
発 行／中央区工業団体連合会　〒104︲8404  東京都中央区築地 1︲1︲1（中央区役所内）　TEL. 03︲3546︲6515　FAX. 03︲3546︲6526

２０11年3月発行　No.28   

2010 年度中央区観光写真コンクール
入賞作品より

▲「桜道」撮影者：霜越弘士



2

“印刷発祥の地”の誇り
東京都印刷工業組合京橋支部
支部長　小宮山貴史　☎ 03-3552-1855
会員数：136

“先進の情報文化”の担い手
東京都印刷工業組合日本橋支部
支部長　長谷川　豊　☎ 03-5542-2121
会員数：40

“組合結成100年”集積のパワー
東京都製本工業組合京橋支部
支部長　橋本勝政　☎ 03-3551-3783
会員数：71

伝統の技能、いま華開く
東京都製本工業組合日本橋支部
支部長　丸山啓一　☎ 03-3666-2051
会員数：5

省エネ・イノベーションを展開
月島工業会
会　長　石井宏治　☎ 03-4455-2500
会員数：20

高品位テクノロジーの追求
月島金属工業協同組合
代表理事　竹林聡明　☎ 03-3641-7691
会員数：4

伝統の日本文化を育てる
日本橋産業協会
会　長　小川浩一　☎ 03-3668-2193
会員数：36

“グラフィック・サービス”宣言
（社）東京グラフィックサービス工業会

中央支部
支部長　早坂　淳　☎ 03-3242-0191
会員数：31

美しい町並、強い町づくりを
特定非営利活動法人
地域の防災と町づくりを研究する会
理事長　吉田 外喜雄　☎ 03-5651-5621
会員数：25

平成22年度 中央区工業関係者表彰式

　中央区と工団連による平成22年度表
彰式は、平成23年2月17日（木）銀座ブ
ロッサム・マーガレットにおいて、厳粛
なうちにも和やかに執り行われました。
　栄えある受賞は、永年事業主（就任20
年以上）3名、従業員（勤続20年以上）12
名、（勤続10〜19年）10名。
　表彰式のあと、区長はじめ来賓の皆さ
まを囲んで記念撮影をし、隣接の会場に
て祝賀パーティーがにぎやかに開かれ
ました。

中央区と中央区工業団体連合会では、区内の産業安定と中小企業の発展のため
に、工業等中小企業の振興に寄与した事業主と従業員等を広く顕彰しています。

授賞式の様子▶
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❷ 平成22年度中央区工業関係者表彰式
❸ 工団連のうごき／平成23年賀詞交歓
❹ 支部活動報告
❻ ハイテクランチセミナー　平成22年度　第4回～第9回講義内容／ 23年度開催日程

目次

工工工 団団団 連連連 ののの 動動動 ききき平成22年10月～平成23年3月
＊ハイテクセンター・
　ランチセミナーについては、
　6～7頁に講義内容を掲載

▲新年初顔合せ会

▲第16回中央区産業文化展報告会

▲収支報告する
　黒川課長

■新年初顔合せ会
　　平成 23年 1月 14日（金） 銀座ブロッサム ジャスミン　47名出席

■第16回中央区産業文化展（へそ展）報告会
　　平成 22年 12月 13日（月）銀座ブロッサム マーガレット　38名出席

●常任理事会
　　第２回　平成 23年 3月 11日（金）区役所 8階　第 1会議室
　　　議題　平成 23年度定期総会について
　　　　　　平成 23年度事業計画（案）について

●企画委員会
　　第２回　平成 23年 2月 9日（水）区役所 8階　第 5会議室
　　　議題　平成 23年度事業計画（案）について
　　　　　　平成 23年度宿泊研修について
　　　　　　平成 23年度ランチセミナーについて
　　　　　　平成 22年度中小企業工業関係者表彰式について

●広報委員会
　　第２回　平成 23年 1月 26日（水）ハイテクセンター　第 2会議室
　　　　　　工団連会報（第 28号）の企画・編集

●各種講座・研修
　ハイテクセンター・ランチセミナー
　　　別紙掲載のため省略
　経営セミナー　　区役所 8階　大会議室

　　（共催）工業団体連合会、商店街連合会、中央区、東京商工会議所中央支部
　　第７回　平成 22年 11月 29日（月）
　　　　　　「誰にでもわかるキャッシュフロー計算書の活かし方」
　　　　　　　～数字から見えてくる自社の経営状況～
　　　　　　　　講師　喜多村税務会計事務所　所長税理士　喜多村　洋子
　　　異業種交流会
　　　　　　平成 22年 11月 29日（月）
　　　　　　中央区経営相談員・中小企業診断士　倉辺　喜一郎
　　第８回　平成 22年 12月 22日（水）
　　　　　　「決算書を活用した事業計画書の作り方」
　　　　　　　～銀行はどこに注目するのか～
　　　　　　　　講師　株式会社ＢＡＭＣ　代表取締役　辻　賢之輔
　　　異業種交流会
　　　　　　平成 22年 12月 22日（水）
　　　　　　講師　株式会社ＢＡＭＣ　代表取締役　辻　賢之輔
　　第９回　平成 23年 2月 24日（木）
　　　　　　「安全・安心な職場を作るために」
　　　　　　　～鳥インフルエンザ対処とＢＣＰ（事業継続計画）策定～
　　　　　　　　講師　社団法人　日本労働安全衛生コンサルタント会
　　　　　　　　　　　東京支部　労働衛生コンサルタント　伊藤 史子

　新春経済講演会
　　平成 23年 1月 24日（月）　区役所 8階　大会議室　 122名受講
　　テーマ  　「2011年どうなる日本の政治と経済」
　　講　師　　読売新聞特別編集委員　橋本 五郎 氏

●事　業
中央区中小企業工業関係者表彰

　　　（1）　表彰審査会　平成 23年 1月 17日（月） 区役所 8階第 5会議室
　　　（2）　表彰式　　　平成 23年 2月 17日（木） 銀座ブロッサム マーガレット

事 業 主  　3名（就任 20年以上）
従 業 員  22名（20年以上：12名・勤続 10年～ 19年：10名）
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講演会

「失注ゼロ・無駄足ゼロの
戦略的営業」開催

2011年 新年会

中央区の情報価値創造産業として
新たな第一歩を踏み出す決意

東印工組 京橋支部

　東京都印刷工業組合・京橋支部（小
宮山貴史支部長）は、3 月 2 日（水）、
日本印刷会館で講演会を開催いたし
ました。

　頑張っても売れない厳しい現代を
勝ち抜く「必勝の営業改革手法」と
いうテーマで「失注ゼロ・無駄足ゼ
ロの戦略的営業」、サブタイトルに
〜「営業の見える化」と「孫子の兵

法」で確実に売る！〜　と銘打ち、
講師には NI コンサルティングの長
尾一洋（ながお かずひろ）氏を迎
え、88 名の参加者が熱心に聞き入
りました。講師の長尾氏の数多くの
実績の中でも、今回は、最古にして
最高の兵法書であり戦略の原点であ
る「孫子の兵法」と、20 年＆ 2,500
社のコンサルティング実践で培った

「営業の見える化手法」についてお
話いただきました。
　主な内容は、「人口減少時代には
勝たなければならない」「戦わずし
て勝つ孫子の兵法」「業績アップの
ストーリーを見える化せよ」「高業
績を実現する営業手法ストラテジッ
ク・セールス」「顧客の購買基準が
見えれば先回りできる」「失注は受
注のためのプロセスに過ぎない」と
いうお話で、2 時間ほどの短い時間
でしたが、とても内容の濃い講演会
となりました。

東印工組 日本橋支部

　日本橋支部では去る 1 月 19 日、
日本橋のサリュコパン第一ホテル
日本橋店に組合員、関連業界など
約 50 人を集め、2011 年新年会を
開催した。昨年末の組合ホームペー
ジ（http://www.nihonbashi.gr.jp/）
のリニューアルを好機に、地元・中
央区の情報価値創造産業として新た
な第一歩を踏み出す決意で希望に満
ちた１年のスタートを迎えました。
長谷川支部長より若手の感性を活か
す必要性を説き、次のように年頭あ
いさつを述べた。「かつての良い時
代を知らない若手印刷人と話をする
と、印刷業界は面白い、これから
色々と広がりが見える、と言う。目
からウロコが落ちる思いがした。足
元をしっかりと見て、できることを
把握し、前へ進んでいかなくてはな
らない。組合の相互扶助の精神を
持ち、仲間とともに 1 ＋ 1 が 3、2

▲ NIコンサルティング　長尾氏

山櫻本社にて
フリートーキング
　2 月 21 日（月）午後 7 時～・山櫻本社にて、
日本橋支部員と株式会社山櫻／代表取締
役・市瀬豊和氏をはじめとする山桜社員様
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2011年 新年会

中央区の情報価値創造産業として
新たな第一歩を踏み出す決意

製本組合 京橋支部

★１月 26 日　新年研修会が銀座の
サンミ・高松において開催されま
した。矢田中央区長、水野中央区
工団連会長の臨席を賜り、ビンゴ
などで盛り上がりました。

★２月 3 日　本部教育労務主催に
より「適切な労務管理による経営
改善のヒント」と題してセミナー
が開かれました。就職氷河期など
といわれていますが、零細企業で
は事情が違います。いかに高齢者
に働いていただくかをテーマに労
務管理を学びました。

★２月 14 日　本部経営環境主催に
より「大変革時代に生き残る製本
業の姿」と題してセミナーが開か
れました。本格的なデジタル・ネッ
トワーク社会の到来と業態変革を
迫られる印刷業。今、小規模製本
業がやるべきことは何か…をテー
マに学びました。

★５月 26 日　銀座ブロッサムにお
いて総会が行われます。

★９月 16 日　品川プリンスホテル
において全国大会が開催されま
す。

東印工組 日本橋支部

＋ 2 が 6 となる、ジョイントベン
チャーの協力体制で、会合へ積極的
に参加していただきながらコミュニ
ケーションを図りたい。昨年末にリ
ニューアルした組合ホームページも
好機に、新たな仕組みを活かしてま
い進していこう」。来賓の中央区区
民部商工観光課・黒川眞課長、東印
工組京橋支部・小宮山貴史支部長か
ら祝辞を受けた。
　また、リニューアルした組合ホー
ムページのクリエイションを担う家
住英樹第 2 部長が、「地元・中央区
で新たな受注を創出する架空の印刷
総合商社」というコンセプトを解説
した。これを受け中條好司相談役が、
日本橋支部の今年１年の飛躍を力強
く宣言。宴半ば、寿里美貴雄相談役
が「日本橋支部は今年 88 周年。8
という数字にあやかって末広がりに
発展していこう」と奮起を促し、三
本締めでお開きとなった。

老舗「伊場扇」の吉田社長を講師に

『世界遺産の日本橋』を勉強

日本橋産業協会

　今年の新年会を兼ねた「華陽会」
を 1 月 22 日、多くの来賓をお迎え
して人形町の魚久にて開催しまし
た。華陽会は隔月で開催している勉
強会で第 4 回にあたる今回は、今
年、架橋百年を迎える地元「日本橋」
について、老舗「伊場扇」の第 14 代：
吉田誠男社長よりご講演を戴きまし
た。

　先ず「伊場扇」の歴史から始まり、
創業者は愛知県岡崎で 1590 年（天
正 18 年）生まれ、上水関係の事業か
ら家康公に同行し、江戸の開発事業
の始まりに携わったそうです。（慶
長 8 年／1603 に江戸幕府が開かれ、
翌 9 年に日本橋が五街道の起点と
されている）日本橋は、オランダ人

の協力で、水運を使った交易による
商業基地として開発されました。
　水運の完成によって産業物流は、
めざましく活性化し、経済が発展し
たことで教育の徹底向上が奨められ
て世界最高の識字率を誇る日本が生
まれ、引いては経済大国に繋がって
いきました。即ち、今日の戦乱の無
い平和国家への出発点は実に「日本
橋」であるという貴重なお話であり
ました。
　“名橋日本橋” が誕生して 100 年
になり、今年 4 月には綺麗に改修
されてお祝いの記念行事が行われる
ようですが、明るいニュースがここ
日本橋から全国へ、いや世界に発信
されて名声を高め、わが日本橋産業
協会にも朗報をと期待しつつ、今年
も会員全員が健康と仕事に恵まれ、
会の運営・行事に参加する事を誓い
合いました。

我が国の発展は

日本橋から始まった！

（会長　小川浩一記）

○支部活動報告

○今後の日程

とフリートーキングを行った。山櫻さんの
最近のサービスや支部員の封筒の発注方法
など、普段、話さない方と話すことも出来
多岐に亘る話題で今後のお互いの業務展開
を見直す機会となった。
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平成22年度のハイテクセンター・ランチセミナー
は、引き続き好評、感動のうちに終了し、第8年
目に入る新年度は来る5月25日（水）よりはじま
ります。講義のテーマや講師については、先のア
ンケートに基づき政治・経済・文化・健康・趣味
等々幅広いジャンルにつき調整中で、日程のみ下
記のとおり予定されています。

ハイテクセンター

ランチセミナー

シルクロードの十字路、
アフガニスタンの美術

日本経済の課題
－円高デフレは克服できるか－

第4回 第5回

講師
松平　美和子 氏
（早稲田大学エクステンションセンター 講師、成蹊大学 講師）

講師
大西　良雄 氏
（経済ジャーナリスト）

23年度 開　催　日 23年度 開　催　日

第①回 平成23年5月25日（水） 第⑥回 平成23年11月16日（水）

第②回 6月22日（水） 第⑦回 12月 7日（水）

第③回 7月27日（水） 第⑧回 平成24年１月25日（水）

第④回 9月14日（水） 第⑨回 2月22日（水）

第⑤回 10月26日（水） 第⑩回 3月28日（水）

2010年9月22日（水）12：00～ 2010年10月27日（水）12：00～

　アフガニスタンは東西文明の十
字路と言われ、様々な文化の影響
を受けた文化財が数多く残ってい
る。しかし、首都カーブル（日本で
はカブールと表記）の美術館はロ
ケット弾を受け、建物と展示品が
破壊されてしまった。バーミヤン仏教遺跡はタリバ
ンにより大仏と壁画が破壊され、現在は仏龕を残す
のみである。
　このように、アフガニスタンには報復に報復を重

ねた歴史がある。
私たちは今後、ア
フガニスタンをど
のように支えられ
るかを考える必
要があるだろう。

　日本は「輸出国」と言われるが、
実は輸出依存度が低く、先進国の
中では経常黒字比率が低い。
　円高は当面は為替介入と量的
金融緩和で阻止する必要がある
が、これらの措置には限界がある
ため、「新しい産業構造ビジョン」など、根本的な方
針転換も必要となる。輸出については、自由貿易協
定に参加すると同時に、競争力を高めていく必要が
ある。日本はアジアの中で最も有利な立地なのだか
ら、輸出大国を目
指すべきであり、
輸出の強化が円
高デフレに歯止
めをかけること
になるだろう。

平成23年度
第1～10回ランチセミナー
開催日程

★第３回は18時～19時開催、それ以外
はいずれも12時～13時開催

PCプロジェクターを使っての講義は最近のトレンド▶
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落語実演

仏像鑑賞入門

漢字文化圏の中の日本語

政局裏表

第6回

第8回

第7回

第9回

講師
柳家　喜多八 師匠
（噺家）

講師
小野　佳代 氏
（早稲田大学高等研究所客員研究員）

講師
笹原 　宏之 氏
（早稲田大学教授）

講師
野上　忠興 氏
（政治ジャーナリスト）

2010年11月24日（水）12：00～

2011年1月26日（水）12：00～

2010年12月8日（水）12：00～

2011年2月23日（水）12：00～

　落語の実 演を
鑑賞するとともに、
落語界の裏話等に
ついても伺った。
　実演は「二番煎
じ」。江戸の華とも
言われる火事を防
ぐために商家の檀
那衆が夜回りをすることとなった。凍るような寒さ
で、皆気合が入らず散々。どうにか待機所である
番小屋に戻って来るのだが、そこに一人が酒を、ま

た別の一人が猪の肉と鍋を持ち込
む。役人に知れたら一大事なので
土瓶に入れて煎じ薬ということで
酒盛りが始まり、気がつけば呑め
や歌えやのドンチャン騒ぎ。そこで
役人が登場する……。

　一昨年は「国宝　阿修羅展」が
展示会の入場者数ランキングで世
界一となった。「仏女」という言葉も
できるほど、今、仏像鑑賞がブー
ムになっている。
　セミナーでは実際の仏像の写真
を見ながら、まず4つの種類に大別し、さらに細か
い特定に挑戦した。ポイントさえ押さえれば、見た
だけで何の仏像であるかがわかるものである。仏
像鑑賞は、少しの知識があればもっと楽しむことが

できる。寺
院 や 展 示
会等に行く
ときにはぜ
ひ試してみ
てほしい。

　漢字文化圏は、中国、台湾、韓
国、北朝鮮、ベトナム、日本であ
る。しかし、韓国では次第にハング
ルが中心となり、漢字は好まれな
くなっている。ベトナムには「チュノ
ム」という独自の漢字があるが、読
み書きできる1〜2％の人しか使用できない。
　一方日本は、「ひらがな」「カタカナ」を発明し、漢
字の読みも多様である。当て字や漢字の創作までし
てしまっている。
このように同じ
漢字文化圏でも
その文化が大き
く異なることを、
さまざまな例か
ら解き明かして
いった。



2010へそ展、盛況裡に閉幕
第16回中央区産業文化展〈へそ展〉は平成22年
（2010）10月31日から11月3日までの4日間、晴海の
トリトンスクエア・メインロビーを会場に開催され、
「ものづくりと環境」をテーマに区内の各産業団体や
エネルギーさらに伝統工芸の展示ブースが連なって
活況を呈しました。期間中来場者は区内小学生937
を含めて約5万5千人にのぼる盛況ぶりでした。

◀テープカットの様子

▲にぎわいを見せる会場 生徒見学会（中央区内の小学校）▲

会場入口▼

▲東京織物卸商業組合

▲東京製本工業組合／日本橋支部

▲東京都印刷工業組合／京橋支部

▲伝統工芸／東京銀座三光

▲東京グラフィックサービス工業会／中央支部

▲東京ガス


