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埼印工だより

第18回 埼印工ウォーキング大会開催

新井理事長挨拶

今年もたくさんの方の参加ありがとうございます

佐藤実行委員長より諸注意

９月 27 日（日）
、第 18 回親睦ウォーキング大会が、武蔵丘陵森林公園
に於いて開催されました。
予報では雨の心配はなかったのですが、森林公園の早朝はどしゃ降り
だったと聞き、雨が上がっている空を見上げ役員はホッと胸をなでおろ
し、準備に入りました。日差しも強くなく絶好のウォーキング日和、役員
はお揃いの黄色いハッピを着て、皆に輪になってもらいます。案内板担
当の役員は、自転車に乗って急ぎます。
新井理事長のあいさつ、佐藤実行委員長の諸注意が終わり、皆ドリンク、
ウェットティッシュを貰い、
さあスタートです。今回は昨年同様中央口スター

飲み物を受け取ってスタートです

トですが、昨年と反対側から南口方面に向かうコースです。昨年参加した人達は、昨年のコースを行きそうになり、
あわてて役員が呼び戻すハプニングもあってのスタートとなりました。
コースは、中央橋を渡り運動広場、日本庭園、展望レストラン脇を
通る 5Km 強ですが、わかりずらい場所がいくつかあり、案内板があっ
ても迷う人もいて、少々難しかったようです。森林公園の広さを実感
した参加者です。

なんだ坂、こんな坂

景色を楽しみながら♪

家族みんなで楽しんでます♪

雨が降ってきました

楽しんでます

少々の坂道ではへこたれません。
（2）

この辺は平らで楽々です
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スタートして 1 時間が過ぎたころ、小雨が降ってきました。が、心配をよ
そに次々とゴールします。
毎年皆が楽しみにしてくださるチェックワード。今年は４文字の設定で
す。…が、そこはスタッフ、ちょっとひねってます。
「う」
「ら」
「わ」
「レッズ」
最後は一文字ではありませんでした。にこにこして合言葉を言い、くじを
引きます。また今年は「スタッフとじゃんけん」という新コーナーを設けま
した。最初は新井理事長と、後半は佐藤実行委員長とのじゃんけんでした。
「最初はグー、じゃんけんポン」やさしい佐藤委員長は負けようと出すので

雨が降ってきました

すが、勝ってしまうのです。
（笑）でも、お子様の分も含めての３回のじゃん
けんに、全部勝った強運？実力？の人もいたのです。
皆様、楽しんでいただけたでしょうか？来年はもっとおもしろい企画を
ひねり出し、楽しんでいただきたいと思います。ぜひ来年も皆様の参加をお
待ちしてます。

完歩賞準備に大忙し

キーワード見つかったかな
スタッフとじゃんけん！

最初はグー !!

か？

みなさん、楽しんでいいただけました

無事終了しました。準備の役員さんお疲れ様でした。

今年のチェックワードは

う ら わ レッズ
（3）
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埼玉県印刷工業組合青年部

見学会

8月22日(土)に埼玉県印刷工業組合青年部は、3団体(埼玉県印刷工業組合青年部、山梨メディア研究会、東京千
代田新世会)合同研修会＆暑気払いに参加してきました。昼過ぎから都内２社の見学を実施。
封筒に強みをもつ(株)太陽堂封筒様とレンチキュラーに強みをもつ(株)マル・ビ様の見学です。各社ともに会社
のプレゼンテーションからはじまり、チームに分かれて社内の隅々まで見学させていただき、質問にも熱心に答え
ていただきました。その後、皆で場所を移しての懇親会を実施。屋形船を貸し切っての懇親で大いに盛り上がりま
した。

（アサヒコミュニケーションズ／新井貴之）

お知らせ

埼玉県印刷工業組合は傘下にある付設「営業士会」を見直し！
新しい開かれた学びの場と資格の場としてプリンティングマイスター制を検討！
新井理事長は、31年間に亘り継続してきた伝統ある「営業士会」を時代に対応する内容で再構築
することを関係者に呼び掛ける。これからの印刷業界の課題に対応出来るよう準備を進め、執行部
の協力を得て早急に立ち上げる構想。
新井理事長は「新しい学びの場、資格の場として業界の活性化・発展に繋げていきましょう。
内容については11月７日（土）の総会で発表したい」としている。

（4）

No.136

埼印工だより

埼玉県印刷工業組合青年部

IGAS2015 ( 国際総合印刷機材展 ) 視察

青 年 部 で は ９ 月 10 日（ 木 ）
、千 葉 県 木 更 津 で ゴ ル フ コ ン ペ、翌 11 日（ 金 ）は 東 京 ビ ッ グ サ イ ト に 於 い て
IGAS2015 の視察をしてきました。本年度は「Print +innovation プリントテクノロジーのさらなる挑戦！」をテー
マに最新技術や様々なソリューションの提案が行われていました。

全国青年印刷人協議会

パネリスト：全青協副議長

惠

勇人

東京ビックサイトで、インバウンドについてパネルディスカッションが行われました。
9月13日（日）午前10時30分～12時30分、東京ビッグサイトにおいて印
刷機材団体協議会主催によるグローカルをテーマに、海外からの来訪者を取
り込むインバウンドビジネスに焦点を当て、その中でペーパーメディアの役
割についてのパネルディスカッションが行われました。
当工組の惠

勇人副議長がパネリ

ストとして登壇しました。
インバウンドの身近な例や地域の
特性を生かし地域を巻き込んでのビ
ジネスチャンスに印刷会社としての
立ち位置、そしてグローカル戦略に
ついて詳しく解説されました。
（5）
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埼印工のハモニカ隊「結成秘話を語る」

皆さん、埼玉県印刷工業組合にハモニカ隊があるのをご存じですか？

副理事長

１．ハモニカ隊結成まで
結成までの細かい経緯は忘れてしまいましたが、お
およそ次の経緯を経て出来上がりました。

数年前の組合の理事会の際に、大谷専務理事がハー
モニカを持ってきたのです。大変上手な演奏でした。
聞けば小学生時代にコンクールで優勝した腕前だった
とのこと。みんな習ったことのあるハーモニカ、ほとん
どの人が音楽の授業だけの付き合いで終わってしまっ
たハーモニカ、でも練習を積めば美しいメロディーを

奏でるハーモニカ。
こんな楽器に興味を持った人が事務局の佐々木さん
と私でした。佐々木さんの姪の林さんがピアノを演奏
することは皆さんご承知でしょう。埼印工の新年会や
総会のアトラクションとして何度か演奏をしてくれま
した。そんな音楽一家の佐々木さんです。興味を持っ
たことは当然です。
次に私です。私も音楽が好きで、趣味はクラシック
鑑賞、カラオケは演歌と称しています。若いころ一時
チェロを習いましたが、難しくてマスターできずに終
わった苦い経験があります。ハーモニカに接して、小
学生や中学生が吹く楽器なので、もしかしたら自分に
もできるかな、と淡い期待が芽生えました。
埼玉県印刷工業組合のハモニカ隊を結成しましょう、
と新井理事長に持ちかけましたら、理事長も満更でも
ない様子です。他の理事の組合員さんも好奇心を持っ
てながめています。こうして皆さんの温かい思いの中
で「埼印工のハモニカ隊」は形作られていきました。

岩渕

均

作され、ザ・ブロードサイド・フォーというグループ
によって歌われたものだそうです。♪君の行く道は果
てしなく遠い……、誰でも一度は口ずさんだ歌ですね。

「バラが咲いた」は同じく 1966 年にマイク真木が歌っ
てヒットした曲です。
楽譜は佐々木さんが手書きで書いてくれました。愛
情あふれる楽譜なのですが、どうも素人っぽ過ぎるよ
うな気がします。印刷業はこんな時にも力を発揮しま
す。当社の組版部隊が、楽譜を「フィナーレ」というア
プリで作っていたことを思い出しました。フィナーレ
をウェブ上で探すと何と「フィナーレ Note Pad」とい
う無料のアプリがあるのです。これを使って楽譜を書

き直しました。パソコンで書いた楽譜はもっともらし
く、いかにも我々の演奏が上手そうに感じます。因み
に、
「フィナーレ Note Pad」は楽譜を書くと、その通
りにパソコン上で演奏してくれます。ハモニカ隊の楽
譜作成に大変役に立っています。
いよいよ最初の演奏会です。新年会か総会の懇親会
での演奏だったと思います。演奏はユニゾン（全員が
同じ高さで演奏すること）でなく合奏です。大谷専務
理事、新井理事長がメロディーを吹いて、佐々木さん
と私は下のパートを吹きました。私は演奏に必死だっ
たので観客の反応を見ている余裕はありませんでした
が、リーダーの大谷専務理事はさすがに余裕があるの
か、来賓の宮崎県議が喝采してくれたと言っていまし
た。少し自信が付きました。

２．最初の演奏
みんなでハーモニカを購入し、さあ練習です。練習
はアサヒコミュニケーションズのアサヒ・ホールや

大宮の宇宙劇場の会議室です。アサヒ・ホールと言っ
ても音楽会用のホールではなく、アサヒコミュニケー

ションズの社員の食堂のようです。大宮の宇宙劇場は、
さいたま市の施設なので大きな音を出すと叱られそう
なので、会議室の端っこで小さい音で練習しました。
曲はみんなが知っている曲で、しかも演奏に簡単な曲
です。一番やさしい曲は「ふるさと」です。この曲はい
つでも、どこでも、誰にでも歌われる曲なので、歓迎さ

れること間違いありません。少し、フォークソングや
ポピュラー調の歌も欲しいところです。これには「若
者たち」と「バラが咲いた」を選びました。
「若者たち」
は 1966 年フジテレビの「若者たち」の主題歌として制
（6）

ラフランス結成

♪初めての演奏

ところで、この「埼印工のハモニカ隊」の楽団名は「ラ
フランス」と名付けられました。あの「梨」の一種のラ

フランスです。ラフランスは日本語名では「西洋ナシ」
あるいは単に「洋ナシ」と呼ばれるそうです。
「洋ナシ」
は「用ナシ」に通じ、
「用ナシ」＝「役立たず」という訳
です。
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「10 県の歌」は埼玉県印刷工業組合全員参加の催し

物となりました。聴衆の方々も皆様関心を持って私た
ちの演奏を聴いてくれました。
市川副理事長の懇親会の締めの挨拶に、
「今回のアト
ラクションを気に入った人がいれば『ラフランス』はど
こにでも出かけますので、声を掛けてください」と訴え
たのには驚きました。でも、現在までのところどこか

らも声がかかっていません。我々の方から売り込みに
いかないといけないのかもしれません。

第 63 回 年次大会 懇親会にて

４ . 今後の活動

３ . 関東甲信越静 10 県の印刷協議会
2015 年は埼玉県が主管県となって関東甲信越静 10
県の印刷協議会を開催する年です。チラシなどを作っ
て準備万端です。曰く、
「今日の良き日を祝うのは 未
来を築く本気人（ほんきびと）」
、
「集え精鋭」など勇ま
しい言葉が並んでいます。

協議会自体は従来の内容を踏襲して充実したものに
できましたが、懇親会のアトラクションとして手作り
のおもてなしということで、
「ラフランス」の演奏をや
ろうということになりました。
「今日の良き日を祝うのは 未来を築く本気人（ほ
んきびと）」は七五調です。
「集え精鋭」は七文字です。
七五調は古来日本人には馴染の調子で、昔学校で習っ
た歌にはこの調子の曲は山ほどあります。
「♪春高楼の
花の宴 巡る杯影さして」
、
「♪春のうららの隅田川
上り下りの船人が」、
「♪ただ一面に立ち込めた 牧場
の朝の霧の海」等々、無数にあります。そして面白いこ
とは、七五調の歌はどのメロディーで歌っても歌えて
しまうのです。このように七五調は日本人の心の底ま
でしみこんでいるリズムなのです。さて、10 県の協議
会のための歌詞を作ってみようということになりまし

た。手がかりは先に示したチラシの文句です。その他
の単語として、
「彩の国」、
「印刷業」、
「グーテンベルグ」、
「文化を伝える」
、なども重要な単語です。これらを七五
調に並べると考えていたよりも簡単にできてしまいま
した。
グーテンベルグの

時代より／文化を伝える

印刷業

今日の良き日を 祝うのは／未来を築く 本気人
集え精鋭 彩の国
歌詞ができたら歌も付けたくなるのが人情です。
七五調ですから歌は作りやすいことは間違いありませ

♪いちとぐや かさになし／茨城、千葉、栃木、群馬、
山梨、神奈川、埼玉／新潟、長野、静岡県、
関東甲信越静 協議会♪
と、無理やり「10 県の歌」の三番に入れてしまいまし
た。これを覚えていれば 10 県の順番は完璧です。埼玉

の次は新潟です。新潟県までラフランスを売り込みに
行きましょうか？
ところで、小学校で習う楽器の双璧はハーモニカと
リコーダーです。ハーモニカを吹けるようになった私
は少し色気を出して、リコーダーに挑戦することにし
ました。リコーダーはハーモニカよりも安いようです。
半音付きのハーモニカが 1 万円くらいするのに対し
て、リコーダーは 3,000 円程度で購入できます。ハー
モニカは音を出すことは簡単ですが、音の出し方が息
を吐いたり吸ったりすることなので、あまり早いメロ
ディーは我々には難しくて吹けません。一方、リコー
ダーは息を吹いて両指で穴を押さえることにより音を
出すので、比較的テンポの早い曲にも対応できるので
す。そんな意味でもリコーダーにチャレンジすること
にしました。いつからハーモニカとリコーダーの合奏
ができるようになるのでしょうか？ 私自身も楽しみ
です。
さらに、ハーモニカの楽しみ方を。私は自治会の役
員をやっておりますが、自治会の仲間でハモニカ隊を

作ることができるのではないかと考えています。ハー
モニカを通じて近所の人たちと交流ができればそれも
楽しそうです。埼印工のハモニカ隊のお蔭でいろいろ
楽しみが増えました。たかがハーモニカ、されどハー
モニカです。
（完）

ん。また、行進曲風が七五調と最も相性がよさそうで
す。そこで良くありそうな行進曲風のメロディーを付

けました。
作詞：坂東太郎、作曲：荒川次郎、と埼玉県を代表
する二つの大河を氏名に借りました。ハモニカ隊に合
わせて合唱隊を作れば懇親会の場は盛り上がります。
高橋さんをボーカリストとして青年部の皆さんに合唱
隊を結成してもらいました。

平成 25 年埼玉県印刷工業組合新春賀詞交歓会にて

（7）
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あなたの将来の年金準備は大丈夫？～関東五県印刷工業厚生年金基金は新制度を立ち上げ

平成28年4月1日にスタートします。仮称
『みらい企業年金基金
（確定給付企業年金）
』
関東五県印刷工業厚生年金基金（理事長 新井正敏）は、長い間
堅実な運用をしてまいりました。社員や OB の老後の保証として
公的年金の補完（加算部分）による老後のライフプランの充実を目
指して取り組んでまいりました。今年の４月に５県（埼玉、群馬、
栃木、茨城、千葉）を計 10 回に亘り説明会を実施してまいりまし
た。その後、当基金に加入し易いスキームを改善に次ぐ改善を重
ねて今回の発表に至りました。
新制度の基本設計は、①定額口数制 ②固定利率 ③キャッ
シュバランスプラン※ 1 を採用し年金給付は受給者のライフスタイ
ルに応じた「支給期間 5 年、10 年、15 年、20 年から選択し、65
歳から最長 85 歳までの支給」としております。
※１キャッシュバランスプランとは、毎月加入者ごとの仮想個人勘定口座に
規約で決められた金額を付与し、利息が付与されていく積立型の仕組みです。

～あなたの将来の
年金準備は大丈夫？～
関東五県印刷工業厚生年金基金
は新制度を立ち上げ平成28年4
月1日にスタートします。
仮称
『みらい企業年金基金
（確定給付企業年金）
』

事務局：TEL 048-826-5263
FAX 048-826-5264

新制度のメリット
１．企業年金財政の重視により予定利率 1.5％とし、将来に亘って掛金の上昇を抑制。また、予定利率以上の利回りは剰余金として
基金財政安定のための資産として留保。一定水準以上の厚みで仮想個人勘定に配当。
２．各企業の実情に応じたコース選択が可能
掛金コース（2,000 円から 7,000 円の 1,000 円きざみ）また、掛金コースの増額変更も対応可。
３．給付期限の選択は基金の過去分保証のあり、なしの選択が可能。基金分保証は最長 20 年保証有期年金とする。
事業所各で選択が可能です。
内

容

①過去分を保証、分配金含む

②分配金のみ保証

③厚生年金基金過去保証分なしの 3 種

留意事項
イ）掛金コースは事業所毎に 1 コースの適用とします。
ロ）過去分保証を行う場合の特別掛金＠ 5,300/ 人は最終的に加入事業所が確定した時点で正式に算定します。
ハ）事務費掛金負担額は＠ 1,500/ 人を予定しており、新制度加入者 2,000 名超を目標と考えております。

新制度の内容はシンプルで加入者にわかりやすく、入りやすい、将来に亘り安心できる内容でご期待頂けるも
のと思います。ご説明の必要な方は関東五県厚生年金事務局（TEL：048-826-5263、FAX：048-826-5264）までお
問い合わせ下さい。併せて資料もお送り致します。尚、貴社にお伺いする事も可能です。

新井理事長

二賞を受賞

新井理事長は去る 9 月 16 日、日印産連（※ 1） 30 周年

式典に於いて「印刷振興賞」を受賞、また 10 月 16 日
全印工連 60 周年式典に於いて「全国中小企業団体中央会会長賞」
を受賞しました。併せておめでとうございました。
これらの受賞に対し新井理事長のコメントとして以下、
「有り難
くお受け致しました。このことは長い間印刷業界の活動に寄与し
て来た結果の受賞と思われます。到底一人では成し得るものでは

ありません。一緒に活動してきた皆々様のご協力があればこそのものです。組合活動に携わり 30 余年、あっと言う
間に時が過ぎてまいりましたが、悔いのない印刷人生だったと思います。やはり業界が好きだからこそと思います。
これからも業界をしっかり見守っていく覚悟です。今後の工組のますますの発展、また組合員、青年部、関連企業各
位のご隆盛を心からお祈り申し上げます。」
※ 1 日印産連とは日本印刷産連合会の略称。日本の印刷の 10 団体で構成されている。全印工連のそのひとつで大手から中小、小規模業者まで入り
全員で 8,300 名が参加している。
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普段はなかなかお会いすることのない埼印工組合員の

我が社の

事業所のすてきな社員の方をご紹介していただきます。

Vol.８ 望月印刷株式会社
岡田

営業

明莉さん（写真左） 関根

すてき

ZOOM UP!

第８回目は、望月印刷株式会社さんです。

社員

勝広さん（写真右）
今年 4 月に入社し、営業部に配属された期待の新人 2
名！ 12 月からは、各自独り立ちし、お客様の対応をし
ていく。とは言っても印刷営業として皆さんの会社でも
同じでしょうが、入社後８か月ではまだまだ卵の殻にヒ
ビが入った状態。日々、先輩に指導をしてもらい、成長
してもらいたいという期待を背負っている日々。そんな
２人からの今後の抱負を一言。
関根勝広
「今はまだ、先輩や上司に頼ってばかりですが、1 日 1
日を無駄にせず、勉強に励み、1 日でも早く 1 人前の
営業になれるよう努めて参ります。」
岡田明莉
「こんにちは !!! 新人の武器である『元気と笑顔』をモッ
トーに日々精進し、上司の方々にも良い刺激を与えら
れるよう頑張ります !!!」
以上、皆様お手柔らかにお願いいたします。

お知らせ

消費税転嫁について
消費税転嫁および表示の方法などに関する相談は…〈関東経済産業局〉消費税対策課まで
さいたま市北区植竹町1-155-1
【代表者変更】

訃

報

誠美堂印刷㈱ （浦和支部）

048-783-3570
古瀬

正様 （敬称略）

心よりお悔やみ申し上げます

平成27年10月５日

埼
洋
会
会
員

暁

＊洋紙のご需要は地元埼玉の洋紙店を＊

- 比企郡小川町大塚一〇八

☎〇四九三（七二）〇〇三〇

大塚

☎〇三（五八二六）五一七一

代表取締役社長

355
0328

㈱ 大 塚 紙 店

〒

社

F

㈱共同紙販ホールディングス

〒

本

東京都台東区北上野一 九- 一- 二
住友不動産上野ビル６

勝美

☎〇四八（五七二）二五二五

郡司

進介

深谷市上柴町東五 二- 二 二-

110
0014

市川 辰子様
（85歳）

-

-

代表取締役社長

正 ㈱

武正

- 本庄市前原二 三- 二-五

366
0051

ご母堂
北関東支店

〒

武

〒
代表取締役社長

367
0047

☎〇四九五（二四）一一七一

泰男

- さいたま市見沼区卸町一 三-三

溝口

☎〇四八（六八五）〇七一一

330
0004

㈱太洋社印刷所
（熊谷支部）

溝 口 洋 紙 ㈱

〒
代表取締役社長

岡

薫

- ふじみ野市福岡五六一 三-

吉岡

☎〇四九（二五三）四九八五

㈱ 吉

〒
代表取締役社長

356
0011

電話
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埼印工だより

バックカーボン・ナンバーリング印刷

カッターミシン・伝票丁合・セパレートワックス・減感加工

信頼と技術、ガッツなパートナー
株式
会社

深谷カーボン

〒 360-0004

埼玉県熊谷市上川上 952-5

電 話 048-520-1649 FAX 048 -520-1410
ホームページ http://www.ksky.ne.jp/~youichi/
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品
作
上

展

作品募集中 !
皆様のすてきな作品を募集しています。応募、
お問い合せは埼玉県印刷工業組合事務局まで。
奮ってご応募ください。

JR 高崎駅

山梨リニア実験線

青空にスモークの軌跡を描くブルーインパルスと夕陽を浴びるＦ -15
渋木理俊 （株）秀飯舎

鉄道の新旧
高橋

徹

高橋印刷製本
（有）

1 年前に買ってきた睡蓮の苗、やっと花が咲きました。

終焉を迎えた寝台特急北斗星

憧れの寝台特急カシオペア

渋木理俊 （株）秀飯舎

渋木理俊 （株）
秀飯舎

1 年前に買ってきた睡蓮の苗、やっと花が咲きました。

1 年前に買ってきた睡蓮の苗、やっと花が咲きました。
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