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ウォーキング大会報告
すっかり恒例となった埼玉県印刷工業組合「親
睦ウォーキング大会」が、今年も武蔵丘陵森林公園
にて開催されました。参加された200名余りの皆さ
まの日頃の心掛けが良かったのでしょう、昨日まで
の雨がうそのようにスッキリと晴れ渡り、暑いくら
いの陽気となりました。
今年は南口をスタートし、自然を感じながら進む
約5キロのコースでした。途中、未舗装の道があっ
たり、吊り橋を渡ったり、池があったりと、色々な
景色を楽しめました。小さなお子さんは、大人気の
「ぽんぽこマウンテン」で遊んだりもしたようです。
10時にスタートとなり、早い方は1時間足らずで
ゴールとなりました。例年通りの盛りだくさんの参
加賞に加え、チェックワードクイズや岩渕理事長と
岩渕理事長 あいさつ
のじゃんけん大会を制し、豪華景品を手にした皆さ
ま、おめでとうございました！12時前には全ての方がゴールとなり、皆さんのたく
さんの笑顔と共に終了となりました。
年に一度のウォーキング大会ですが、これをきっかけに体を動かすことを習慣に
できたらいいですね。

いよいよスタートです

大谷実行委員長 注意事項を！

いいお天気でよかったね
受付準備 OK です
ｽﾀｰﾄ前にｺｰｽを確認

ｽﾀｰﾄすぐに坂道だ

さあ歩くぞ

元気に歩いてます

じゃんけんは
真剣勝負

最初はｸﾞｰ

楽しんでます
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緊張のじゃんけんです

負けちゃいました
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順調です

仲良く歩こうね

木陰で一休み

仲良し家族です

と緊張

吊り橋でちょっ

吊り橋余裕だよ

吊り橋も楽しいね

続々帰ってきます

参加してよかったね
お土産沢山もらいました

第19回親睦ウォーキング大会にご協賛いただいた企業の皆様、ありがとうございました。
●全国印刷工業組合健康保険組合 ●溝口洋紙㈱
●㈱ムトウユニパック ●ジブラルタ生命保険㈱

●㈱吉岡

●㈱共同紙販ホールディングス
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婚活・子育てイベント出展

於：ウェスタ川越

婚活・子育てイベント出展
＠ウェスタ川越
１、開催日時：平成28年9月19日（月・祝）10時〜16時
２、開催場所：ウエスタ川越 交流広場
３、ブース内容は
①飲食販売(フランクフルト2 種、川口ブルワリービール)
②ダクズプール(宝探しゲーム)
③オリジナル缶バッジ作成の3ブース。
印刷業の魅力や我々の持つ能力を地域に発信し、業界のPR・イ
メージアップ、さらには地域の振興に寄与することを目的として、
イベント出展を実施した。
当日は終日雨で集客に不安が見込まれたが、近隣住民や婚活・
子育てイベントに参加する一般客を中心に多くの来客があった。(後日、主催者から 7,000名程度の集客があった
との報告)
中でも青年部のブースは装飾・集客アイテム・人数で他ブースと比較して非常に多くの来客があり、オリジナ
ル団扇やチラシを活用した積極的な集客、購入者にダクズプールでの宝探しとオリジナル缶バッジを作成・プレ
ゼントする企画が非常に好評で、家族連れやカップルを中心としたお客様でブースは終始賑わいを見せていた。
結果、午後1時30分頃にはフランクフルト200本・ビール110杯がそれぞれ
完売し、イベント終了の16時まではダクズプールとオリジナル缶バッジ作成
のブースのみ継続。最終的に、出展者の中で第2位の売上を記録することとなっ
た。
青年部メンバーでこういったイベントに参加すること自体が初めてで、約
2ヶ月間の準備段階では手探りのことばかりだったが、5回の準備打合せを経
て各社の得意分野や人脈を活かし、参加者全員が満足のいく高いレベルのも
のが出来上がり、またこれまで以上にメンバー同士の交流が深
まったことを強く感じることが出来た。これからも継続的に、
業界内だけでなく、外部に向けて発信する事業を企画していき
たいと考えている。
今後の一番の課題としては、かかった費用のほとんどが協賛
金から出費していることが挙げられるが、使いまわしが出来る
装飾や揃いのポロシャツを作成したこと、今回のノウハウを活
かすことで次回以降に繋げていきたい。
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埼玉県印刷工業組合青年部

見学会

水上印刷株式会社見学記
2008年9月のリーマンショック以降、我々印刷業
を取り巻く環境は右下がりが続いている。特に最近で
は激安印刷通販が市場に認められ、一般人の知るとこ
ろになり定価が明示されるようになった。またPOD
の複合機も一般企業に浸透し小ロットはオフセットを
必要としないまでに高品質になった。大ロットは巻き
取り用紙の価格下落と競争激化により更なる安値提供
が日常化している。このような状況下、我々埼玉県印

於：水上印刷株式会社

刷工業組合員も売上げ増の解決策が見いだせず日夜悪
戦苦闘しているのが現状である。
そんな中、破竹の勢いで業容を
拡大し他社との差別化を実行し適
正利潤を確保（？）している、前全
日本印刷工業組合連合会会長を務
められた水上光啓氏経営の水上印
水上会長
刷株式会社多摩工場を、新井前理
事長の取り計らい
により東京日の出
町に見学する運び
になった。
台風10号の進
路が心配される8
説明を聞く
月30日火曜日我々一行は訪問した。高速インターを
降りてすぐのその工場立地のアクセスの良さ、食品工
場と見まごうばかりの清潔さ、設備の充実さに驚かさ
れることになる。
安売り合戦にどっぷり使っている我々にとってはど
うしたら適正利潤の確保と充実した設備と環境を実現
するのかのヒントがここにはあった。

そのヒントとは、
１）綺麗な工場でしか良いものはできない
整理整頓はもとより、工場の中にはチリ一つ落ちてい
ない位綺麗。また印刷機から排出されるVOCも除去装置
を付水溶性VOCまで完全に除去している。
２）徹底した品質管理
特色インキも分光光度計を用いCIE Lab値を測定、常に
一定になるように調肉装置を完備。印刷中は装備した品
質管理装置により1枚づつ測定。ピンホール、汚れ、濃度
異常を排除。印刷後は品質管理室にて抜き取り検査。異
常があった場合には社員に原因と対策を連絡する体制を
確立。
３）充実した社員教育
年間労働時間の約1割を自己啓発するため研修を行って
いること。印刷技能士、DTPエキスパート、クロスメディ
アエキスパートは言うに及ばずなんとTOEIC950点のスコ
アの社員もいる。また社歴に応じた人事評価を上司が行
い、全員の実力アップを図るシステムを構築し常に社員
が向上できる環境と条件を兼ね備えていること。
４）顧客の「面倒くさい」を全て請け負う
本来印刷業は、営業・デザイン・印刷・納品までである。
が、そこを逆手にとりピッキングによる異なる販促物の
組み合わせ、全国配送などを高度なバーコードによる品
質管理の下完璧にしかも短時間で行っている。印刷屋が
面倒で手間を食うやりたくない仕事を利益を生み出す仕
事に変えていること。なんと他社の印刷物まで保管管理
し発送しているとは驚きである。 物流コストについて考
察してみよう。水上印刷からみれば十分な利益を確保
（？）
しても顧客から見れば、数社に任せた発送全コストが1カ
所に発注するだけで済むので劇的（？）に低減できる。ま
さに水上マジックである。

５）顧客の要望は全てワンストップサービス可能
営業、デザイン
（印刷、Web）
、印刷、表面加工、抜き、
貼り、デリバリまで一貫生産。つい先頃Drupaにて発表さ
れた大型高速インキジェットPODのマシンまで装備され
ているのは世界的にも超最先端である。薄紙から厚紙ま
で、オールラウンドに高品質な商品を提供できる環境と
人材がここにはある。
６）自社のみのオリジナル技術を持つこと
世界中の複写機の性能テストに供するテストチャート
印刷を一手に引き受ける程のオリジナル技術がある。
公務員の「しもべ」に成り下がる行政案件は義理人情無し
地獄、電子入札による低価格底なし沼地獄、印刷通販との比
較による超激安地獄、設備投資の元が取れない機械化貧乏地
獄...
我々自身の会社を見てどこから手を付けて良いやら困って
しまうのある。このジャンルが儲かると見るや一斉に「蜘蛛
の糸」に群がる。そして糸が切れる。糸が切れぬよう新たな糸、
自社しか上れない糸を探していくにはどうしたらよいか。
解答は容易ではないが出来るところから始めるしかない。
見学後、我々を暖かく歓迎パーティで出迎えて頂いた水上会
長は柔らかな物腰からは想像できない程のバイタリティーに
あふれているのである。実に謙虚。諦めない。常に挑戦。常
に改善。なのである。
出る宛のないアイディアに思いを馳せながら水上会長さん
が極楽浄土で蜘蛛の糸をたぐる「お釈迦様」見えたのは筆者
だけではあるまい。
帰路につく車上にてまた思考のラビリンスに陥っていた。
ふと見上げるとそこには大きな虹が...果たしてどこまで出来る
のだろうか。

一歩前へ。60歳を過ぎてもポケモンゴーに熱中出来る頭のしなやかさに脱帽。水上会長恐るべし。
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関東甲信越静地区印刷協議会第 64 回年次大会 in 新潟

全印工連臼田会長

平成 28 年 7 月 8 日（金）
、新

協議会会長の清水会長（長野

潟県ホテルオークラ新潟に於

工組理事長）は、
「まだ私たち

いて『未来をつなぐ印刷道』を

にできる仕事はある。自社を

テーマに関東甲信越静地区印

見直し進化していこう。」と挨

刷協議会が開催され、埼印工組

拶しました。来賓祝辞の後、退

から岩渕理事長始め 8 名が出

任役員に感謝状を贈呈し、千葉

席しました。
全体会議、理事長会・分科会、

新潟県堀理事長

工組日暮前理事長が謝辞を述
べました。続いて次期開催県、

その報告会、記念式典、懇親会

長野県工組の役員が全員登壇し第 65 回年次大会の PR

とタイムスケジュールが組ま

をし、会議は終了

れておりましたが、小気味よく

しました。

スケジュール通りに進められ、
清水協議会会長

新潟県知事

充実した大会でした。

懇親会では、来
賓に新潟県の泉

全印工連会長挨拶は、臼田会

田知事、篠田新潟

長から「一社ではかなわないこ

市長もお見えにな

とが、団結により政治団体の先

り、またアトラク

生方との意見交換会を実施し、

ションで新潟古町

具体的な言葉で前進をしてい

芸 妓 の 舞 も あ り、

く。組合の連携が不可欠だ。」

賑やかな宴となり

と述べました。また全印工連

ました。

感謝状

事業報告のなかで、熊本地震の

義援金が 1847 万円集まり、熊本・大分工組に分配し
たことが報告されました。

埼玉県参加者
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訪問！

関東図書㈱

〜女性活躍推進企業〜
Vol.2

編

埼玉版ウーマノミクスプロジェクトに賛同し、埼玉県と当組

合が連携して実施する「女性の活躍するフィールド拡大事業」の一
環として、４回にわたって女性の活躍を推進して効果を発揮して
いる会員事業所の事例を紹介しています。第 2 回目はさいたま市
南区別所の関東図書（株）を訪問しました。
企画：埼玉県
取材：埼玉新聞社（女性の活躍するフィールド拡大事業受託者）

◆社の歴史を守りつつ、女性活躍へ◆

「もっと女性が活躍できる業界」と話す相木明子さん

旧・浦和市（現さいたま市）で創業 68 年の関東図書。営業部に所属する相木明子さんは英語の予備校講師をし
ていたが、思うところあって夜間、街づくりを学んでいたところ「昼間に時間があるなら会社を手伝って欲しい」と
現社長の父に頼まれ、次第に忙しくなって社業に専念することを決めたそうです。
祖父が創業し、家族が大切にしてきた会社や社員の姿を見て「一生懸命繋いできた想いが伝わってきた。印刷業
は奥が深くて幅広い知識が必要。人生をかけてもいい、価値のある仕事」と話します。Web サイト制作や電子書籍
なども扱うが「軸は印刷という部分は守っていきたい」ときっぱり。
営業部員 13 人のうち、女性は相木さんを含めて２人、
「出先で時々会う同業の方もほとんど男性。私自身は女性
でも全く問題ないと感じている」と話す。印刷工場内も女性事務員１人を除いて全員男性だが「力仕事もあるが、女
性にも十分こなせる。新卒の採用面接でも優秀な女性が多く、ぜひ女性にもっと就業してもらいたい」と期待して
います。

◆新たな働き方の導入も◆

「会社全体を見るため、総務経理の仕事にもかかわっていきたい」と相木さん。
「女性が働きやすい会社は皆が働
きやすい。子どもの有無や未婚既婚に関係なく、誰もが働きやすい会社にしたい」と語ります。
１年間の産休育休後の復帰は当たり前という雰囲気がある同社。女性社員が
多い制作部門では、女性の感性や丁寧さがデザインや DTP に活かせ、また、仕

事はチームで担当しているため、急に休んでもフォローできる。社内結婚も多
く、同じフロアで働いて妻が子どものお迎えに間に合わない時は夫が行くなど、
仕事と家庭を連携している夫婦も。
「子どもが小さいうちは確かに大変。でも、
仕事では育児だけではない自分の時間を持てて、続けて良かったと思う」とＤＴ
Ｐ担当の女性社員は話します。

編集担当の女性と打ち合わせをする
相木明子さん（右）

在宅勤務の導入も検討中で、社員に適応できる新しい働き方の実現を目指し
ているそうです。

埼玉県では、企業や団体等において、女性活躍の推
進に役立てていただくため、次の冊子を作成しました。

■女性活躍推進ハンドブック
・女性活躍の進め方を分かりやく紹介
・県内企業の取組事例も掲載

■イクボス養成ブック
・イクボスの育て方を分かりやすく紹介
・イクボス養成に必要な
三本柱を提示
※冊子は、以下のサイトから閲覧できま
す。発送もできますので、お問合せくだ
さい。
ウーマノミクス図書館

問合せ：埼玉県産業労働部ウーマノミクス課

TEL：048-830-3965
（7）
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埼玉の偉人伝

VoL.3

荻 野 吟 子

氏

日本で最初に女医となられた荻野吟子氏は埼玉県熊谷
市生まれ、埼玉三大偉人のお一人です。女性の活躍が今

クローズアップされていますが、その先駆者でもある荻
野吟子氏をご紹介します。
数々の困難を克服し、日本公許登録女医第 1 号となっ
た荻野吟子（1851 ～ 1913）は、武蔵国幡羅郡俵瀬村（現在
の熊谷市俵瀬）に生まれました。自らの病気の経験から、
女性医師になることを決意し、23 歳の時、奥原清湖とと
もに上京し、医学者 井
上頼圀の門下に入りま
す。
東京女子師範学校を
卒 業 後、私 立 医 学 校 の
好 寿 院 に 入 学 し、優 秀
な成績で卒業。
明 治 初 期、女 性 が 医
師になる道は閉ざされ
て い ま し た が、困 難 を
乗 り 越 え て、医 術 開 業

生誕 嘉永 4 年 3 月 3 日

試 験 に 合 格 し ま し た。

（1851 年 4 月 4 日）

35 歳で東京本郷湯島に

武蔵国幡羅郡俵瀬村

開業した後、北海道に渡り、晩年は帰郷して東京本所で

死没 1913 年 6 月 23 日（62 歳）

婦人・小児科医院を開業しました。

（熊谷市提供）

関東五県印友会、茨城大洗ホテルにて開催される
平成28年6月17日（金）、関東五県

催県の結束も深まるとの意見もあり

印友会が開催され、埼印工組から岩

ました。

渕理事長始め６名が出席しました。

続いて、みらい企業年金基金の新

また新井顧問は、みらい企業年金基

井理事長から制度のしくみについて

金理事長として招待されました。
始めに、
『水戸の心・日本の魂』

岩渕理事長挨拶

の説明がありました。
また、千葉県日暮前理事長と埼玉

と題して水戸史学会理事・事務

県新井前理事長が退任理事長として

局長但野正弘氏による講演会が

感謝状をいただきました。

茨城県松本理事長

行われた。歴史に興味のある出
席者が多く、皆熱心に聴いてい
ました。

吉田会長

会議では前回に続き関東五県
印友会の今後の在り方について

但野講師

意見交換

各人それぞれが意見を述べました。やはり今後も継続
していきたいとの意見が多数を占めました。次年度は
千葉県、そして埼玉県の順番で、各県の交流と共に開
（8）
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支部だより

熊谷支部

熊谷14日会

研修旅行

・11日
（日）
平成28年９月10日（土）

毎年恒例となっている熊谷 14 日会の研修旅行です
が、今年は長野方面（上高地〜白骨温泉泊〜上田城址）
へ行ってまいりました。
男女 12 名で熊谷を出発、最初の目的地の上高地へ
と向かいました。熊谷よりも７〜８度近く気温が低い
かもしれないとの情報がありましたが、当日は晴天
となり、特別涼しいことはありませんでした。絵にな

安曇野
大王わさび農園にて

るような景色が続き、感動の連続でした。現地は天気
が良かったこともあり、大変多くの観光客や登山家の

人気なこともあり、大変な人出でした。出演している

方々で賑わっていました。中でも外国人の多さが印象

俳優をはじめ、大河ドラマに関する資料がたくさん展

に残っています。

示されており、ドラマを観ている人にはたまらない内

旅館の温泉は白濁色で硫黄の匂いが強く、いかにも

容でした。

体に良さそうなお湯でした。宴会ではカラオケで盛り

天候にも恵まれ、事故や怪我もなく無事に帰ってこ

上がり、宴会後は広島カープの優勝の瞬間をみんなで

れたことは何よりでした。

見守りました。

（熊谷支部

㈱三興社印刷所

大川正行）

２日目は安曇野を経由して上田城址へ。
「真
田丸大河ドラマ館」を見学しました。ドラマが

印刷関連資格士会第1回通常総会が、11月19日
（土）、マロウドイン熊谷で開催されます。

クロスメディアエキスパート認証試験
対策講座がいよいよスタートします。

印刷関連資格士会は、印刷営業士会から移行した会です。32年間継続して
きた伝統ある「印刷営業士会」を時代に対応する内容で再構築することで、
これからの印刷業界のあらゆる課題に対応できるよう印刷営業士の資格だけ
でなく、いろいろな資格を持った方、企業、これから資格を取りたいと考え
ている方を対象とした会です。
準備委員会で、会則案、役員案など進めております。個人・法人どちらで
も参加できますので、ご参加お待ちしております。

クロスメディアエキスパート対策講座日程及び会場
第1日目：平成28年12月10日（土）鴻巣アサヒホール
第2日目：平成29年 1月14日（土）
〃
第3日目：平成29年 2月11日（土）
〃
認証試験：平成29年2月26日（日）工学院大学（新宿）

訃

報

心よりお悔やみ申し上げます

平成28年8月13日

野澤侯雄様
（77歳）

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

㈱ 大 塚 紙 店

〒

大塚

☎〇三︵五八二六︶五一七一

代表取締役社長

355
0328

☎〇四九三︵七二︶〇〇三〇

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

-

-

代表取締役社長

正 ㈱

武正

- 本庄市前原二 三- 二-五

366
0051

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

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

㈱三星社
（小川支部） 専務取締役
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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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紙
2016

品
作
上

ある秋の日のこと

福田雅俊

アサヒコミュニケーションズ㈱

紅葉と滝の風景に自然と溶け込んだ二人が印象的でした

チャツボミゴケ公園（群馬県中之条町）にて

髙橋 徹

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。

だいじょうぶ

塚田展弘

アサヒコミュニケーションズ㈱

頭をぶつけた孫をいたわる祖母。やさしく温かい１コマに
思わずシャッターを切りました。

日本一のポピー

吉成美雪

アサヒコミュニケーションズ㈱

鴻巣の日本一広いポピー畑。見渡す限り一面にポピーが咲
き誇っていました。

髙橋印刷

anonymous
五光印刷㈱

（12）

展

anonymous
台湾①

台湾②

五光印刷㈱

