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平成30年度通常総会終わる

司会の市川副理事長より本日の出席 20 名、委任状出
席 18 名で、定款第 40 条により総会成立の報告があり、
大川常務理事を議長に選出し、議事に入りました。
第１号議案 平成 29 年度事業報告
第２号議案 平成 29 年度収支決算報告
櫻井監事からの監査報告。
第３号議案 定款変更
第４号議案 役員選出
第５号議案 平成 30 年度事業計画案
第６号議案 平成 30 年度収支予算案
第７号議案 借入金の最高限度額決定案

岩渕理事長 挨拶

市川副理事長 司会

平 成 30 年 ５ 月 18 日
（金）、マロウドイン熊谷に
おいて、埼印工組平成 30
年度の通常総会が行われ
ました。
市川副理事長が司会、新井
顧問の開会のことば、大川
常務理事（青年部会長）に
よる印刷産業人綱領斉唱
のあと、岩渕理事長が挨拶
をのべました。
「新井前理
事長から引き継いだ教育・

大川常務理事 議長
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５月 18 日
マロウドイン熊谷
にて

大谷専務理事 説明

研修の実施は今年も引き
続 き 力 を 入 れ、社 員・ 会
社の力を強くしようとい
う方針で進めている。そ
の 第 1 弾 と し て、櫻 井 印
刷所社長に講演をお願い
した。
『クロスメディア・
エキスパート検定』
『印刷
営業士検定』も引き続き実
施する。また、今年度は、
経営革新計画の一環で『新
人研修セミナー』を実施す
る。是非参加していただ
きたい。」

櫻井監事

渋木副理事長 来賓紹介

以上が上程され、原案通り可決承認されました。
続いて埼玉県中小企業団体中央会共同受注報告があ
り、市川副理事長の閉会あいさつで総会を終了しまし
た。
懇親会の司会は、大谷専務理事が担当。岩渕理事長
の挨拶の後、渋木副理事長
が 来 賓 を 紹 介。来 賓 の 熊
谷 市 長 富 岡 清 氏、中 央 会
熊谷支所長松本充良氏か
ら挨拶をいただきました。
続いて関連企業を代表し
て㈱深谷カーボン深町要
一社長より挨拶いただき、
熊谷市長 富岡氏
新井顧問による乾杯と新
組合員㈱エコー宣伝印刷川
﨑社長が自己紹介をし、その
後は名刺交換、懇談といつも
の風景となりました。今回は
開催地が県北ということで、
熊 谷・ 秩 父・ 行 田 の 美 味 し
中央会 松本氏
いお酒を用意しました。中締
めでは、県北組合員・関連企
業が壇上で大いに盛り上が
り、新副理事長の閉会の挨拶
で、お開きとなりました。
関連代表 深町氏
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新井顧問 乾杯

川﨑新組合員

大川常務理事

城戸副理事長 講師紹介
丸山理事

県 北
集 合

第２部講演会
「女性の事業承継ー新しい気づきを経営に生かすー」
埼玉県ウーマノミクス課の協力で、女性の講師をと
いう運びとなり、株式会社櫻井印刷所社長の櫻井理恵
氏に講演していただくことになりました。組合員さん
にも聴いていただきたくご案内したところ、70 名の受
講者が集まり、大盛況の講演会となりました。
講師紹介は、城戸副理事長（教育委員長）が担当。
以下講演資料より
[ 株式会社櫻井印刷所について ]
大正 13 年 初代櫻井理助が札の辻にて創業。
二 代目櫻井初男のときに、活版印刷からカラーオ
フセット印刷機を導入。
三 代目櫻井理喜が、クリエイティブ部門の強化、
オンデマンド印刷機の導入を決定。
女性視点での取り組み…会社をかえるには見た目
から？
・まず、簡単にできることを探してみる。整理整頓、

新井青年部副会長
新副理事長 閉会挨拶

櫻井社長

購入物の選定
・３年使っていないものは捨てる。
・ 古いものに目を向けてみる。古いものって実は
今の私たちにとって、新しいこと。
↓
連続性のなかの「一点」である自分を意識すること
で、過去と未来を見据えることができる。

講演会の様子
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Kawagoe Premium について
創刊号 2015 年 10 月 30 日 川越まつりの準     
                  備、地元の美味しいお店
２号 2015 年 12 月 31 日 川越の手仕事、川
越抹茶
３号 2016 年 3 月 31 日 川越の洋風建築、春
の川越
４号 2016 年 6 月 30 日 クラシックカーと
川越、農業特集、若旦那
５号 2017 年 4 月 30 日 川越唐桟、専門店
６号 2017 年 12 月 31 日 今川越でほしいも
の、川越と秩父の祭り etc
自社 PR としての役割
・企画デザインから印刷物として納品するまでを、
自社内でできることをアピール
・
「読み捨てられない会社案内を」目指す
   地元を見直し、より知ることにより、川越を「ふる   
さと」とする人が増えるのではないか？

・デザインコンセプト 長く地元のひとの本棚に
置いてもらえるような冊子でありたい
ロゴ・よく使われ、読みやすい書体であること。
制作費・広告を入れない
・制作費の捻出 自社広告費として捻出
謝辞は岩渕副理事長が述べ、場所を移動し次は第３
部懇親会です。

岩渕理事長 謝辞

副理事長就任挨拶

新保

信義

この度、副理事長並びに環境・労務委員長を仰せつかりました。
組合発展のため努力致したいと思いますので、
皆様のご指導・ご協力をお願い致します。

委員会名簿
経営革新・マーケティング
委員会

環境・労務委員会

組織・共済委員会

教育･研修委員会

官公需対策委員会

CSR推進専門委員会

広報委員会
青年部会
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◎渋木

理俊 (大宮)

金森

正臣 (浦和)

○高橋

徹 (大宮)

大川

正行（熊・鴻）

◎新保

信義 (浦和)

伊古田

○市川

博也（熊・鴻）

櫻井

◎惠

勇人 (川口)

飯田

○井坂

功 (大宮)

浅野

貴之 (川口)

◎城戸

紀夫 (川口)

木内

武 (川越)

○丸山

靖雄 (行田)

新

道行 (深・本・秩）

◎新井

正敏（熊・鴻）

佐藤

伍郎 (川越)

○望月

諭 (大宮)

渋木

理俊 (大宮)

◎新

道行 (深・本・秩）

望月

諭 (大宮)

○丸山

靖雄 (行田)

城戸

紀夫 (川口)

◎大谷

純一 (行田)

飯田

○高橋

徹 (大宮)

井坂

浅野

貴之 (川口)

星野

晃輝 (浦和)

惠

勇人 (川口)

一義（熊・鴻）

大川

正行（熊・鴻）

功 (大宮)

野坂

弘幸 (深・本・秩）

俊 (深・本・秩）
豊喜 (川越)
勇 (深・本・秩）
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埼玉県印刷工業組合青年部

通常総会開催

会長・副会長
議事進行

望月副会長

浅野新会長

新組織報告

去る６月５日、青年部通常総会が埼玉県印刷工業組
合岩渕理事長ご出席のもと、さいたま市宇宙劇場にお
いて開催されました。
事業報告、決算報告、監査報告、新役員組織体制、事
業計画、収支予算と、慎重審議の結果、すべて承認可決
されました。本年度は改選期であり、浅野会長が新会
長に承認され、大川会長から会長職が引き継がれまし
た。
新役員の顔ぶれは、以下の通りです。
会長

浅野

貴之

幹事

副会長

	    仁居   弘一       

新井

貴之

	   望月

諭

溝口

雄次

大谷

祐一

設楽

剛史

篠原

勲

幹事

新保

元美

丸山

靖雄

真野

亮介

中島

正勝

監事

新

道行

直前会長

大川

正行

会計

新井副会長

『この度、大川直前会長より埼玉県印刷工業組会青年
部部会長のバトンを受け継ぐことになりました、株式
会社協和テックの浅野貴之と申します。
私の生業は印刷物の表面化工であり、生業が印刷の
本流でない私のような者が、伝統ある埼玉県印刷工業
組合青年部の部会長をお引き受けするのを躊躇してい

仁居幹事

新監事

ましたが、青年部会の会員の皆様の後押しもあり部会
長職をお受けすることに致しました。伝統ある会長職
をお引き受けしたからには精一杯務めさせて頂きます
ので皆様どうぞ宜しくお願い致します。
さて、せっかく会長職を受けたからには 2 年間何を
しようか？と無い頭をフル回転させて考えてまいりま
した。印刷業界の景気は悪い悪いと言われながらも首
都圏内に位置する埼玉県は、今まではなんとなーく営
業活動をして、なんとなーく機械が動いていれば会社
の経営が成り立っていたところが多かったと思いま
す。業界の仲間と話をしていても、やれ単価が安くて
困る、やれ材料が値上りして困る、やれ運送代が高く
て困る等、愚痴に近い話が多く聞かれますが、今はそ
ういう時代なのですし、どうやっても止められない流
れでどう嘆いても誰も助けてはくれないことは皆んな

中島会計

真野会計

新保幹事
（5）
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埼玉県印刷工業組合青年部

通常総会開催

岩渕理事長 来賓

分かっているはずです。それを跳ね除けて、今、何をし
ていかなければいけないのか。どうせであれば印刷の
本流でない私なりの視点で今までとは違った形で青年
部を運営していこうと考えました。
ずばり！！今期の活動方針は「エレガンスな経営者
を目指して」です。皆さん、この活動方針をなんのこっ
ちゃと思われ、浅野がまた訳の分からないことを言い
出したと思われていると思います。最初に申し上げま
した通り、私の生業は印刷物の表面化工です。表面化工
とは印刷物に対して衣装性（アイキャッチ性）を高めた
り、印刷物の強靭性を高める化工のことです。そして
私は印刷物の表面化工のプロフェッショナルです。こ
のことを青年部の活動に組み込んでいこうと考え導き
出された活動方針が「エレガンスな経営者を目指して」
です。外見ですと上品な姿恰好、内面ですと優雅さ上
品さ等エレガンスには色々な意味があると思います。
人の第一印象は見た目が 9 割と言われています。経営
者は一国一城の主です。高価な物を着たり身に着けた
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於：さいたま市宇宙劇場

新執行部

りしろと言う事ではありません。経営者は会社の最前
線に立っているのですから色々な人に合うことが多い
わけですし、その時に見た目で損をするのは勿体ない
と私は思っています。外見は印刷物の表面化工のよう
に少しの投資やアイディアで衣装性（アイキャッチ性）
を高められ、内面は優雅で上品で印刷物の表面化工の
ような強靭な精神を持っている経営者を目指して色々
な事業を展開していきたいと私は考えております。
色々と偉そうなことばかり言っていますが、岩渕理
事長はじめ諸先輩方に比べればまだまだ経験不足の経
営者の集まりが青年部です。なにかと親組合の諸先輩
方にも色々とご迷惑をお掛けすることもあるかとは思
いますが、2 年間精一杯会長職を務めさせていただき
ますのでご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上げま
す。
また、青年部の会員の皆様にも色々とご無理なお願
いをすることもあるかとは思いますが、ご協力の程宜
しくお願い致します。』
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関東五県印友会、埼玉大会開催される
―さいたま市「新道山家」にてー

首都圏外郭放水路

平成 30 年 6 月 8 日（金）
・9 日（土）の両日、関東五
県印友会埼玉大会が、創業明治二十一年の老舗、さい
たま市新道山家で開催されました。
始めの全体会は司会を渋木
副理事長が担当。岩渕理事長
が開会あいさつを述べ、吉田
会長（群馬工組）の挨拶の後、
各県理事長に活動状況を紹介
して頂き、今回の最大イベン
岩渕理事長 挨拶
トである見学先、春日部市に
ある首都圏外郭放水路へ向か
いました。前日まで大雨だと
見学できないと聞いておりま
したので、皆様の心がけがよ
かったのでしょう、とてもい
いお天気で安堵しました。
渋木副理事長 司会
首都圏外郭放水路に到着し、
わかりやすい解説を聞き、い
ざ、地下の調圧水槽へ！ 116
段の階段を下ります。地下に
そびえる地下神殿、59 本の柱
は圧巻です。昨年は 7 回の洪
吉田会長 挨拶
水調節実績があったそうです。
下りたらまた登らなければならないのですが、皆黙々
と階段を上がり、その疲れは
帰路に立ち寄った天然温泉で
癒し戻ってきました。
懇親会は、司会は大谷専務
理事が担当。新副理事長の歓
迎のことばに続き、みらい企
大谷専務理事 懇親会司会
業年金基金の新井理事長の挨

感謝状を贈呈

拶の後、退任する吉田会長への感謝状が松本新会長（茨
城県理事長）から贈呈されました。次期開催県の石川理
事長（群馬県理事長）の乾杯でス
タート。埼印工組のハーモニカ隊
ラ・フランスの用意はあったもの
の出番もないまま、和やかな懇親
会はお開きとなりました。二次会
も工夫を凝らして新保副理事長は
新副理事長 開会挨拶
大奮闘、大いに盛りあがった夜と
なりました。
翌日の講演会は司会を城戸副理
事長が担当。全青協前議長惠副理
事長から「未知の創造～アライア
ンスイノベーション～」の演題の
説明を受け、講師には惠副理事長
新井基金理事長
が一緒に学んできた全青協元副
議長飯尾賢
氏（岐阜工組
副理事長）で
す。
（講演内
容 要 約 は 10
城戸副理事長 講演会司会 頁記載）
惠副理事長 講演説明
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各県工組の活動計画

茨城工組
・茨城県では昨年の茨城県知事選挙に
おいては、自民党県連からの選挙関連
印刷物について、当工組所属の組合員
が全面的に受注することができまし
た。また、印刷物入札時に「最低制限
価格」制度が導入されました。今年度
茨城松本理事長
も引き続き「官公需対策」に力を入れ
て参ります。国サイドでは基本方針の中に「知的財産権
の財産的価値に充分留意した契約内容とする」という
文言が盛り込まれました。課題解決のスタートであり、
より一層の要望を行政に求めていくものとします。
千葉工組
・昨年は組合等新分野開拓支援事業を
行い、スマホの加速度的な普及に伴っ
て増え続ける動画コンテンツの制作方
法を学びました。また、組合員の地道
な活動によって、組合員の増強を図る
ことができました。今年度は、第 4 次
千葉吉田理事長
産業革命と呼ばれている状況で、この
変化への対応こそ我々が生き残るための最重要課題と
言えます。取り組む事業の中で、特に１．VOC 警報器
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の普及推進２．官公需適格組合への挑戦３．組合サイ
トの充実とスキルの向上の 3 点と組合員の紹介ができ
る冊子の作成なども考えております。
栃木工組
今年度の基本計画の第一は会員減少
の歯止めと賛助会員の拡大を図ること
をあげたいと考えます。これにより組
合の持つ優位性を発揮し、より魅力あ
る組合にいたいと考えます。今年度の
事業として、組合員名簿の発行と活用、
栃木井上理事長
会員各社への訪問、講習会などの計画、
青年部の構築に向けた取り組みを進めて参ります。関
係各庁との連携を図り、印刷需要の拡大のため努力し
続けます。
群馬工組
吉田前理事長には 8 期 16 年間、組合
の為に力を注いでもらいました。今年
度は、組合を深く知って、継承してい
くものは継承し、省ける物は省いて新
しいものを取り入れていきたいと考え
ています。今年度は、60 周年記念事業
群馬石川理事長
を計画しております。60 周年式典、記
念誌、組合員名簿等、実行委員会を編成し進めて参り
ます。
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埼印工組
第三に、
「ものづくり補助金」獲得作戦です。会社を
昨年度は、一昨年度に設立した「印刷関連資格士会」
強くするためには適切な設備投資が必要ですが、その
が中心となって「クロスメディアエキスパー卜検定」と
資金の一部に「ものづくり補助金」を利用することが可
「印刷営業士検定」に挑戦して参りました。この結果、
能です。メーカーあるいは資材機材供給業者（以下、関
当組合員からクロスメディアエキスパートは昨年 14
連業者）から適切な設備を供給してもらうと同時にこ
名（今年春は 12 名）、印刷営業士が 11 名新たに誕生し
の補助金を利用することが効率的です。そのために今
ました。今年度も引き続き皆様方のご協力をいただい
年の新年会では関連業者にミニ講演会を開催してもら
て活発な組合活動を展開していこうと思います。
いました。今年度も開催し、
「ものづくり補助金」を獲
今年度も様々な事業が実施されます。先ず第一に、 得していきましょう。
総会では株式会社櫻井印刷所社長の櫻井理恵氏に「女
最後に、
「経営革新計画」です。昨年度は組合として
性も活躍できる社会の実現のために」にという趣旨で
この計画を作成して承認されましたが、会員それぞれ
講演をいただきます。印刷産業は以前は男性社会でし
が知恵を絞り、企業の経営革新計画を立案していきま
たが、近年はデジタル化の進行とともに女性の活躍で
しょう。記載要領は「60 周年記念誌」に記載されてい
きる場となって来ました。組合員の会社でも沢山の女
ますので、ご参照願います。市場が縮小している中で
性社員がいると思いますので櫻井講師のお話を参考に
生き残るためには、経営革新計画は必要なものだと考
して各企業で一層活躍されることを期待します。
えます。
第二に、
「研修」ですが、昨年から実施している「ク
ロスメディアエキス
パ ー ト 検 定 」と「 印
刷営業士検定」を引
き続き実施します
が、今 年 度 か ら「 新
入社員等若手社員向
けのセミナー」を実
施します。こちらは
講師を組合員の経営
者及び管理者にお願
いする埼印工全くの
手作りセミナーで
す。是 非、皆 様 の 社
員の参加をお願い致
します。
埼玉県メンバー

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

356
0011

366
0051
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未知の創造

～アライアンス・
イノベーション～
飯尾氏

岐阜県印刷工業組合 常務理事
飯尾 賢 氏

セミナーのコンテンツ
●業界考察
「未知の創造」
：これからの印刷産業は印刷の概念
にとらわれず、今までに無い新しい産業の枠組み
を創造することが重要である。つまり成果物を納
めることを目標とせず、顧客の真の要望を実現さ
せ信頼関係を更に深く築くことにより、
「製造業か
ら情報価値創造産業への転換」が企業存続への道と
考える。そのためには印刷産業以外との組み合わ
せから新しい「知」を創造するイノベーションが必
要である。
●イノベーションとは
新技術やアイデアなどを活用して、新たな価値や
市場を創造し、社会に大きな変化をもたらすこと
●では、どうすればイノベーションが起こせるの
か
組織が持つ「知の幅」を広げる
「知の幅」を広げる２つの方法
1.
『知の探索』
：企業が「知の範囲」を広げるために
新しい知を探す行動のこと
2.
『知の深化』
：企業が既に持っている知識や同質
の知に改良を重ね、それらを 深めて活用するこ
と
●イノベーションにおけるソーシャルの重要性
ソーシャルとは・・・関係性、社会性、人の役に立つ
ソーシャルな関係は、個人や企業の成功に大きな
影響を及ぼしている
●アライアンスも企業と企業の結びつき
◆アライアンスに必要な要素
◆自社の立ち位置を明確にする (SWOT 分析 )

◆アライアンスの方向性を示す
◆アイデアだけに溺れない
◆アイデアの現実化を現場レベルまで落とし込む
◆厳格な契約意識を持つ
●まとめ
下記参照
セミナーのまとめ
1. イノベーションの本質・・・知と知の組み合わ
せ
2. イノベーションを起こすには知の幅を広げる必
要がある
3. 新しい知を求める活動・・・『知の探索』
①既存の知識を改良してくこと・・・『知の深化』
4.企業は組織として知の探索と深化のバランスを
保つ『両利きの経営』が必要であり、コンピテン
シー ･ トラップを避ける企業文化 ( 戦略 ･ 体制・
ルール ) 作りを進めることが重要
5.ビジネスモデルを考える場合、ストラクチャル
ホールを見つけることが鉄則 !!
6. 足りないのは「創造性」か「実現への橋渡し」か
7. アライアンスを組む前に、自社の強み ･ 弱みを明
確に
8. アライアンスには契約が不可欠
9.アライアンス戦略では、事業環境の不確実性を
十分に考慮して最適なアライアンスの形態を決
める
10. ソーシャルな自分 ( 自社 ) の立ち位置を考える
おわりに・・・
経営者としての資質を鍛える
◆未来を創造したいという経営者にロマンがある
か
◆多種多様な人脈を広く持っているか
◆提携相手から信頼される人間 ( 会社 ) か
◆チャレンジ精神旺盛な雰囲気が社内に醸成され
ているか（コミュニケーション力）

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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関東甲信越静地区協議会
平成29年度下期定例会開催される

出席者

臼田会長

清水協議会会長

平成30年3月2日（金）、東京のハイデルベルグ・ジャパ
ン会議室に於いて、長野県工組主管で関東甲信越静地区印
刷協議会が開催され、埼印工から岩渕理事長始め6名が出
席した。
全体会議がスタートし、開会宣言の後、協議会の清水会
長（長野県理事長）が、
「印刷業界を取り巻く事業環境が大
きく変わろうとしているが、われわれも新しい事業領域を
めざし進んで行かないといけない。各県の理事長が半数近
く交代すると聞いている。マッカーサーの“老兵は死なず、
ただ消え去るのみ”という言葉があるが、新しい発想は若
い力が生み、一方これまでの経験で生きるすべを知ってい
る人と、両方でうまく組み立てられる組織が、これからを
生き残っていけると思う。各県がお互いに情報交換するこ
とによって新しい生き方を切り開いていくことができるの
ではないか」と開会あいさつを述べ、来賓紹介、印刷産業
人綱領唱和と続き、全印工連臼田会長が来賓あいさつを述
べた。「昨年10月に行われた全印工連フォーラムで結束を
深めた。官公需対策では、昨年7月に基本方針が閣議決定
したことで、著作権で大きな1歩が踏み出せた。1社ではで

『委員会報告』

経営革新・マーケティング委員会
事業継承支援事業の周知
共創ネットワーク通信の配信拡大と活用
勝ち残り合宿ゼミの開催
環境労務委員会
ＧＰや環境推進工場等の認証取得に取り組む組合員の増加
ＶＯＣ検知器の普及
労働基準法セミナーの周知
教育研修委員会
技能検定プリプレス職種ＤＴＰ作業の受験者増
に向けた取り組み
未来会計図の活用について
官公需対策委員会
「大きく変わる知的財産権の取り扱い」パンフ発行の報告
各県の発注状況をヒヤリング
ＣＳＲ推進委員会
情報セキュリティー対策の推進
組織共済委員会
共済加入促進キャンペーンの推進
組合員加入促進について

きないことを結束することで実現し、各社の経営基盤の土
台を強化するため、県・市・関連団体にパンフレットを持
参しそれぞれの地域で実効性を高めるよう説明していただ
きたい。組合のメリットを感じてもらえるように今以上に
努力し、1社1社にお伝えしたい」
生井専務理事から丁寧な事
業概況説明、依田官公需対策
委員長による『大きく変わる知
的財産権の取り扱い』のパンフ
レットの概要説明と続いた。
場所を移動し、理事長会・分
科会を行い、その報告会の後、
次期開催の静岡県工組荻野理
事長へ大会旗が渡され、懇親会
の後散会した。

生井専務理事

伝達式
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新入社員及び若手社員研修開催迫る！
―あなたの能力をアップする―
日

時：平成30年8月25日（土）

受講料：一人5,000円
申込期限：平成30年7月31日（火）

9：30～16：30
定

員：20名程度

申込方法：企業単位でまとめて頂き、埼玉県

講

師：埼玉県印刷工業組合役員及び

印刷工業組合宛てにFAXまたはメールでお申

印刷関連資格士会役員
会

場：アサヒホール

し込みください。

鴻巣市本町4-3-23

鴻巣駅東口より徒歩3分
（㈱アサヒコ ミュニケーショズ）
研修内容
時

間

講

座

内

容

講師氏名

講師役職

会社経営とは

経営者の思い、社会保険、決算、法人税
等

岩渕

均

埼印工理事長

10：30

印刷営業

印刷の歴史、魅力ある印刷業へ、印刷営
業のあり方

新井

正敏

埼印工前理事長

11：30

プリプレス

デザイン・レイアウト、組版、校正・校閲・
色校正等

中原

雅之

印刷関連資格士会幹事

12：30

昼食

13：30

プレス

刷版、印刷、プロセスインクと特色等

恵

勇人

全国青年印刷人協議会議長

14：30

ポストプレス

断裁、折り、製本等

森

和美

㈱ホリゾン東テクノ

15：30

ウェブ

ホームページ制作、紙とウェブのシナジー
効果等

新井

9：30

（各自ご用意下さい）

貴之

中小企業診断士

埼印工青年部副会長

菊池明

東洋インキ勤務35年の
診断士です。

この様な方 気軽にご一報ください。
・補助金を申請したいが、
書類を作る手間が大変で困っている。
どうしたらうまく承認がもらえるのだろうか。
・経営計画や事業計画で
経営革新計画や経営力向上計画を申請したい。
外部の専門家の目も入れてみたい。
・組織や人事制度で
      古くなってきて今のままでよいか考えたい。
      新しい試みもしようと思っている。
・生産工程や作業の効率化、コストダウンを図りたい。
■住所：埼玉県北足立郡伊奈町小室7585 電話 080－2343－9449
E-MAIL kikuchisindan@gmail.com
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※参加希望の方は、
申込用紙にご記入の上、
埼印工組事務局までFAXでお申し込み下さい。
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▼
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深谷支部

研修会・懇親旅行

平成30年2月23日
（金）～24日
（土）

深谷支部では、2月23～24日の2日間、群馬県 伊香保温

泉にて支部研修会・懇親旅行を開催しました。
組合員の4名と、日頃からお世話になっております共同紙
販様、設楽印刷機材様、溝口洋紙様、ムトウユニパック様を
ご招待し合計8名が参加、うち3名が初参加です。
まずは県印刷工業組合の近況を報告していただいた後、関
連業者様より各業界の今現在のことやこれからの展望など、
どれも参考になり内容も盛りだくさんの貴重なお話しを伺い
ました。充実した研修会を終えると、続いてはお待ちかねの
懇親会の始まりです。こちらも研修会以上に盛り上がり、大
いに飲んで、食べて、笑って親睦を深めることができました。
参加者のみなさん、ありがとうございました。次回もよろ
しくお願いいたします。
                                 深谷支部

ポプラ社印刷

田島耕平

写真 上段左より
下段左より

設楽印刷機材様 ムトウユニパック様 共同紙販様
誠和印刷 ポプラ社印刷 大屋印刷 たつみ印刷

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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訃 報 ご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。
平成 30 年３月 ７日

コスモプリンツ㈱（行田支部） 社 長

丸山

和雄 様（82 歳）

平成 30 年３月 19 日

㈲今津印刷所（行田支部）

ご令室

今津

道子 様（72 歳）

平成 30 年４月 11 日

新村印刷㈱（賛助会員）

相談役

新村

重晴 様（94 歳）

平成 30 年４月 18 日

㈲擴文社印刷所（秩父支部）

ご尊父

原田

賢

様（89 歳）

新組合員紹介
㈱エコー宣伝印刷
代表取締役

か わ さ き

ひ と や す

川﨑 仁康 様
〒362-0806 北足立郡伊奈町小室7076
TEL 048-722-4681 FAX 048-722-4682
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紙

上

2018

作 品

展

A World without color
風の間、波の間

間馬健一郎

アクリル

熊谷・鴻巣支部

空港を離陸した飛行機が上昇しながら180°向きを変え
る頃、次の飛行機が離陸、２機同時に撮れました。

小島麻奈美

鉛筆

株式会社 太洋社印刷所

森林鉄道で使われた機関車が今でも観光用に動いていま
す。丸瀬布いこいの村

株式会社 秀飯舎
渋木理俊

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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