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埼印工組
令和元年度通常総会開かる

大川青年部直前会長による綱領唱和

岩渕理事長挨拶

埼玉県印刷工業組合令和元年度通常総会が、5 月 21
日（火）午後 4 時 30 分より、大宮清水園において開か
れました。新副理事長が司会を務めました。大川青年
部直前会長唱導により印刷産業人綱領の唱和の後、岩
渕理事長があいさつに立ちました。
「令和元年、足元の悪い中ありがとうございます。埼
印工組は、
『教育と研修』でお色々な取り組みを行って
おります。営業士会を発展し、印刷関連資格士会とし
ました。資格を取って会社の事業に役立つように進め
ています。組合として取り組めれば、存在価値が認め
られます。
また、今年は『官公需適格組合の証明取得』を議題に
上げております。千葉県では県民だよりを自県にと取
得し、動いているようです。埼玉でも地元優先を起用
してもらえるよう取得したいと考えました。
『プレミアム商品券』につきましては、消費税が上が
る見込みでの事業です。組合として力を合わせて取り
組めばメリットの一つとなります。」
このあと議長選出に移り、開催地地元からの選出と
いうことで、髙橋常務理事が推挙され、議長席に着き
ました。最初に司会者より出席者 18 名、委任状出席
19 名で総会成立の報告の後、議事に入りました。
第 1 号議案 平成 30 年度事業報告
第 2 号議案 平成 30 年度収支決算報告及び
監査報告
を一括審議、承認されました。
第 3 号議案 事務所移転に伴う定款一部変更の件
大谷専務理事から、事務所移転は事務所を埼玉県
の中心に置き、活性化を図るためとの説明で、拍手に
より承認されました。
第 4 号議案 官公需適格組合の証明取得及び申請並
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司会は新 副理事長

議長は髙橋常務理事

大谷専務理事

閉会新保副理事長

来賓関連紹介 渋木副理事長

関連挨拶㈱吉岡 新城氏

びに官公需適格組合に関する規約及び配分基準等制定
の件
大谷専務理事の説明の後、拍手で承認されました。
第 5 号議案 令和元年度事業計画案
第 6 号議案 令和元年度収支予算案
を一括審議、承認されました。
第 7 号議案 借入金の最高限度額決定の件も承認さ
れ、報告事項では中央会印刷物共同受注状況が報告さ
れました。
新保副理事長の閉会のあいさつで、総会は終了しま
した。
第 2 部の講演会には関連企業さんも加わり、岩渕理
事長による『特例事業継承税制について』の演題によ
りセミナーが午後 5 時 15 分～ 6 時まで行われました。
（要旨は 3 頁に）
第 3 部懇親会は来賓に牧原秀樹衆議院議員、宮崎栄
治郎埼玉県議会議員、中央会松本充良熊谷支所長にご
臨席いただき、大勢の関連企業の皆様も交えての賑や
かな懇親会となりました。岩渕理事長からのあいさつ
で、改めて感謝を述べ、来賓からのご祝辞もいただき、
渋木副理事長から関連企業の紹介へと続きました。関
連企業代表あいさつは、㈱吉岡の新城享代表取締役社
長で、M&A のことなどを含めてごあいさついただきま
した。
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宮崎栄治郎氏

牧原秀樹氏

新井顧問が乾杯の音頭をとり、宴が始まりました。
あちこちで親交を深める会話があり、宴たけなわの中、
地元大宮の組合員と大宮在住の方も含めての 1 本締め
が行われました。組合の事務局を辞める佐々木事務局
員への花束贈呈、吉田新事務局員紹介と激励の花束贈
呈もあり、惠副理事長の閉会あいさつで散会となりま
した。

中央会

乾杯

新井顧問

松本充良氏

閉会挨拶惠副理事長

「特例事業承継税制」講演要旨
埼玉県印刷工業組合

講師は岩渕理事長

総会の機会に標記講演を行いました。これは昨年税
制が改正されて、昨年から 5 年間（今年から 4 年間）に
事業承継の事前計画を届け出れば、支払うべき贈与税
や相続税が全額猶予されるというものです。事業承継
はどなたにも関係することなので、組合員皆様のため
にこの制度の概要を説明したものです。
結論は、2023 年 3 月 31 日までに、
「事業承継の事
前計画を申請すべき」ということです。
事業承継税制は 10 年ほど前に設けられましたが、そ
の申請が複雑なことと猶予に該当しなくなった場合の
納税（利子税を含む）が厳しいので、あまり利用されて
いませんでした。猶予される割合が株式の３分の２ま
で等の制限も利用されない要因の一つでした。
今回それが大幅に緩和されたので、この制度を利用
事前の計画策定等
適用期限
対象株数

理事長

岩渕

する事業家が増えているということです。5 月 19 日の
日経新聞情報によれば、制度開始から 2018 年度まで
の最初の 10 年間の利用件数が 2500 件にとどまって
いたのに対して、2018 年度だけで 2900 件の申請が
あったということです。
これは中小・零細企業の経営者の高齢化が進んでお
り、今後 10 年間で 70 歳に達する中小・零細企業の経
営者は 245 万人に達し、この内、後継者の決まらない
人は 127 万人という試算もあるからということです。
何の手も打たないと全国に 300 万社ある中小・零細企
業は 100 万社まで減少してしまう、という予測もある
そうです。
新旧対比表を下記に示しますので、事業承継の事前
計画を申請しましょう。申請しておいて実行しなくと
もなんら問題ないということですので。

特例措置
（新）
5年以内の特例承継計画の提出
（2018/4/1～2023/3/31）
認定経営革新計画等支援機関の所見要
10年以内の贈与・相続等
（2018/1/1～2027/12/31）
全株式

一般措置
（旧）
不要
なし
総株式数の最大3分の2まで

納税猶予割合

100％

贈与：100％、相続：80％

承継パターン

複数の株主から最大3人の後継者

複数の株主から1人の後継者

雇用確保要件
事業の継続が困難な事由が
生じた場合の免除

右記条件が弾力化されている

承継後平均8割の雇用維持が必要

特例措置あり

なし

相続時精算課税の適用

60歳以上の者から20歳以上の者への贈与

60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・
孫への贈与

表の太字が変更点です。

均
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提出書類
（贈与の場合）
事項

提出先

提出期限等

1

特例承継計画（円滑化法規則第17条第2項）

2

円滑化法認定申請（円滑化法規則第6条第1項第7号） 埼玉県知事

贈与翌年の1月15日までに

3

贈与

2018年1月1日～2027年12月31日

4

贈与税の申告

税務署

贈与翌年の2月1日～3月15日

5

担保の提供

法務局、日本銀行

上記3月15日までに

6

年次報告書

埼玉県知事

5年間は毎年、その後は3年おきに。

7

継続届出書

税務署

同上

8

遺留分に関する民法の特例

経産大臣、家庭裁判所

埼玉県知事

2018年4月1日～2023年3月31日

セミナー予告

＊「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」
＊「受注減の時代でも顧客を創る」セミナー
開催予定

令和元年 10 月 19 日（土）

印刷会社の経営に求められる要件とは、印刷サービスの必要条件である「作り方」と「お
役立ち」の両方を満足させること。自社をどのように業態変革していけばいいのか、その方
法を解説してもらいます。
受注減＝縮小均衡ではなく、自社ビジネスを進化させ、さらなる事業の発展を実現させ
るステップと印刷営業の生産性を飛躍的に高める手法を解説してもらいます。

＊「身近な事例から学ぶ印刷会社の著作権セミナー」
開催予定

令和元年 12 月 6 日（金）

経済産業省ホームページで、
『著作権の財産的価値に配慮した取り扱いの適正化に努める
コンテンツバイ・ドール条項入り契約書フォーマット』が公開されました。
受発注者双方の官公需における著作権の理解を深め、基本方針の実効性を高めることを
目的にセミナーを行います。
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埼玉県印刷工業組合青年部

6月4日(火)

通常総会開催

於：熊谷ティアラ 21「ハートピア」

令和元年度 埼印工青年部 通常総会が開催されました。

総会風景

浅野会長

司会望月副会長

新井副会長事業報告

設楽幹事

新保幹事

岩渕理事長代理あいさつ新監事

令和元年度 埼印工青年部 通常総会が、熊谷ティア
ラ 21「ハートピア」にて開催されました。まず、浅野
会長のご挨拶、理事長挨拶の代理として新監事のご挨
拶がありました。次に、来賓である埼玉県中小企業団
体青年中央会会長の龍崎由靖様より祝辞をいただきま
した。
続いて議事に入りました。まず、平成 30 年度の事
業報告及び決算報告、令和元年度の事業計画及び予算
の議案があり、可決承認となりました。事業計画では、
浅野会長の最後の年度として、様々な例会・イベント
の予定が発表されました。また、役員及び組織に関す

る議案では、引き続き前年度と
同じ役員・組織で運営されるこ
とで、可決承認となりました。
その他、全ての議事がスムー
ズに可決承認され、閉会となり
ました。

監査報告新監事
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真野会計収支報告

中島会計収支予算 閉会あいさつ大川直前

7 時より場所を熊谷の「だるま山」に移して、いよい
よ懇親会です。もつ鍋を囲みながら、和気あいあいと
盛り上がりました。プライベートの話、仕事の情報交
換、青年部の活動のことなど、それぞれ有意義で楽し
いコミュニケーションができ、一層親睦が深まりまし
た。

青年部活動報告

4月16日(火) 埼印工青年部の例会
「カラーコーディネート講座」が
開催されました。

「エレガントな経営者になる」がテーマである浅野会
長年度の 1 年目最後の例会「カラーコーディネート講
座」が、大宮の貸会議室 6F にて開催されました。今回
は、ビジネスにおける外見力を磨くための第一回目の
講座として、株式会社ビジュアルコーチ・野勢まりこ
代表を講師にお招きしました。
まず、ビジネスにおける、身だしなみや見た目など、
外見力に関する講演をしていただきました。
「人の第
一印象は 90％以上が、言葉以外の要素である」との
お話に大変驚きました。つまり、初対面においては、
話の内容よりも、見た目 ( 表情やしぐさなどの視覚情
報 )、声 ( 声のトーン、大きさなどの聴覚情報 ) が重要
視されるとのことです。
次に、参加者全員にパーソナルカラー診断を受けて
頂き、それぞれに合ったカラータイプ ( パーソナルカ
ラー ) を勉強しました。全員が受診できるよう 3 つの
グループに分かれ、それぞれに講師が付いて診断して

くださいました。全員参加型のため、会場は活気があ
ふれ、メンバーの診断に対して他のメンバーが似合う
色タイプを言い合ったり、お互いにアドバイスをし
合ったりして、真剣な中にも和気あいあいとした楽
しい空気で包まれておりました。最後は、皆自分がオ
シャレになった気分で講座を終えることができたと思
います。
場所を移して、午後 8 時半より、大宮のオイスター
バーにて、懇親会が開催されました。メーカー・業者
も多数ご参加いただき、会員同士の親睦を深めたり、
意見交換・情報交換をし合いました。また、講師の方
にもご参加いただき、講演では聞けなかった質問や意
見交換などをすることができました。次回の例会は、
今回の続編である「ファッションコーディネート講座」
です。皆、外見力を高めてよりおしゃれになる、と期
待に胸を膨らませて、閉幕となりました。

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/
（6）
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関東甲信越静地区印刷協議会・東京地区印刷
協議会合同下期定例会が開催される

参加者

3月１日（金）関東甲信越静地区印刷協議会・東京地区
印刷協議会合同協議会が静岡県工組の主管によりハイデル
ベルグ・ジャパン㈱本社会議室で開催され、当組合からは
岩渕理事長を始め各副理事長、専務理事、顧問が出席しま
した。
定例会では主管県の静岡県工組鈴木副理事長の開会宣言
で全体会議がスタート。
開会挨拶で江森地区協議会会長が、
「学生たちが希望を持っ
て自分の未来を託せる業界になるよう、業界を活性化する
キッカケの日になることを期待しています。
」
と述べました。
この後、臼田全印工連会長の挨拶があり、
「用紙値上げ・
紙の不足、リサイ
クルペーパーの問
題、官公需におけ
る知的財産権の取
り扱いなどの課題
と対応」を解説し

関ブロ江森会長

臼田全印工連会長

ました。また、池尻全印工連専務理事より事業概要を説明
し、幸せな働き方改革プロジェクトチーム池田委員長が、
STEP3を説明しました。
今回の東京地区との合同協議会は初めての試みで、出席
者も多く新鮮な雰囲気で、違った角度からの意見交換がで
き充実した協議会でした。

―分科会活動報告―
〔理事長会〕
・用紙値上げへの対応についての協議。
・2020年の主管県を千葉工組と栃木工組入れ替え。
・今後の協議会のあり方について、東京と合同でやるかの話し
合いは上期にてもう一度話し合う。
〔経営革新マーケティング委員会〕
・勝ち残り合宿ゼミの開催について。
・経営情報・東京開催セミナー、「ソリューションプロバイダー
へのステップアップセミナー」、オーダースーツ業界での業績
をV字回復させた独自のマーケティング
・事業継承支援事業の周知
〔労務環境委員会〕
・環境労務セミナーの周知、環境マネジメントシステム認証制
度の普及推進、VOC警報機の普及・拡大
・労務関連情報に関する意見交換
〔組織共済委員会〕
・組合員台帳調査の回収結果報告。前回49.6％から64.1％に、次
回は100％を目標
・令和元年度共済キャンペーン重点工組、埼玉・山梨・千葉に選定。
（埼玉が重点工組です、特に今年度は力を入れたい）
・組合加入の促進について意見交換。
〔教育研修委員会〕
・印刷営業講座の開催について、補助金等を財源にあてながら、
複数の工組で協力開催も。
・特別ライセンスプログラムの随時募集について。
・総合求人サイト「イーアイデム」組合員向け特別プランの周知
について
・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
組みについて。
〔CSR推進委員会〕
・CSRの普及・啓発推進、情報セキュリティ―対策の推進、
BCP対策の推進、MUD活動の推進。
〔官公需対策委員会〕
・全国協議会の報告
・
「大きく変わるわる知的財産権の取り扱い」第2弾を4月に発行
予定
〔ダイバーシティ推進委員会〕
・アンケートチーム・地方委員会開催チーム・セミナーチーム
の事業総括・31年度に向けての抱負。
・ダイバーシティ推進事業・各種セミナーの開催。周知活動を
行うことをメインテーマとする。
―幸せな働き方改革―の取り組みの中で、特に注意しなくてはなら
ない点
＊年5日の年次有給休暇の確実な取得（2019年4月～）
＊残業時間（中小企業は2020年4月より）
１月 １００時間
複数月 平均８０時間
１年 ７２０時間
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関東五県印友会が群馬県工組の主管で開催される
―ホテルメトロポリタン高崎にて―

松本会長

会議では群馬県工組石川理事長の歓迎のあいさつ、
松本会長（茨城工組理事長）のあいさつと続き、松本会
長が議長となり議事に入りました。来年の五県の主管
県について討議され、来年はオリンピックがあり、関
ブロは千葉県から栃木県に変更となったので、見合わ
せるか次の主管予定である茨城県にお願いするかと討
議され、茨城県が主管を引き受けることになりました。
また、官公需適格組合についての各県の意見交換で会
議は終了。引き続けて行われた懇親会では、地酒の飲
み比べを楽しみ、群馬県工組の温かいおもてなしで和
やかな会が定刻まで行われました。

石川理事長

令和元年６月７日（金）
、ホテルメトロポリタン高崎に
於いて関東五県印友会が開催され、埼印工組から岩渕
理事長以下７名が参加しました。
小雨の中少林山達磨寺への見学会では、境内への
１６６段の階段を上り、ご住職による講話を聞きなが
ら座禅体験をしました。その後達磨の工房見学、達磨
の絵付け体験、また高崎観音を参拝しました。

だるまと
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「平成から令和へ新元号決まる」

インタビューを受ける新井顧問

この度地元のテレビ局（テレビ埼玉）の報道番組「埼
玉ビジネスウォッチ」に新井顧問が改元の印刷業界へ
の影響や新元号の印象を含めインタビューを受けまし
た。
まず①新元号（令和）の印象は ②印刷業界の改元
の影響は ③ 1989 年 1 月の昭和から平成に改元発表
時との違いは、そして④将来の印刷産業の今後の取り

組み方についての質問を頂きました。
全ての国民にとり今回の元号決定は非常に思いもあ
り期待をしていた様に思います。
「令和」に決まったいきさつも菅官房長官からの説明
もあり、安倍首相の日本的なもので国民の幸福につな
がる元号にとの思いは伝わっていたと思います。顧問
のインタビューへの返答は、
①とても良いスッキリとした画数の少ない文字で書き
易い。
②昨年からの準備もあり、西暦と和暦の併用で考えて
いた為、大きな影響は少なかった。
③時代の背景が今とは全く違っていたこと、また急な
元号決定でしたので印刷業界は大慌てだったこと
を記憶している。また忙しかったことを思い出しま
す。
④ 2000 年前後から IT 化、IOT、AI ロボット化も進み、
ペーパー系のものとインターネット系のものに二
分され、かなり絞り込まれた提案営業や経営力が必
要になってくると思う、と結んだ。
以上インタビューを受けて元号が変わること、天皇
が変わることの影響がいかに大きいか、今後印刷業界、
各産業に良い流れがくることを期待したい。
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吉田 訓子

新事務局員紹介

血液型はA型、さそり座です。よろしくお願い致します。

お世話になりました。
21年半の長きにわたり大変お世話になりありがとうございました。
「埼印工だより」では、写真や記事を提供して頂いたり、担当する印刷会社さんを持ち回りにして快く引き受けてい
ただいたりしましたが、校正ミスをしてご迷惑をお掛けしたこともありました。ウォーキング大会では、荷物運び、
立て看板の設置を手伝って頂いたり、皆様のご協力あっての開催でした。50周年、関ブロ年次大会、全国大会…数々
の思い出を糧にこれからも元気にやっていきたいと思います。本当にお世話になりました。

元事務局員

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

享

- 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

新城

☎〇四九（二五三）四九八五

代表取締役社長
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我が社の

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18回目は、株式会社文林堂印刷所さんです。

すてき

ZOOM UP!

Vol.18 ㈱文林堂印刷所 印刷課 佐藤和秀さん

社員

印刷課に所属、佐藤和秀さんです。入社 5 年目になり、印刷
に関してはすっかり任せられる様になりました。菊全４色機
を中心に担当しており、小さな傷、汚れ、誤字等を見逃さず必
ず製版・営業に確認してもらえるので間違いが少なく安心し
て仕事をまかせられるようになりました。
JapanColor 標準印刷認証、マッチング認証を担当してお
り、
（会社としては本年５月に両認証を返上）印刷はその経験
を生かし品質には妥協を許しません。
印刷不良を出さないのは当然ながら、印刷副資材の削減、
メンテナンスの履行による修理費用の削減等にも尽力してく
れており今後の更なる活躍に期待しています。
プライベートでは趣味のスノーボードや自転車、音楽（バ
ンド演奏）など多趣味で話題も豊富なお父さんです。

組合事務所移転▶▶▶▶ らさいたま市へ移動致しますが、事務所は、
只今物色中です。

令和元年のこの夏、埼印工事務局を熊谷市か

ここ数年間、組合員の減少が激しく、運営上、
予算的な厳しさが増しております。そこで埼玉県
の中心地に事務局を構え、加入促進や様々な活性
化を図る可能性を積極的にアップして行こうと
いうことになりました。
埼印工設立以来、熊谷を本拠地として約60年。
その開設や維持に努力された方々や、近隣地域で
親しんで来られた方々などの心情を察すると、心
苦しい思いでありますが、どうぞご理解賜ります
よう宜しくお願い致します。

中小企業診断士

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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埼玉

我が街

世界が認めたウイスキー

紹 介 秩父

秩父地域は埼玉県の北西部に位置し面積は埼玉県の25％を占め、１
市４町１村（秩父市・小鹿野町・横瀬町・長瀞町・皆野町・東秩父村）
で形成されています。人口は秩父地域全体で10万人弱と少ないですが、
水と森林に恵まれた自然豊かなところです。
秩父地域には平成28年12月にユネスコ無形文化遺産に登録された「秩
父夜祭」を始め、年間大小合わせて400もの祭りがあるといわれ、毎日
はなび

何処かで煙火が上がっています。
産業は江戸時代より養蚕が盛んで秩父銘仙として発展、その後大正3
年に熊谷～秩父間で秩父鉄道が開通し、大正12年に秩父セメント㈱が
設立され、セメント産業を中心に発展していきました。

秩父錦とイチローズモルト

平成に入るとセメントの需要も徐々に減り、ここ数年では西武鉄道㈱のテレビＣＭ効果で社寺仏閣や温泉
が賑わい、2011年に放映されたアニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』2015年放映の『心が叫
びたがってるんだ。』等の聖地巡り、またテレビ番組等で秩父の名所が数多く紹介され、まだ整備が行き届
いていない場所では、交通渋滞がしばしば見られる位まで観光客が押し寄せました。秩父は今では観光を中
心とした地域に変貌を遂げようとしています。
食文化は代表的な蕎麦の他、Ｂ級グルメの「みそポテト」
「わらじかつ丼」等庶民に親しまれる食も豊富に
ありますが、秩父地域は自然に育まれた名水を使い、全国新種鑑評会に於いてこれまで金賞を10回以上も受
賞した「秩父錦」を始めとする日本酒、また、地元産の葡萄を原料としたワイン等が特産品として人気を集
めています。中でも平成16年に設立された㈱ベンチャーウイスキーの『イチローズモルト 秩父ウイスキー
祭2017』が、イギリスで開催された「ウイスキーマガジン」主催の「シングルカスクシングルモルトウイス
キー部門」で世界一に輝き、これを機に全国各地より「イチローズモルトウイスキー」求めて多くの観光客
が訪れています。限定品は予約でも中々手に入りませんが、秩父地域にお越しの際は是非酒屋を覗いてみて
は如何でしょうか。ホワイトラベルなら手に入るかもしれません。四季折々の楽しさを味わえる秩父地域に
是非お出掛けください。

文責・拡文社印刷所

紙

2019

上 作 品

伊古田

展
六三四堂印刷㈱ 宮田敦彦

一枚目は4/10に桜が咲いているのに雪が舞った時の写真です。 二枚目は先日、静岡の大井川鐵道に行った時のものです。 三枚目はその鈍行列車の車内です。

「千載一遇のチャンス」東武越生線

川角駅付近にて

「昭和ノスタルジー」長距離鈍行列車ツアー 駿河徳山駅にて 「微睡」長距離鈍行列車車内にて

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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