第144号

平成 2 9
（2017）年10月10日発行

URL
http://www.saipia.net/
E-mail info@saipia.net

和楽備神社

神輿祭

印刷：五光印刷株式会社（川口支部）

［用紙提供：埼洋会］

No.144

埼印工だより

「第20回

埼玉県印刷工業組合 親睦ウォーキング大会」

平成29年9月24日 武蔵丘陵森林公園中央口集合

初秋の家族親睦イベント、ウォーキング大会も通算
20回を数え、今年も200名程の大勢の社員さん、ご家
族の皆さんなどに参加していただき盛大に開催されま
した
9時半の開門時間には埼印工関係者をはじめ一般の
行楽客の皆さんも大勢門の前に行列を作っていました
青空が広がり夏のような日差しで前日の涼しさが嘘
のようで、衣類を間違えた方もいらっしゃったようで
す
…まだまだ夏物で大丈夫でした
10時の開会前に参加者に飲み物が配られ準備完了、
新（あたらし）副理事長の司会のもと岩渕理事長の開
会あいさつ、大谷専務理事からは諸注意が伝えられま
した 今日は絶好のウォーキング日和です 怪我や熱
中症などに注意して楽しい時間を過ごしてください…
云々

司会 新副理事長

山道のよう

林間コース

毎年ここ森林公園で開催されていますがコースは微
妙に変わり今年のコースは半分以上未舗装の林間コー
スでした 日ごろ土の上を歩くことが少なくなってい
るので落ち葉を踏んだり土の柔らかな足元の感触が心
地よく感じられたのではないでしょうか
適当なアップダウンもあり早足で歩くと薄っすらと
汗が出てきます
途中「スズメバチに注意」の標識がある場所では自
然と急ぎ足になりました(^_^)
ベビーカー持参で小さなお子さんを連れている方も
いて三世代で楽しむグループもあります 一歳半の赤
ちゃんも歩いていてビックリ

岩渕理事長あいさつ

諸注意 大谷専務理事

パパがんばれ

飲み物配ります
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ワンちゃんも参加
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景品の山

パスワードは「さつ」

ゴール後には「いんさつしんじだい」のキーワード
を役員に伝えお楽しみ抽選会です
更に役員とのじゃんけんで洗剤などの景品を手にし皆
さん笑顔に昼までに全員が完歩、その後はグループご
とにお弁当を広げたり遊び足りない子供たちはアスレ
チックに行ったりと一日を楽しんだようです 外で食
べるお弁当がこんなにおいしいとは…
思ったより暑くもならず 久々の自然を満喫し 心
地よい汗と疲労感を残し家路に付きました 今日一日
でちょっと健康になったような気がしました

当選おめでとう

三世代で

家族でお弁当

笑顔で参加
最初はグー

第20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㈱

●㈱共同紙販ホールディングス

●㈱吉岡
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埼玉県印刷工業組合青年部

全国青年印刷人協議会2016・2017活動テーマ

「未知の創造」～アライアンス・イノベーション～

全国 UBA 石川 誠司 会長と固い握手

さて、今期のテーマである「未知の創造」ですが、こ
のテーマに至るまでは大変な生みの苦しみがありまし
た。
私が議長として、１１名の正副議長たちに与えた課
題があるのですが、それは①古事記を学ぶ②コミュニ
ケーションをあらゆる角度から学ぶ③デザインを学
ぶ。この３つの視点を深めることから始めました。
古事記に関して、副議長たちは「なぜ？」と混乱させ
たかもしれません。
しかし日本の印刷業界を代表して任務を全うしなけれ
ばいけない我々が、日本のことを知らずにいてよいの
か。その究極の教本が古事記ではないかと考えました。
しかも日本は「和」の国です。
日本国は圧倒的な歴史がある国です。
約 2600 年間、侵略されずに来た理由には「和」精神
を大切にしてきたからではなしでしょうか。
一七条憲法 第一条には
和をなによりも大切なものとし、いさかいをおこさぬ
ことを根本としなさい
上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって議論
するなら、おのずからものごとの
道理にかない、どんなことも成就するものだ」
と示しております。
かの松下幸之助は、昭和２０年８月１６日、終戦の翌
日に臨時経営方針会議を開き
「周知を集め」
「主座を保ち」
「和を貴ぶ」と伝え「日本精
神の本来の姿に立ちもどる事により将来への繁栄の基
としなければならない」とこの経営方針を一晩で考え
お示したことには驚きです。
そして、なぜ今ごろコミュニケーションなのか？
昨年２月のあいさつで、
「コミュニケーション能力を上
げて、あらゆる産業の中心となる」とお伝えしました。
現代は一度の不祥事が、ネット社会化により這い上が
れない社会になってしまいまいた（失敗の場数が大切
なのに）
。インターネットの普及やコミュニケーション
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全国青年印刷人議長

惠

勇人

ツールの高度化で対人コミュニケーション能力が低下
したのは明らかです。町にも、家庭にも、会社・社会に
も・・・対人関係に行き詰まり悲惨な事件も多発して
います。
追い込まれる社会では他人よりも自分の保身に走る
ことで悪循環に陥ってしまい、自分の利益のみを追い
求めることにより、むしろ社会全体が地盤沈下して結
局は自分たちも沈んでしまいます。
コミュニケーション能力が不可欠なのは当たまえの
時代ですが、
「あるだけ」の時代から、高いコミュニケー
ション能力の時代へとシフトしています。
しかも感情に気を配ってコミュニケーションしてい
る人とそうでない人では仕事の効率や出来、不出来に
違いが出ており「仕事力＝コミュニケーション能力」と
言っても過言ではありません。
高度なコミュニケーション能力は「不可欠」かつ「希
少価値」の能力だと考えます。
「未知の創造」をしていくには、コミュニケーション
で触発されて、化学反応を起こし、一人では生まれな
い「アイデア」が生まれる。
それが、私たちが実現できる「イノベーション」では
ないでしょうか。
「コミュニケーションからイノベーション」そしてデ
ザインの力です
デザインとは「課題を解決すること」
「関係性をつく
ること」そして我々印刷業は「誰に」
「どう伝え」
「どう
行動してほしいのか」を設計することが大切です（コ
ミュニケーション・デザイン）。
昨年のブロック協議会は、想いをカタチにするために
副議長達とともに設計した「デザインした」集大成の作
品でした。
ますます複雑さを増し、流れが速くなる環境の中で、
相手の要望を自分の中で再構築して対応することによ
り、新しい「価値創造」を実現することが重要です。
そして、私たち印刷業界が「和」の精神をもとにコ
ミュニケーション力に磨きをかけ、あらゆる産業の中
心となる実現に向けて、今年の事業は、全青協で初め
てとなる異業種団体の全国中小企業青年中央会（ＵＢ
Ａ）の皆さんと連携をとり、ブロック協議会を開催する
運びとなりました。
今回の事業を成功させて、印刷業界だけではなく中
小企業全体の発展を目指してまいりますので引き続
き、ご支援ご指導を賜りたいと思います。
こんな私でございますが、来年の全国協議会まで、
どうぞよろしくお願いいたします。
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経営革新マーケティング委員会

見学会・篠原紙工

多彩な製本後加工の現場を見る
埼玉県印刷工業組合は、工場見学会を９月 20 日に開
催し、東京都江東区の篠原紙工を訪問した。

篠原紙工は、中綴じ・折り・抜き加工を専業とする
傍ら、企画・デザインから制作・加工まで顧客のもの
づくりの相談事に対応する組織「Factory 4F」を運営

平成29年 9月20日
（水）篠原紙工

チェックを経て、中綴じが行われていることや、
「アイ
レット綴じ（めがね綴じ）」
「のり綴じ（ノリトジックシ

ステム）」などもできることが紹介された。
２階では、折り加工を見学。折り加工の仕組みが専

している。同社の Factory 4F では、一般の人も１人か
ら参加できる工場見学会を毎月開催しているほか、土
日にはスペースを提供して紙製品に関するもの以外の
ワークショップやイベントなども開催。一般の人も多
く訪れる町の工場として親しまれている。

中綴じの工程を見学

工場見学に訪れた篠原紙工で。工場見学のレクチャーを受ける。

埼玉県印刷工業組合では、通常、篠原紙工が行って
いる工場見学会のプログラムに準じて同社の制作現場
を見学した。開催にあたって、篠原紙工の篠原慶丞社
長から挨拶があった後、工場見学に関するレクチャー
を受けて見学をスタート。
まず、その日によって手加工の作業が異なるという
４階の手加工のエリアから見学した。見学当日は、和
綴じ製本が行われており、作業を見学したほか、和綴
じ製本に関する詳しいレクチャーも受けた。
続いて、１階の断裁機エリアに移り、断裁機につい

用機を使ってレクチャー
されたほか、篠原紙工オ
リジナルの折りとして知
ら れ て い る『 い い か げ ん
折り』や、紙を折る際に真
ん中に切れ目を入れるマ
ジック折り等についても
詳しく紹介された。
折りの仕組みを詳しく聞く
ま た、DM な ど で 採 用
されている糊綴じや、環境対応型の製本として注目さ
れている PUR 製本についても詳しいレクチャーを受け
た。
工場見学の後、篠原紙工の取り組みについて篠原社
長から説明があり、篠原紙工では、
『感動』
『デザイン』
『所有欲』
『機能性』
をテーマにものづ
くりに取り組んで

お り、
「 世 の中には
高くても欲しいと
思うものがあり、そ
れを求めるニーズ

て詳しく説明を受けた。細いもので 0.2 ～ 0.5㎜幅ま
で断裁できることも紹介され、実際の実演では 0.3㎜幅
の断裁が行われ、参加者を驚かせた。
続 い て 見 学 し た 中 綴 じ 機 の エ リ ア で は、多 く の

PUR 製本のレクチャーを受ける

たい」と語られた。

がある。価値のある
ものを作っていき

その後、質疑応答などもあり、活発な工場見学会と
なった。
参加者 岩渕理事長 城戸 渋木 惠 佐々木 吉岡
吉田

１階の断裁機のエリアを見学

清水 （８名）

文章：根崎朋美
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全印工連「印刷営業講座」・「印刷営業士認定試験」開催のご案内
主催：全日本印刷工業組合連合会

主管：埼玉県印刷工業組合

平素は、当組合事業運営に格別のご支援・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記の「印刷営業講座」並びに厚生労働大臣認定「印刷営業士」資格取得のための「技能審査認定試験」を全日本
印刷工業組合連合会主催、埼玉県印刷工業組合の主管により開催致しますのでご案内申し上げます。
つきましては、営業関係の方々に、受講・受験をお勧めくださいますようお願い申し上げます。※但し、２０名以上の
参加が開講条件となります。

1.

主管：埼玉県印刷工業組合

2.

開催場所：アサヒホール

鴻巣市本町4-3-23

JR鴻巣駅東口下車徒歩3分

（㈱アサヒコミュニケーション内
3.

℡

048-541-5152）

開催日時：１日目：平成２９年１１月１７日
（金）14：00～19：00
２日目：平成２９年１１月１８日
（土）10：00～16：00
３日目：平成２９年１２月

１日
（金）13：00～19：00

４日目：平成２９年１２月

２日
（土）10：00～16：00

試験日：平成２９年１２月

９日
（土）

知識試験 10：00～11：00
4.

受講資格：印刷営業を１年以上経験

5.

講座内容：日程表参照

6.

受講料：組合員１名

20,520円・非組合員

技能試験

11：15～12：45

37,800円
（教材費含む）

資格試験料は別途かかります。
知識試験：4,320円

技能試験：8,640円

7.

受講料：受験料の振込につきましては、開講決定後に指定口座をお知らせ致します。

8.

申込先：埼玉県印刷工業組合へFAX又はメールにてお申込み願います。
FAX

０４８－５２４－７６８０

Eメール
9.
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申込期限：平成２９年１０月２０日
（金）締切日厳守
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クロスメディアエキスパート対策講座
および認証試験受験のご案内 埼玉県印刷工業組合

主催

埼玉県印刷工業組合では、人材育成を目的に、日本印刷技術協会 (JAGAT) が実施しているクロスメディアエキ
スパート認証試験への合格を目指す対策講座を開設します。
印刷業界における情報資源の多様化という流れの中で、複合的なメディア活用による問題解決を実現できる高いレ
ベルの人材を開発する事を目的とした本制度の趣旨に鑑み、本講座では第 2 部記述式試験対策に重点を置いた研修
内容として、前回受講者にはかなりの効果が認められた講座です。是非この機会に業界並びに自社の人材育成にご
活用ください。
講習日程

：

第1回
第2回
第3回

平成 30 年 1 月 13 日 ( 土 )
平成 30 年 1 月 27 日 ( 土 )
平成 30 年 2 月 17 日 ( 土 )

9：30 ～ 17：30 （9：15 より開講式）
9：30 ～ 17：30
9：30 ～ 17：30

定

員

：

35 名（最少催行人数 20 名）

講

師

：

株式会社スイッチ 景山 史枝（かげやま ふみえ）
JAGAT エキスパート資格講座インストラクター

講習会場

：

アサヒホール 鴻巣市本町 4-3-23 鴻巣駅東口より徒歩 3 分
( 株式会社アサヒコミュニケーションズ内 Tel.048-541-5152)

認証試験

：

平成 30 年 3 月 18 日（日） 工学院大学

受講料

：

一人 25,000 円（税込。教材費・受験料 15,330 円含む。1 次試験免除者は 20,000 円）

申込期限

：

平成 29 年 11 月 30 日（木）

申込方法

： 企
 業単位でまとめて頂き、埼玉県印刷工業組合宛てに FAX またはメールでお申し込みください。後
日、受講者証等をお送りいたしますので、規定の受講料を指定口座へ事前にお振り込み願います。

新宿区西新宿 1-24-2

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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関東甲信越静地区協議会
平成２９年７月７日（金）８日（土）
、ホテルメトロプ
リタン長野に於いて関東甲信越静地区印刷協議会が開
催され、埼印工組から岩渕理事長始め７名が出席した。

出席者

全印工連臼田会長からのあいさつでは、3 つの柱を
述べた。
１．連帯 組合員が減っている。印刷は大きな産業で
ある。1 社 1 社ではできない。組合員企業の連帯が重要
だ。
２．共済 組合員だから入会できる。アドビとの契約
は、他業種より安く便利。
３．対外窓口 官公需対策、知的財産等、政治連盟を通
し、議員と一緒に改善している。基盤を皆と一緒に作っ
ていきたい。
全体会議で協議会清水会長（長野県理事長）は、
「業
界は厳しいが、情報を中心に、広がりを持って道を切
り開いていこう」とあいさつされた。
来賓の安部長野県知事からは、長野県の PR と「発想
力を持って進化し続けていただきたい」と激励のあい
さつがあった。
以下各委員会の報告
経営革新・マーケティング委員会
１．事業継承支援センターの周知
２．ソリューション・プロバイダーへのステップアッ
プガイドセミナーの開催

臼田会長
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清水会長

生井専務理事

長野大会開催される

３．
「共創ネットワーク通信」への登録促進
教育・研修委員会
１．
「新印刷営業講座・印刷営業士認定」の実施
２．
「全印工連特別ライセンスプログラム」の周知・普
及
３．
「組合支援セミナー」の周知・啓発
４．
「新教育システム（遠隔システム）に対する」意見・
要望
５．技能検定製版職種 DTP 作業実施にあたっての意
見・要望
環境労務委員会
１．環境マネジメントシステム認証・認定の周知啓発
について
比較的大規模の積極的な企業はすでに GP 認証受けて
いるのに他に広がらない。
２．VOC 警報機は、まずは各県工組役員が使ってみ
て、普及を訴える。
組織・共済委員会
１．各県組合員は減少している。
仲間内の勧誘、支部の活性化を広げる等組合員増強、
加入促進を図る。
CSR 推進委員会
１．CSR 認証制度、クラウドバックアップサービス、
MUD コンペ、ログ管理システムについての報告
２．BCP を取り組むにあたって、取り組みのフロー（ス
テップ）がわかる資料がほしい。
３．CSR 認証制度を周知していく。
官公需対策委員会
１．電子見積が拡大。オープンカウンター方式導入の
県では低価格競争が激化。前年実績による予定価格設
定で、予定価格が低価格となってしまう。
２．知的財産保護法基本法
5/26 も自由民主党中小印刷産業振興議員連盟総会の
報告を受け、その成果に期待する。
３．価格競争に陥らない印刷物制作を核とした一貫の
業務請負によるワンストップな発注仕様を実現し、受
注に結び付ける、といった実績の情報収集を行ってい
く。
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がりゅうこうえん

埼玉の偉人伝

VoL.5

本 多 静 六 博士

今回は、日比谷公園を始め大沼公園（北海道）、臥竜公園（長野県）
明治神宮など明治以降の日本の数々の大規模公園の開設・修正に携
わり、「公園の父」と呼ばれた本多静六博士（1866 年 8 月 11 日―
1952 年 1 月 29 日）をご紹介します。
博士は、ドイツ留学でのブレンダーノ教授の教えから、倹約貯蓄
を処世訓として、収入の 1/4 は必ず貯蓄をし、分散投資を実施。資
産家として巨万の富を築いたことでも知られています。資産のほと
んどは、教育、医療機関などに寄付されたとのこと。
名言集の中から

設

内

健診

も予約受

付
中

！

施

世の中には
濡れ手で粟を掴むような旨いことが、
そうザラにあるわけのものではない。
手っ取り早く成功せんとする人は、
手っ取り早く失敗する人でもある。
秦の成功には速成もなければ、
裏道もない。
あせらず怠らず、
長い道を辛抱強く
進んでいくよりほかはない。

写真：久喜市提供

健診・ストレスチェック
定期健康診断・有機溶剤
ます！
スで出張健診にうかがい
バ
診
検
で
ま
社
会
の
た
な
あ
TEL 0493-81-6029

FAX 0493-81-6749

公益財団法人埼玉県健康づくり事業団
URL http://www.saitama-kenkou.or.jp
埼玉県比企郡吉見町江和井４１０－１

豊かな新世紀を拓く！
新しい時代の「企業づくり」のアドバイザー
●印刷関連機器・材料販売
●Macintosh・Windows出力・教育・保守サービス
●ITビジネス支援事業
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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
事業所のすてきな社員の方をご紹介していただきます。
第14回目は、㈱埼京印刷さんです。

Vol.14 ㈱埼京印刷 生産管理部 今泉 裕代さん

我が社の

すてき

ZOOM UP!

社員

生産管理部に所属しています。今泉裕代です。
仕事では出来るだけ失敗しない様にと心がけてい
るのですが、まだまだ未熟な部分が多く上司や先輩
にはお世話になっています。いつも有難うございま
す。
最近は、兄弟が送ってくれる姪っ子の画像や動画
を見て癒されるのが、仕事から帰った後の楽しみの
一つになっています。
まだまだ至らない所も多いですが、先輩達から
貰ったアドバイスを取り入れながら最終的にお客
様に満足して頂ける様に、出来るだけ正しい情報を
早めに現場に届けられるよう頑張っていきたいと
思います。

埼
洋
会

〒
-

355
0328

会
員

比企郡小川町大塚一〇八

暁

＊洋紙のご需要は地元埼玉の洋紙店を＊

㈱ 大塚紙店

大塚

☎〇四九三︵七二︶〇〇三〇

代表取締役社長

☎〇三︵五八二六︶五一七一

東京都台東区北上野一 九- 一- 二
住友不動産上野ビル６

F

㈱ 共同紙販ホールディングス

社

-

☎〇四八︵五七二︶二五二五

郡司勝美

- 本庄市前原二 三- 二-五

深谷市上柴町東五 二- 二 二-

110
0014

本

〒

-

北関東支店

〒

〒
367
0047

代表取締役社長

武 正㈱

武正進介

- さいたま市見沼区卸町一 三-三

☎〇四九五︵二四︶一一七一

〒
330
0004

代表取締役社長

溝口洋紙 ㈱

溝口泰男

薫

- ふじみ野市福岡五六一 三-

☎〇四八︵六八五︶〇七一一

〒

代表取締役社長

㈱吉岡

吉岡

☎〇四九︵二五三︶四九八五

代表取締役社長
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埼印工だより

熊谷支部

毎年恒例となっている熊谷１４日会の研修旅行です
が、今年は新潟方面（村上～瀬波温泉泊～弥彦神社）へ
行ってまいりました。
男女１１名で熊谷を出発、酒造見学を経て、日本で
最初の鮭の博物館である村上市のイヨボヤ会館へ。鮭
の生態や村上市の文化について学びました。
宿泊した瀬波温泉は、日本海へ沈む夕日がきれいな
ことで有名です。この日も快晴だったため、宴会場か
ら参加者全員で日本一とも言われる日没の景色を堪能
しました。宴会後は、フロントにあるラウンジの大き
な窓ガラスをスクリーンに、プロジェクションマッピ
ングの技術を応用した大画面の映像を視聴し、瀬波の
夜を満喫しました。
２日目は弥彦神社を参拝。ここでは外国人観光客の
多さに驚かされました。台湾からのツアーだったよう

熊谷14日会

研修旅行

平成29年9月9日
（土）
・10日（日）

で、日本語が話せる人も多く、とても親しみやすい方々
でした。
食べて、飲んで、買い物して、盛りだくさんの旅行で
したが、事故や怪我もなく無事に帰ってこれたことは
何よりでした。
（熊谷支部 ㈱三興社印刷所 大川正行）
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紙
2017

上

作 品

展

「鏡池と戸隠連峰」 事務局

「初日の出 2017」 佐藤欣也

「a piece of autumn」 神辺貴之
㈱太洋社印刷所

「終着間近」東武伊勢崎線 浅草駅に到着せんとする
東武の赤い電車1800系です。定期での運用はなくなり、
多客期の臨時電車で頑張っています。

六三四堂印刷㈱

「雪のよう」JR八高線の越生 ‐ 明覚間に広がる蕎麦畑です。
一斉に白い花が咲き、一面に雪が積もったように見えます。

宮田敦彦

すてきな作品お待ちしています

皆様の自慢の作品を募集しています。ご応募、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。
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