５８－１
ＴＥＬ ０２７－２６１－７０００
ＦＡＸ ０２７－２６１－７７００
E-mail   shitara@shitara.co.jp
ＵＲＬ  http://www.shitara.co.jp

設楽印刷機材株式会社
代表取締役 篠　原　幹　夫

〒104－0033
東京都中央区新川２－１３－６（明正ビル）
ＴＥＬ ０３－３５５１－８６４７
ＦＡＸ ０３－３５５３－４１８０
E-mail   tokyo@shinohara.co.jp
ＵＲＬ  http://www.shinohara.com

篠原商事株式会社

代表取締役 島　田　大　一

〒370－0843
群馬県高崎市双葉町２０－４８

ＴＥＬ ０２７－３２２－２９７６

ＦＡＸ ０２７－３２２－２７４６

高崎マツダ活字株式会社

大同生命保険株式会社
埼玉支社

支社長 澤　山　俊　男　
〒330－0843

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町１－２３－１
ＴＥＬ ０４８－６４１－０３０７
ＦＡＸ ０４８－６４１－５３７７

大日本インキ化学工業株式会社
代表取締役社長 小　江　紘　司　

〒103－8233
東京都中央区日本橋３丁目７－２０号
ＴＥＬ ０３－３２７２－４５１１

陸　田　健　悟

東洋インキ東京販売株式会社
代表取締役社長

〒173－8666
東京都板橋区加賀１－２１－１

ＴＥＬ ０３－３９６２－３６６１

ＦＡＸ ０３－３９６２－３６６５



埼 印 工 だ よ り 第101号新年特集号（10） 平成19年１月20日

謹賀新年

ハイデルベルグ・ジャパン株式会社
代表取締役社長 山　本　幸　平

〒140－8541
東京都品川区東品川３－３１－８
ＴＥＬ ０３－５７１５－７３７７
ＦＡＸ ０３－５７１５－７３７０
ＵＲＬ  http://www.jp.heidelberg.com/

富士フイルム　グラフィックシステムズ株式会社
代表取締役 吉　田　　　整

〒101－8452
東京都千代田区神田錦町三丁目１３番地
　　　　　　　　　竹橋安田ビル
ＴＥＬ ０３－５２５９－２３２８
ＦＡＸ ０３－５２５９－３９６５
ＵＲＬ  http://ffgs.fujifilm.co.jp

代表取締役社長 溝　口　泰　男
〒337－0004　本社

埼玉県さいたま市見沼区卸町１－３３
ＴＥＬ ０４８－６８５－０７１１
ＦＡＸ ０４８－６８４－４４２０
ＵＲＬ  http://www.mizoguchi-paper.co.jp

溝口洋紙株式会社

代表取締役社長 永　井　康　仁
〒332－0031

埼玉県川口市青木４－３－１１
ＴＥＬ ０４８－２５５－４６７０
ＦＡＸ ０４８－２５５－４６７４
E-mail   infobox@nagaikikai.co.jp
ＵＲＬ  http://www.nagaikikai.co.jp

株式会社 永井機械製作所

代表取締役社長 松　田　正　巳

〒359－1153
埼玉県所沢市上山口１４７３－６
ＴＥＬ ０４－２９２５－２３５１
ＦＡＸ ０４－２９２５－２４０２
E-mail   fos@pastel.ocn.ne.jp

富士オフセット資材株式会社

深谷営業部長 須　藤　桂太郎

〒366－0026

埼玉県深谷市稲荷町２－４－１

ＴＥＬ ０４８－５７１－１９２０

ＦＡＸ ０４８－５７１－９４９２

三井生命保険株式会社



埼 印 工 だ よ り第101号新年特集号 平成19年１月20日　（11）

謹賀新年

取締役社長 村　岡　知　夫

〒160－0022

〒330－0804

東京都荒川区町屋１－３８－１６
ＴＥＬ ０３－３８９５－３２２９
ＦＡＸ ０３－３８９５－３２１９

三菱重工印刷紙工機械販売
株式会社

代表取締役社長 古　門　慶　造

〒336－0025
埼玉県さいたま市南区文蔵１－８－８ 吉川ビル１F
ＴＥＬ ０４８－８６６－６７３１
ＦＡＸ ０４８－８６６－６７４０
ＵＲＬ  http://www.motoya.co.jp/

株式会社モトヤ埼玉営業所

所　長 大　湯　　　孝
〒370－0056

栃木県宇都宮市戸祭２－１１－３３
ＴＥＬ ０２８－６２２－３６３３�
ＦＡＸ ０２８－６２２－３６９１
E-mail   oyu@yamamoto-ink.co.jp

山本インキ株式会社

支店長 矢　野　光　一

埼玉県さいたま市大宮区堀の内町１－６９８－１
ＴＥＬ ０４８－６４７－６１００
ＦＡＸ ０４８－６４４－４４１４
E-mail   saitama@mutou-u.co.jp
ＵＲＬ  http://www.mutou-u.co.jp/

株式会社ムトウユニパック
さいたま支店

〒102－0074

代表取締役社長 田　丸　邦　夫

東京都千代田区九段南２－３－１４
　　　　靖国九段南ビル８階
ＴＥＬ ０３－３２３７－３１２５
ＦＡＸ ０３－３２３７－３２０３
ＵＲＬ  http://www.mtjn.co.jp

株式会社メディアテクノロジージャパン

紙の心をおとどけする

株式
会社みどり紙販売

〒371-0804　群馬県前橋市六供町1018
Tel. 027-224-2101   fax. 027-224-2467
E-mail  midorikami@alpha.ocn.ne.jp

株式会社 ヤマトヤ商会

代表取締役社長 沼　倉　　巖

〒105-0001　東京都港区虎ノ門5-9-7
本　　 社　電話03（3436）2411�　
　　　　　FAX03（3436）1 2 5 7
        URL  http://www.yamatoya.com/

〒371-0805　群馬県前橋市南町3-24-5
前橋営業所　城南ロイヤルマンション102号　
　　　　　電話027（224）9821�　

宇都宮営業所



埼 印 工 だ よ り 第101号新年特集号（12） 平成19年１月20日

謹賀新年

編 集
後 記

代表取締役 吉　岡　　　薫
〒174－0051

埼玉県ふじみ野市福岡５６２
ＴＥＬ ０４９－２５３－４９８５
ＦＡＸ ０４９－２６８－１５００
E-mail   kaoru@yoshioka-p.com
ＵＲＬ  http://www.yoshioka-p.com

株式会社 吉岡

代表取締役社長 山　下　俊　雄
〒114－0003

東京都北区豊島５－２－８
ＴＥＬ ０３－３９２７－３３００
ＦＡＸ ０３－３９２７－５７１６
ＵＲＬ  http://www.ryobi-group.co.jp/imagix/

リョービイマジクス株式会社

代表取締役

ISO 14001 環境マネージメントシステム認証取得工場

小　野　義　樹
〒174－0051

埼玉県板橋区小豆沢４－１４－３５
ＴＥＬ ０３－３９６５－７２３１
ＦＡＸ ０３－３９６７－８７９５
E-mail   fwhd2901@mb.infoweb.ne.jp
ＵＲＬ  http://www.raft-inc.co.jp

ラフト資材株式会社

☆「埼印工だより」バックナンバーを資料

源とした「埼玉県印刷工業組合の歩み」（事

務局深井さん作成による）を見る。

・ 昭和32年９月15日が設立総会開催日。10

月３日に設立申請。12月13日に設立許可されている。

設立時の組合員数は143名。

・ 組合機関誌は当初「埼玉の印刷」として昭和47、48年

に１、２号発刊されたが中断、49年12月に、名前を改

め「埼印工だより」としてようやく第１号が発刊される。

以降、この継続として発行期間の長短はあったが、今

日まで苦労、苦心して発刊されてきている。・ １号（49

年12月発行）には、「（印刷）料金問題特別委員会発足」

とある。ユーザーへ適正印刷料金のお願い文書を持参し、

印刷組合の後押しで料金引上げの実現を目指したので

あろうか。・ ４号（50年11月）には印刷業実態調査記

入説明会が県内16支部、13ヶ所で行われるとの特集記

事がある。まずは自らの業種実態を明らかにしようとの、

全印工連の計画に基づくものであろう。・ 11号（51年

12月）、「北海道印刷工業組合へ有珠山噴火義援金とし

て54,000円送る」とある。・ 12号（52年９月）、（埼印

工組20周年記念式典と併催して）「第５回埼玉県印刷

業者大会開催」とある。この内容はどんなものだった

のか、今後発刊予定の50周年記念誌ではその補遺がで

きるといい。20周年では組合マークが決定、組合加入

金の改正が行われた。同号に、埼玉県知事へ陳情、「県

庁印刷物の県内事業者への優先発注」を要望、とある。

このテーマは現在「最低制限価格制度の導入」として

強力要望しているが、息の長い活動である。・ 21号（55

年７月）第１回営業士認定講習会行わる」として、第

８日認定試験までの日程詳細げ掲載されている。今に

つづく25年の歴史を刻む。・ 24号（56年７月）、埼玉

県中小企業団体中央会の企画で、印刷業のための人材

養成事業として第１回経営者研修会が開催された、と

ある。テーマの紹介もあって詳しい。７月の第１日目

のあと、第２日目、第３日目（10月、12月）も行われ、

25号に引続き報告されている。中央会も組合も人材養

成の手だてに懸命だった。

・ 38号（60年５月）、総会で埼玉県印刷会館運営実行委

員会の設置が承認される。と意気込んで取り組んだの

だが、この夢は実現に至らなかった（過日発行埼印工

だより100号、理事長鼎談に掲載）。50年誌にも「実現

しなかった「印刷会館」悔しい思い出として記念誌に

残そう。


