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埼印工だより

『第22回 埼玉県印刷工業組合
親睦ウォーキング大会』
令和元年9月29日
武蔵野丘陵森林公園
南口集合
初秋の頃、恒例の家族親睦イベント
実行委員長 惠氏
岩渕理事長 挨拶
「ウォーキング大会」を行いました。
日本で初めてのラグビーワールドカップ 2019 が
策の塩飴をお配りし実行委員長の惠副理事長の司会の
開催されることとなったこの秋。ウォーキング前日 9
もと諸注意説明がありまして、岩渕理事長の開会挨拶
月 28 日の日本の歴史的な大金星の感動もそのままに
の後、皆さん元気よくスタートとなりました。毎年ここ
120 名程の社員さん、ご家族の皆様などに参加してい
森林公園で開催されるウォーキング大会ですが、コー
ただき盛大に開催されました。
スは毎回少し変えています。
前年度は台風によりやむなく中止となってしまいま
この時期は、少し色を赤く染め始めた、ふわふわと
した。今年は無事に開催できることを期待しながら、
可愛いフォルムのコキアや赤く揺れる彼岸花、そして
天気を気にする毎日でした。しかしながら、天気予報
何といっても、色とりどりのケイトウ（鶏頭）が圧巻の
を見るとあいにくの雨予報…前日に中止の際の連絡方
50 万本色鮮やかに咲き誇っていてとてもきれいでし
法などの相談をしていた程でしたが幸いにも当日の集
た。
合時刻には太陽も顔を出して、気持ちのいい秋空とな
次の日の夕方のニュースで森林公園のケイトウを特
りました。
10 時の開会前に参加者の皆様には飲物と熱中症対
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集していたのでそのニュースを目にした方もたくさん
いらっしゃったかも知れません。
普段は歩くことの少なくなった、土の上を秋の風を
感じながら歩くととても気持ちがいいものです。いつ
もは素通りしてじっくりと観察することのない草花を
見つけながらご家族連れや職場の皆様の会話も息も弾
んでいたようです。
見つけると言えば、今回のチェックワードは、日本
で開催されているラグビーワールドカップ 2019 にち
なんで『ラグビー W 杯ガンバレ！！日本』でした。
前日のラグビーの試合では、日本が快勝だった為か
ゴール前からチェックワード予想をしていて大当た
りの方もいらっしゃいましたが、皆さんゴールと共に
チェックワードを元気にお答えいただいてお楽しみ抽
選会をしていただきました。
それぞれの方が抽選会でゲットした景品を手に皆様
いい笑顔で解散となりました。
お天気になったおかげで、⼼地よい疲労感と完歩の
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達成感、参加賞や景品を手に久々の自然を満喫して頂
けたことと思います。
無事に開催、そして笑顔で閉会する事が出来ました
のも、日頃から組合の活動に積極的にご参加頂いてい
る皆様のお蔭です。今回もご参加頂きまして誠にあり
がとうございました。
最後になりましたが
㈱永井機械製作所 永井様より御祝を頂きまして誠に
ありがとうございました。
第 22 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。
●㈱永井機械製作所
●全国印刷工業組合健康保険組合 ●溝口洋紙㈱
●㈱共同紙販ホールディングス ●吉岡
●㈱ムトウユニパック
●ジブラルタル生命保険㈱
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活動報告

8月27日㈫ 埼印工青年部の例会「話し方・振る舞い講座」が
開催されました。

ボイスクリエーションシュクル
佐藤恵講師

浅野青年部会長

講座風景

メーカー PR タイム
●日本アグファ・ゲバルト ( 株 )
●リコージャパン ( 株 )
の 2 社にしていただきました。
「エレガントな経営者になる」をテーマに掲げた浅野
会長年度、2 年目になり益々例会への参加率、関⼼度
も増してきました。今回は大宮の貸し会議室６ F にて
開催しました。
8 月例会「話し方・振る舞い講座」ということで、普
段何気なく話をしている。何気なく声を出している。
普通に出来ていると思っている事を再確認し、ビジネ
ス環境における話し方やその時々の振る舞い方を、株
式会社ボイスクリエーションシュクル・佐藤 恵 代表
を講師にお招きしました。
人前で話をする、講演することは日本人の 80％が苦
手意識を持っているそうです。人間の見た目や話の印
象は 15 秒で決まる、話の内容は７％でしか判断され
ていないとのことには驚きの声が上がっていました。
簡単に纏めてしまいましたが、●何を伝えるかより、
どのように伝えるかが大事であり、1 つの文には 1 つ
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のメッセージを。自分が伝えたい事ではなく、相手を
慮り（おもんばかる）思いを伝える事が大事だという
ことでした。人間には笑顔があり、笑顔は気持ちの良
いことであり、声にも笑顔を取り入れていきましょう。
笑顔の声で笑声と呼んでいるそうです。他にも色々な
セミナー内容で気持ちの部分やテクニックの部分でメ
ンバーの共感の声と難しいと嘆く声で盛り上がりまし
た。
浅野会長の鶴の一声で急遽「話し方・振る舞い講座」
の第二弾実践編を次の例会で行っていただけないです
か？とオファーをして決定いたしました。これでまた
「エレガントな青年部メンバー」になれたと思います。
午後 8 時半より大宮駅前にある「いかの墨」にて第
二部の納涼会を行いました。メーカーなどの賛助会員
も多数参加しての盛り上がりを見せました。講演では
聞けなかった質問や意見交換などを講師の佐藤代表と
共に語り合い、次回の「実践編セミナー」への期待をし
ながらの納涼会は無事に終了いたしました。
文責

㈲エスフィールド

篠原

勲
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クロスメディア・エキスパート対策講座開催される

受講生

受講風景

グループワーク、
発表
影山講師

令和元年 7 月 20 日（土）
、埼印工組としては 3 回目
となるクロスメディア・エキスパート対策講座がス
タートした。
今回は、会場が第 1 回目浦和コミュニティセンター
第 5 集会室、2 回目 8 月 3 日（土）と 3 回目 8 月 10 日
（土）がさいたま市宇宙劇場研修室での開催となった。
講座の開始前に開講式が行われた。岩渕理事長か
ら、
「クロスメディアエキスパートは、情報産業界に所
属する私達が、紙及びデジタルのメディアを駆使して、
お客様の営業活動に役立つ提案ができるようになる
ことを目的とする研修です。メディアの特性を理解す
ることは勿論ですが、異なる企業の営業乃至は現場の
方々と意見を交換しながら、顧客に対する提案力を身
に付けていただきたいと思います。自分の意見を纏め
て、人前で自分の考えを述べるいい勉強になりますの
で、3 日間元気に研修に取り組んでください。
」とあい

岩渕理事長挨拶

城戸委員長挨拶

さつがあり、城戸教育研修委員長からも激励のことば
があった。JAGAT の千葉マネージャーからの説明と
講師紹介とすすみ、講座が始まった。
講師は、前回同様影山講師で、わかりやすく丁寧な
説明と、どんな質問でも的確に答えてくれるので、受
講生のやる気も引き出してくれていた。
今回は 21 名の受講、8 月 25 日の試験は 22 名が受
験する。
講座では皆真剣そのもの。午後のグループディス
カッションでも活発な意見を交わし、7 時間の長丁場
ではあるが、自社以外の組合員企業の方たちと刺激し
合いお互いに高め合っていっているように感じた。2
回目・3 回目とｸﾞﾙｰﾌﾟ分けを変えて、リーダーを決め、
纏めたり発表したりも誰もが積極的に取り組んでい
た。
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生産性向上支援訓練・提案型営業実践セミナー開催！
！
教育研修委員長

講師 相馬謙一先生

城戸紀夫

講師 伊藤直行先生

セミナー風景

令和元年 10 月 19 日、生産性向上支援訓練・提案型
営業実践セミナーが鴻巣市民活動センターにて 9：30
より 16：00 まで開催されました。
第 1 部『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』ではディーケーエス代表の相馬謙
一 氏 を 講 師 に お 迎 え し、全 印 工 連 発 行 の『5STEPS
5KEYS 5DOORS』をテキストにしてご講演を頂きま
した。お話の中で、印刷会社はどこでもできるような
モノづくりだけでは駄目で、製造業からサービス業へ
大きく舵を切るための大転換が求められている。顧客
が求めているのは印刷物や納品物がもたらす「効果と
いう無形要素」であることを認識し、常にこの意識を
強く持ち続けるということで、そのための確認方法や
事例等をご紹介していただきました。顧客の業務支援
のパートナーとして、更には問題解決のコンサルタン
トとして新たな顧客との関係を築くことが重要だと強
く訴えていました。
第 2 部は『受注減の時代でも顧客を創る』をテーマ
に（株）バリューアジャストジャパン代表の伊藤直行
氏にご講演をお願いしました。伊藤氏は富士ゼロック
ス（株）で培った経験をもとに多方面にて活躍されて
いる方です。現在業界が置かれている縮小均衡ではな
く、自社ビジネスを進化させ、さらなる事業の発展を
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質問風景

岩渕理事長挨拶

セミナー風景

城戸委員長挨拶

実現させなくてはいけない、とご講演の中で話されま
した。まずは現状維持型企業から事業創造型企業へ意
識を変え、情報価値創造業としてビジネスの新領域を
開拓や新たなビジネスモデルの創造が必要である。そ
のためには顧客を理解し、顧客のビジネスの成功に資
する課題の解決策を提供する営業スタイルが求められ
ており、その顧客の課題は何かを探り出す方法につい
ても具体的手法を解説していただきました。
両講演を通じて感じたことは、顧客を深く理解した
営業を行っていかなければ受注は増えていかないとい
うことです。
お忙しい中参加していただいた皆様、ありがとうご
ざいました。この講演会で気づいた事を 1 つでも実践
して皆様のビジネスに繋げてください。
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令和元年度第4回印刷関連資格士会総会開催される

岡田会計報告

講演風景

乾杯新井相談役

令和元年度第4回埼玉県印刷関連資格士会総会が、7月

岩渕理事長

新副会長

鬼形幹事の司会

綱領唱和金縄会員

中原幹事の
三本締め

強していただいて、新しいことに積極的にチャレンジし

13日
（土）鴻巣市民活動センター会議室で開催されました。

て、これだけ会社のために頑張って利益を出したのだから

はじめに恒例により印刷産業人綱領の斉唱がたつみ印刷株

1千万円は無理でもこれだけの給与が欲しいと堂々と主張

式会社金縄会員の先導で行われました。

できるようになって欲しいと激励されました。

その後挨拶に立たれた城戸紀夫会長は、組合の教育に対

総会終了後の第Ⅱ部のセミナーでは一般社団法人ユニ

する取組みを紹介、また水戸市で行われた関東甲信越静

バーサルコミュニケーションデザイン協会専務理事の武田

10県印刷協議会に参加した際、全印工連では技能検定プ

一孝氏による「ユニバーサルコミュニケーションデザイン

リプレス職種であるDTP検定の1級、2級に力を入れてい

のすすめ“見やすさ、わかりやすさ、伝わりやすさ”の新

ること。特に関東よりも岐阜、新潟、長野の各県で力を入

基準」と題し、お客様に ｢わかりやすい｣ 情報発信をする

れているとのこと。これらの資格取得に向けた勉強がそれ

ために知っておくべきことの講演がありました。その中で

ぞれの企業内での作業が果たして適正なものなのかを測る

｢わかりやすさ｣ の基準とは ｢分かりにくさ｣ を取り除い

上でも非常に有効な機会となっているとのことを紹介され

た状態のものをいうこと。それを客観的に第三者によって

ました。最後にこうした機会をとらえて是非学びを続けて

評価することで生活者に ｢わかりやすい｣ デザインの商品

会社のために役立つ人材になって欲しいと結ばれました。

を提供できるようにすること、などが説明され自治体や損

引き続き議案審議に移り城戸会長が議長に選任され、第

保、ハウスメーカー、信用金庫などの冊子や帳票類の事例

1号議案、第2号議案ともに滞りなく提案どおり承認され

紹介などがありました。また最近では国や自治体の競争入

ました。

札参加資格にこの認証取得が条件となり始めことや生保・

その後は岩渕均組合理事長からご祝辞をいただきまし
た。その中で、目標を持って努力して資格を取得した会員

損保会社や銀行などの金融機関の発注条件にも採用され始
めたことも紹介されました。

の皆様には企業経営者として大いに期待していること。

講演終了後は懇親会へと移り新井正敏相談役に乾杯のご

またNECが新しいことのできる新入社員に1千万円の給与

発声をいただき、途中テーブルごとに参加者代表に講演の

を支給するという新聞記事を紹介して、もはや年功序列で

感想を発表してもらうなど終始和やかなうちに進み散会と

の給与体系ではなく能力による給与体系に移行したことに

なりました。

ショックを受けたこと。皆さんも会社に役立てるように勉

文責

㈱アサヒコミュニケーションズ

鬼形

久

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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官公需適格組合の資格取得について
―官公需の共同受注を目指して―

埼玉県印刷工業組合は 2019 年 7 月 30 日付けで「官
公需適格組合」の資格を取得することができました。
この目的は、県内案件で県外業者が受注している案件
を、官公需適格組合の資格を得た埼玉県印刷工業組合
が受注しようというものです。
中小企業庁のホームページを見ますと「官公需適格
組合」について次のように書かれています。
１. 官公需適格組合制度は、官公需法第 3 条「国等は・・・
新規中小企業者及び組合（注：
「官公需適格組合」を
含む）を国等の契約の相手方として活用するように
配慮しなければならない。
」の規定を受け、昭和 42
年に創設されたもの。
２. 中小企業庁（各地方経済産業局等）が、要件を満た
す組合を官公需適格組合として証明する制度であ
る。
３. 官公需適格組合は、入札参加の際に特例 * の対象と
なる。
特例 *：競争契約参加資格審査において、総合点の算定方法に関し
て、年間平均完成工事高の合算／自己資本額の合算／従業員数の
合算／技術職員数の合算などの特例措置の対象（国の物品の製造・
販売等の調達において採用、地方公共団体では約１／４が採用）

そして国は国等、地方公共団体別に官公需適格組合
との契約実績を毎年公表しています。
平成 26 年度
平成 27 年度
平成 28 年度
平成 29 年度

国等
件数

4,581
3,663
3,601
2,841

地方公共団体
金額（億円） 件数
金額（億円）
103
－
－
103
15,825
571
184
12,439
580
223
14,106
660

＊地方公共団体は、都道府県、東京都特別区及び人口 10 万人以上の市の合計。

このように地方公共団体は、全国の官公需適格組合
に対して毎年 500 ～ 700 億円もの発注をしているの
です。
但し、上記は全ての業種が対象であり、印刷業だけ
の数値を抽出することはできません。
そこで、中小企業庁のホームページ中にある印刷関
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理事長

岩渕均

連の官公需適格組合の中で、年間で数千万円単位の受
注をしている官公需適格組合を抽出してみました。全
国で４組合ありました。
宮城県の「仙台印刷工業団地協同組合」、新潟県の「あ
けぼの印刷団地事業協同組合」、神奈川県の「相模原市
印刷広告協同組合」、徳島県の「協業組合徳島印刷セン
ター」です。この４組合の受注内容と組合の強みを抜
き出してみましょう。
1. 仙台印刷工業団地協同組合

宮城県

主な
主な発注機関
受注件数
受注額
（単位：件） （単位：百万円） 受注品目（取引先）
宮城県、政策金融公庫
平成 26 年度
９ 件 131 百万円 印刷
平成 27 年度
10 件 153 百万円 印刷
宮城県、中小機構
平成 28 年度
11 件 141 百万円 印刷
宮城県、中小機構
年度

組合としての強み等：
印刷・製版・製本・出版業等を営む 17 社を組合員
とし、あらゆる印刷物作成に対応する協力体制が出来
あがっている。宮城県、仙台市、政策金融公庫、中小機
構、復興庁、地元大手企業等からの受注実績も多く、
品質・納期・価格等、様々な要望にお応えしている。
また、組合ビジネスデザインセンター (BDC) を通じた
販売促進・商品開発・マーケティング調査等の企業支
援、インキュベーションセンターとしてのアントレプ
レナー支援など、付加価値の高いサービスを提供して
いる。今後も、印刷物を中⼼としながら、複合的に各
社のビジネスチャンスを広げ、地域経済の活性化に幅
広く寄与していきたい。
2. あけぼの印刷団地事業協同組合

新潟県

主な
受注件数
受注額
年度
（単位：件） （単位：百万円） 受注品目
平成 26 年度
382 件
64 百万円 広報誌
平成 27 年度
379 件
85 百万円 同 上
平成 28 年度
389 件
89 百万円 同 上

主な発注機
関（取引先）
新潟市ほか
同上
同上

組合としての強み等：
当組合は、企業に必要な機能を各社で分担し、信頼
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感と運命共同体的な基盤を背景に、お互い同・異業種
を補完し合うことで、
「買い⼿、売り⼿、世間よし」の
全⽅向性を⽬指し、創⽴から 35 年を駆け抜けてまい
りました。
組合強化策の⼀つとして、例えば、
「製造部会」等で
は、各組合員の⼯場の新・増設時の際や、新機種等の
機械導⼊時などに、その都度、⾒学会を実施して、各
社の良いところ、得意とするものや最新の技術等をあ
えて公開し合うことにより、切磋琢磨し組合全体のレ
ベルアップを常に図っています。
お客様には、各社の「持ち分」と「組合せ」を最⼤限
⽣かし、総合⼒で⾼品質・⾼品位、そして⾼品格の製
品を「いち早く、正確に、お客様の⽴場以上に考えて」
をモットーにしてお届けしています。また、⾃治会内
の市営公園の除草、ガードレール、カーブミラーの設
置など、⾏政、⾃治会などとともに連携し、地域に役
⽴つ活動も積極的に⾏っています。
3. 相模原市印刷広告協同組合 神奈川県
主な
受注件数
受注額
（単位：件） （単位：百万円）受注品⽬
平成 26 年度
72 件
51 百万円 チラシ、ポス
ター、パンフ
レット等、各
種印刷物
平成 27 年度
83 件
98 百万円 同 上
平成 28 年度
80 件
59 百万円 同 上
年度

主な発注機
関（取引先）
神奈川県、相
模原市、⺠間
団体、企業
同上
同上

組合としての強み等：
当組合は 25 社の組合員で構成され、それぞれ得意
分野を⽣かし顧客ニーズに対応できる体制を整え、共
同受注事業を中⼼に様々な事業に取り組んでいます。
近年では、情報サービス業としての役割を求められる
ことも多く、広告協賛により、⾏政情報が掲載された
冊⼦などの発⾏にも取り組んでいます。これらは⾏政
との官⺠協働事業として継続しております。

主な
受注件数
受注額
（単位：件） （単位：百万円）受注品⽬
平成 26 年度
820 件 108 百万円 印刷・製本
年度

平成 27 年度
平成 28 年度

944 件
981 件

119 百万円 同 上
110 百万円 同 上

主な発注機
関（取引先）
徳島⼤学・鳴
⾨教育⼤学、
国の各出先
機関・県・市・
町村
同上
同上

組合としての強み等：
全ての従業員がお客様第⼀の考えで⽇々仕事に励ん
でいます。
また、⽇進⽉歩で進化する印刷技術についても研究
を怠らず、社会の変化に対応できる印刷会社を⽬指し
て努⼒しています。

県の印刷物で県外業者が受注している案件をピック
アップしてください。それらを当組合で受注する方法
を考えましょう。先の埼玉県を全県一区とした参議院
選挙のポスターの印刷会社を覚えていますか？ 9 人の
立候補者があり、一人を除いてポスターが貼られてい
ました。その 8 人のポスターが 1 人を除き全て県外の
印刷会社で印刷されていたも
のです。残念なことです。埼玉
県の仕事は県内業者で行いた
いですね。一企業でできない
場合は、官公需適格組合の資
格を得た我が埼玉県印刷工業
組合で受注を図りましょう。
皆様のご理解とご協力をお願
い致します。

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

〒

-

366
0051

北関東支店

〒

〒
367
0047

4. 協業組合徳島印刷センター 徳島県

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

356
0011

また、地域の発展に貢献することが中⼩企業の責務
と考え、地域密着型の活動、地域貢献にも⼒を⼊れ、
地元に愛される企業を⽬指しております
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関東甲信越静地区印刷協議会開催
令和元年 7 月 5 日（金）第 67
回年次大会が茨城県印刷工業組
合の主管にて水戸市の水戸プラ
ザホテルに於いて盛大に開催さ
れました。
全体会議では茨城大会実行委
臼田会長 挨拶
員長である江幡委員長より歓迎
の挨拶に続き全印工連臼田会長の挨拶、全印工連推村
常務理事から「幸せな働き方改革ステップ 3」の説明が
あり、長島事務局次長から全印工連事業報告がありま
した。
その後、理事長会及び分
科会が開催され、各分科会
に分かれて情報交換を行い
ました。
埼印工組から岩渕理事長
始め８名が出席しました。
出席者
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以下各委員会の報告
◆経営革新・マーケティング委員会◆
今年度の３本柱としての取り組み
①事業継承支援センターの周知 ②事業継承ガイドブッ
ク活用 ③事業継承セミナーの開催
◆教育・研修委員会◆
・印刷営業講座、印刷営業技能審査認定試験の実施状況
・技能検定プリプレス職種 (DTP) 資格取得の現状と対策
・12 月１日から大きく変わる、全印工連特別ライセン
スプログラムの周知、普及
◆環境労務委員会◆
・中央労働災害防止協会の個別支援で中小規模事業場安
全衛生サポート事業の活用
・GP 認定制度、環境推進工場登録制度、ＶＯＣ警報器の
普及・拡大と周知
◆組織・共済委員会◆
・組合員加入挙積工組表彰
・組合員台帳調査の回収結果報告
・各種共済促進キャンペーンの推進を図る
水戸市のマスコットキャラクター
◆ CSR 推進委員会◆
みとちゃんと梅むすめの歓迎
・ＢＣＰ対策としての資料作成、普及と啓発
・クラウドバックアップサービス推進、ＭＵＤコ活動の推進
・ＣＳＲ認定制度の周知
◆官公需対策委員会◆
・コンテンツバイ・ドール契約パンフレットを活用した
セミナーの開催し理解を深める
・最低制限価格制度を導入済みでも低価格競争が激化。
・プレミアム商品券について各県の状況報告
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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19回目は、明治堂印刷株式会社さんです。

Vol.19 明治堂印刷㈱ 営業部 井ヶ田洋亮さん

我が社の

すてき

ZOOM UP!

社員

主に営業を担当しております井ヶ田洋亮です。営
業の他にも製本をしたり活版で名刺を刷ったりオフ
セットも担当することがありますが色々な事が出来
る様になると営業にも役に立つと思い日々努力して
おります。
趣味はスノーボードです。年々滑る日数が減って
来ておりますが何歳になっても滑れるよう健康には
気を付けて生活しております。
また地元の商工会や消防団に所属しており少しで
も地域貢献が出来るよう活動しております。

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 組合事務所が移転 ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

〒330-0802 さいたま市大宮区宮町4丁目36-4-204

TEL 048-642-0414

FAX 048-729-7161

※JR大宮駅東口下車徒歩7分、お近くにお越しの節は是非お立ち寄りください。

新賛助会員
岩岡印刷工業㈱

本社工場 〒354-0044
入間郡三芳町北永井宮前町157-3
TEL 049-258-6111

社長

岩岡 正哲氏

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

古社・武蔵一宮氷川神社の門前街

紹 介 大宮

この夏に組合事務所が熊谷から大宮に移転となり、改めて大宮という町
を調べてみますと武蔵国の一宮である大宮氷川神社のある街、鉄道の街、
北陸・北海道新幹線の開通などの交通網の発展により東日本の玄関口とも
言われ、かつて宿場町として栄えた大宮宿の役割を現代まで形を変えなが
ら果たしているように感じます。『2018年住みたい街ランキング』では見事
ベスト10入りを果たし駅周辺は再開発が進められ、ますます住みやすい街
へと変化しています。西口には大宮商工会館跡に再開発事業として建てら
れた大宮ソニックシティがあり鐘塚公園を囲むようにホール、ホテル、国
際会議室も備えていて、西口のシンボリックな役割を果たしています。大

氷川神社

宮の新幹線ホームは高い位置にあるので、ホームからは西口の街並みがよ

楼門

く見えるので、旅の途中で目にされることも多いかと思われます。
大宮駅を出て東口には、まだ昭和の古い建物を残しつつ庶民的な賑わいをもった繁華街を抜けた先には、歩いて
10分ほどでケヤキ並木の緑豊かな参道の先に大きな二の鳥居が見えてきます、この鳥居は明治神宮の落雷した大鳥居
を移築したもので現存する木造鳥居では関東最大です。約2400年前に出雲大社から勧請したとされる、氷川神社の総
本宮である大宮氷川神社が鎮座し、春の桜で有名な大宮公園も隣接しているため地域住民の憩いの場にもなっていま
す。氷川神社の初詣参拝者数は毎年全国ベスト10入りしていて約200万人以上が訪れテレビ番組で取り上げられるな
ど、発展や仕事運、縁結びのパワースポットとしても有名です。そして埼玉（出雲神語の幸魂、奇魂）、大宮（大いな
る宮居）の地名につながる神社でもあります。新事務所の住所はまさに宮町、12月10日に行われる大湯祭（十日町、
酉の市とも言われる）には沢山の参拝客で賑わう参道まで歩いて10分ほどです。組合員の皆様もお近くに来られた際
は、氷川神社ご参拝のついでにでも是非お立ち寄りください。新事務所のある東口は今後10年以上をかけて大規模な
都市計画「大宮駅グランドセントラルステーション化構想」があり益々便利になるようです。町の発展と共に、我が
埼玉県工組も改革し発展していけるよう尽力していきたいと思います。

紙

2019

「葉落ちて実だけ」
東武東上線

川越−川越市間にて

上 作 品

展

「雷雨の中を」
西武新宿線
本川越駅にて

すてきな作品お待ちしています

六三四堂印刷㈱ 宮田敦彦

「昭和ノスタルジー」
寄居駅にて

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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