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“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年度定期総会

　中央区工業団体連合会の平成22年度定期総会
は、去る6月9日（水）午後5時から、銀座ブロッ
サム7階マーガレットにおいて開催されました。

　油矢副会長の司会で開会、水野会長の挨拶のあ
と、平成21年度事業経過報告（森山常任理事）と
収支決算報告（永井会計）、同会計監査報告（山本
監事）が承認されました。
　本年は任期満了に伴う役員改選期ですが、5月
17日の常任理事会で選出された常任理事21名・
理事15名（いずれも9団体より）について異議な
く承認され、また企画委員会委員（8名）広報委員
会委員（9名）および地域産業活性化検討小委員
会委員（9名）も委嘱されました。続いて、平成22
年度事業計画案（森山常任理事）と収支予算案（永
井会計）についても満場一致で原案通り承認され
ました。

　また、多数の来賓を代表して矢田中央区長、中
嶋中央区議会議長、小林区商連副会長の祝辞を戴
きました。
　総会が終了後、小宮山副会長の司会で懇親会に
移り、中條副会長が挨拶、乾杯は中央区議会の青
木区民文教委員会委員長、中締めは平林顧問によ
る恒例の〝浪曲3点セット〟のあと吉田副会長の
音頭で手締め、小宮山副会長の閉会挨拶でお開き
となりました。

懇親会

中央区観光大使・ミス中央を交えて
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22年度の事業計画は、中央区工業振興と地域社会の発展のため、次の事業を継続的に実
施することで承認を得ました。
❶ 組織の拡充（加盟促進にはホームページを活用するなどして未加盟団体に呼かけると
ともに異業種交流の場を設ける）❷ 情報発信（工団連会報により会員の活動状況、各種
経営相談、融資制度や業界情報の提供。またホームページを区商連と合同運用して観光
協会とも連携強化）❸ 企業活動支援（事業主・従業員宿泊研修、活性化・近代化など経
営情報提供、研究活動の育成・ハイテクセンターの活用）❹ 表彰事業 ❺ 商工団体ソフ
トボール大会（工団連と商店街連合会との親睦交流）❻ 第16回中央区産業文化展への取
り組み（22年10月31日（日）～11月3日（水）／晴海トリトンスクエア　グランドロビー）
❼ 各種講座・研修（中央区・区商連等関係団体との共催により、ランチセミナー・経営
セミナー・経済講演会等の実施）❽ 地域社会への貢献 ❾ 各委員会の活動 10 「中央区商
工観光団体合同事務局」として効率的に運営していく

22年度
事業計画の
あらまし

❷ 平成22年度定期総会　役員改選も滞りなく終る
❹ 「ものづくり」と「環境」をテーマに第16回へそ展が開催されます！
❼ 老舗企業の生きる知恵～時代を超える強さの源泉～
❽ 新シリーズ／企業探訪　第１回　株式会社ケーヨー　零細な弱者が「勝ち組」になる日
10 支部活動報告
12 ハイテクランチセミナー　平成22年度　第1回～第3回講義内容／第4回～第10回のテーマと講師（予定）
14 工団連の動き
15 平成22年度　工業事業主・優良従業員宿泊研修報告　「みなさん……今年の宿泊研修はいかがでしたでしょうか？」

目次
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MONO心
　ECO心

　中央区産業文化展「へそ展」が、10月31日から11月3日の4日間にわたり開催されます。
　この「産業文化展」は、中央区の代表的な地場産業である印刷・製本産業、高付加価値の加工業
である機械・金属や食品産業、まちづくりの基礎となる建設産業、今日的な情報産業やファッショ
ナブルな繊維産業、さらに異業種交流や現代に生きる伝統工芸など中央区の代表的産業をひろく
ご紹介し、一層の振興を図る目的で1年おきに開催される文化展です。
　昭和55年以降、今回で16回目を迎え、今年は「ものづくりと環境」をテーマにそれぞれの産業
団体や事業所が、ものづくりに対する思いやエコや安全に対する取り組みをご紹介いたします。
　また、会場中央に設置されたステージでは、ものづくりや環境に関するお役立ち講座やビジネ
スイベント、キャラクターショーをはじめ家族向けのお楽しみイベントなど盛りだくさんに催さ
れます。
　オープニングは10月31日午前10時、「中央区産業文化展」と同時開催の「中央区まるごと
ミュージアム」と合同で開幕の予定です。
　中央区の多彩な産業と文化の姿を知っていただけますよう、みなさまお誘い合わせの上ご来場
ください。

第15回へそ展会場の様子
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第16回中央区産業文化展（へそ展）
2010年10月31日（日）11月1日（月）2日（火）3日（水・祝）
平日 午前10時～午後7時／日・祝日 午前10時～午後5時

場所：晴海トリトンスクエア グランドロビー
●主催：中央区・中央区産業文化展実行委員会
●へそ展に関するお問合せ先：中央区商工観光課／電話：03-3546-5329

※写真は、大盛況に終わった第15回へそ展の様子
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登亭

中央区まるごとミュージアム

第10回 晴海インフィオラータ2010 in Triton

へそ展会場マップ
※2010年9月1日現在の情報のため内容等が
　変更になることがあります。

参加団体名

◆NPO法人 東京中央ネット
◆東京電力株式会社 銀座支社 地域コミュニ
ケーショングループ

◆臨港消防署
◆東京都印刷工業組合 京橋支部／東京都印
刷工業組合 日本橋支部／東京都製本工業
組合 京橋支部／東京グラフィックサービ
ス工業会・中央支部

◆NPO法人地域の防災と町づくりを研究す
る会

◆株式会社登亭
◆中央区和生菓子組合
◆築地天むす
◆江戸家
◆日本橋産業協会
◆玉寿司
◆有限会社高虎商店
◆小津和紙博物舗
◆東京銀座三光
◆月島工業会／月島金属工業協同組合
◆東京中小企業家同友会 中央区支部
◆NPO法人 東京都中央区中小企業経営支援

センター／社団法人 中小企業診断協会東
京支部 中央支会

◆東京商工会議所 中央支部
◆檜原村
◆晴海トリトンスクエア
◆東京織物卸商業組合／財団法人繊維貿易
会館

◆中央エフエム株式会社

※2010年9月1日現在の情報のため内容等が
　変更になることがあります。

●会場までの
　アクセス

無料のバスや船が区内を走ります。中央区
産業文化展をはじめとする中央区のさまざ
まな文化的魅力をお楽しみください。

10月31日（日）のみ同時開催
中央区まるごとミュージアム2010
共催：中央区、中央区文化・国際交流振興協会　後援：中央区観光協会

◆中央区まるごとミュージアムに関するお問合せ先
中央区 文化・生涯学習課 文化振興係
電話：03-3546-5346　http://marugoto.city.chuo.tokyo.jp/

10月30日（土）～11月3日（水・祝）のみ同時開催
◆晴海インフィオラータ2010  in Tritonに関するお問合せ先
晴海インフィオラータ運営事務局　電話：03-5433-0782

■都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅下車 Ａ2a・b出口（月島駅側）より徒歩4分
■東京メトロ有楽町線・都営地下鉄大江戸線「月島」駅下車 10番出口より徒歩9分
■都バス　　※バス停は主要箇所のみを表記しています。
　（都03）数寄屋橋～銀座4丁目～晴海トリトンスクエア前下車
　（都05）東京駅丸の内南口～晴海トリトンスクエア前下車
■江戸バス南循環・晴海三丁目下車
■首都高速道路・銀座 IC下車、晴海勝どき方面に直進して約10分
■駐車場（トリトンパーキング）　営業時間／7：00～23：30（最終入場22：00）

一般料金／1時間400円（以降30分毎200円）
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『中央区老舗企業塾』
21年度活動報告
ダイジェスト版
近く発刊！

～時代を超える強さの源泉～

興味深い‶老舗の経営術"
　東京商工会議所中央支部ではさきに「中央区老舗
企業塾事業」を3年計画で開始、その初年度活動をA4
判で200頁を超える報告書にまとめて発表しました
が、これに大きな反響が寄せられたので、そのダイ
ジェスト版の作成に着手、10月下旬には出版の予定
とのことです。
　東商中央支部の安

あ

嶌
じま

潔事務局長のお話によると、
この事業は、東京都シナジースキーム事業の一環と
して、 “老舗の宝庫” 中央区だからこそ出来る「老舗
企業経営者と、その経営を学びたい」と考えている経
営者とを結び付けることを目的としたもので、初年
度は、老舗企業のヒアリング調査を行ってその紹介
や経営理念、老舗の強さの源泉を探って分析・整理
し、報告書にまとめています。調査協力企業は次の
とおり

①株式会社伊場仙／②有限会社魚十／③株式会社
榮太樓總本鋪／④株式会社越後屋／⑤株式会社江
戸屋／⑥有限会社大野屋總本店／⑦株式会社眼鏡
舖村田長兵衛商店⑧ 経新堂稲﨑表具店／⑨株式会
社銀座ヨシノヤ／⑩国分株式会社／⑪株式会社千疋
屋総本店／⑫株式会社玉寿司／⑬丹波屋株式会社
／⑭株式会社松崎商店／⑮株式会社マツモト交商／
⑯株式会社安田松慶堂／⑰株式会社山本海苔店

講演会・交流会を開催
　さらにロイヤルパークホテルで〘老舗企業の生き
る知恵〙と題して、株式会社榮太樓總本鋪相談役・細
田安兵衛氏と作家荒俣宏氏による対談形式の講演・
交流会や、寿司ダイニング太老樹築地で、〘食文化と
築地市場～老舗の伝統・技術・継承～〙と題して、株
式会社玉寿司会長・中野里孝正氏を講師に迎えての
講演・交流会が開催された模様についても、報告書
に収録・編集されています。
　なお、運営にあたって設けられている「中央区老舗

企業塾運営委員会」の委員長は、工団連でも地域活性
化で多大のご指導頂いている明治学院大学の経済学
部教授神田良

まこと

先生が務められ、委員には中央区の斉
藤区民部長や黒川商工観光課長も名を連ねています。
　運営委員会では、今後も区内老舗企業経営者によ
る講演・交流会や、老舗の経営術のポイントについ
てのアンケート調査を実施していく予定です。なお、
21年度の活動報告書は、東商中央支部（銀座1-25-3
区立京橋プラザ3F/TEL3538-1811）にて無償で配
布しています。　　　　　　（本誌編集委員長／原田啓治記）

現在まで経営を続けてこられた要因と
今後経営を続けていくために重視する要因の比較

現在 今後

同族による経営 50％ 26％

家訓・企業理念の継承 54％ 58％

本業重視 84％ 70％

事業の拡大や多角化 12％ 16％

企業の買収・提携（M&A） 0％ 12％

社会貢献を重視した経営 32％ 48％

コスト削減 22％ 34％

ノウハウの継承 32％ 32％

国際化への対応 14％ 30％

従来の商品・サービスの改良 60％ 58％

新商品・新サービスの開発 36％ 60％

既存の顧客・販売経路を中心に展開 74％ 60％

新規の顧客・販売経路を開拓展開 40％ 72％

技術の改良・開発、機械化・自動化 32％ 36％

伝統技術の維持・継承 46％ 46％

顧客データベースの構築・整備 30％ 54％

ITを活用した情報発信・販売 16％ 56％

従業員の育成 62％ 76％

後継者の育成 42％ 62％

資金調達 32％ 30％

環境への配慮 22％ 48％

人脈の拡大 18％ 16％

コンプライアンス（法令厳守） 42％ 60％

その他 4％ 4％

…20％以上の増加 …20％以上の減少

〔出所：東京商工会議所中央支部 /「中央区内老舗企業に関する調査（平成 20年）」〕
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　（株）ケーヨーさんは1964年3
月、現会長の早坂清吉氏が創業。
主に建設会社の図面複写などを
業務としてきているが、現社長淳
氏の新事業計画で「小規模企業の
繁榮術」すなわち、何年たっても
流行っているのはなぜか？とい
う素朴な疑問を、経営コンサルタ
ントとも提携して現場的に多角
的に、もちろん ITを駆使して調査
と分析を1年半かけて行ったので
ある。結果、販売する商品の変遷
はあっても「商いの原理・原則」は
不変のもので、その店の姿勢（伝
統）、経営者の人となり（思い入
れ）、もちろん品質（味）が“口コミ
で連綿と伝わっているか？”とい
うポイントが浮かび上がってき
たのである。
　従来手法のチラシや割引券と
いった宣伝PRでは伝わらない。ク
オリティの高い、捨てられない商
品をと開発したのが「口コミで選
ばれるお店アルバム」という、経
営者の自叙伝的小冊子である。

　その制作のフォローから使い
方までコンサルティングを行う。
お手のものの小ロット：オンデ
マンド印刷の技術で「ハードカ
バー」と中綴じ普通製本のセット
としたが、これも企画ノウハウが
ある。関連商品として「口コミ名
刺」もあり、お客のリピート率を
確実なものにする方策を伝授す
るのである。
　次に、当面アプローチする業種
を絞り込み、①飲食店（バー）②
美容室（ネイル）③教育（進学塾）
とした。これは対応するスタッフ
が、コンサルティング業務が可能
な専門的知識を必要とするから
だが、今やブログの運営と補完財
（関連商品など）の対応でてんて
こ舞いしているという。

小さい店ほど ITは有用

　早坂社長によると、『IT(情報技
術 )の進化でインターネットの普
及がめざましい。これを取込まな
い手はないのだが、小規模経営者
は「うちみたいな小さいところで

は、とても無理…」と尻込みして
しまう。これは大変な勘違いで、
4～5人以内の小規模だからこそ
費用も少なく“旬な情報（宣伝）”が
すぐ発信できる。私が運営してい
る飲食店のサイトでは1日3,000
のアクセスがあり、うち2,500人
位のママさんらが、日々の会話
の様にアメーバブログのツイッ
ター（さえずり）に加わって仲間
づくり…そこから、地元しか知ら
ない逸品の取引き交流等が盛ん
になっています。』確かに、コン
ピューターというツールを手に
した小規模店は、組織化された企
業にはないフットワークのよさ
で、情報の入手や独自の宣伝 PR

零細な弱者が「勝ち組」になる日
ITを絡めたクロスメディア集客ツールを作成

新シリーズ第１回　株式会社 ケーヨー

東京グラフィックサービス工業会中央支部

株式会社ケーヨー　代表取締役　早坂　淳

　インターネットのグーグルで「はやらないお店に
はわけがある」と入力して検索をかけると、約170
万件中何とトップでヒットしてきたのが「～スー
パーバイザーJUNちゃん～」のブログ…これこそ東
京グラフィックス中央支部・支部長の早坂　淳（あ
つし）氏が開設している、いま注目度急上昇中の「元

気なお店づくり・集客のヒント」についてのサイト
で、1日3,000人位がアクセスしてくるという。
　さらにここをクリックすると「アメブロ /口コミ
クラブ」にリンクされていて、『口コミで選ばれるお
店アルバム』発売開始！～株式会社ケーヨー～の表
示がこれまたトップで現れた。

「口こみ」が絶対条件

早坂　淳氏
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が出来る。経営者の思いが表明で
きる様になったのである。

フリーの思想で、
サイトを無料に

　それに、デジタル時代の新しい
経済モデルとして「フリー（無料
で自由）」という概念が定着しつ
つあり、音楽でもゲームでも常に
オンラインで無料配信されてい
るが、人々はこれを単なるおとり
商法だとは思っていない。無条件
のタダ。しかしタダだからこそ多
数のファンが獲得できて、その一
部が高い有料のコンサートや CD
の売上げに繋がることも知って
いる。
　早坂社長は「新しい経済モデル
が“フリー”に進もうとしている折
から、ウエブサイトなどで、明か
らさまにビジネスに結び付け様
とするとお客様は拒絶反応を示
し、もう戻ってこないから、あく
まで謙虚に…」と説く。いずれに
せよ、ビジネスモデルをもつ前
に、まず多くの観客を集めること
からはじめなければならないの
で、早坂氏は今自身で運営して
いるポータルサイトの使用を「無
料」にしてみたのである。
　『…皆さん！どうぞ自由に使っ
てください。とオープン化したと

ころ、その地方でしか知られて
いない特産商品が続々と名乗り
を挙げてきて驚きました。無料と
いっても、集客のための投資です
よ。勿論どこかでビジネスとの連
携を持たせますが…』

クラウド利用
～iPadを駆使！

　そして、先頃センセーション
を巻き起こした iPadのデーラー
とタイアップしたことがキッカ
ケで、今話題のクラウド・コン
ピューティング（雲のあちら側…
／データセンターに繋いだウェ
ブブラウザを使ってオンライン
で作業できる）を利用し、カタ
ログや大量の写真や動画が自在
に扱えるので電子ブックとして
重宝しているという。《口コミで
選ばれるお店アルバム》などの商
品プレゼンに使用する一方、こ
の iPadを美容室やスクールのロ
ビーに置いてお客さんに触れて
もらう様にしたら、非常に高い関
心が寄せられ、事業主から『iPad
なんて最先端の機器で、うちには
無縁だと思っていたが、こうい
う独自の PRが手軽にできるんで
すね…』と集客の手だてに「商品
とセットで購入する」向きが多く
なったという。そしてこういった

顧客は様々の宣伝アイディアを
提唱して、コンテンツの制作相談
にみえるから “コンサル商売大忙
し”となった。しかしこれはボラン
ティア精神がないと出来ないと
いう。
　記者がたまたま iPadを覗いた
ところ、前出の無料サイトに掲
載されている女流作家のオリジ
ナルの絵本が頁ものになってい
て、指でスクロール出来るから2
～30頁位さっと読み取ることが
出来た。

その先に見える
ビジネスは…

　前記のビジネスモデルは、（株）
ケーヨーとして、売上げ的にまだ
本格的な事業部門とはいえない
が、ウェブ事業として走り出して
1年9ヶ月、ようやく手応えと目標
を抱く様になり、今も毎日熱心な
ミーティングが行われ、スタッフ
は「クロスメディア集客ツール」の
改良・開発に余念がないという。
　最後に、これからの時代が求め
るビジネスの方向性について感
想を伺ったところ、言下に『ワン・
ストップサービスですよ！』と答
えた。（注：ワン・ストップサービスとは、
1カ所で業種や管轄の異なった複数のサー

ビス利用や手続きが行えたり、多様な商品

が購入出来ること）さらに、『今、対大
手企業・対行政に向けて法人格を
もったファシリティー・マネージ
メントの団体を立ち上げつつあ
り、ワン・ストップサービスで大
幅な経費削減と省力化。さらに小
規模異業種の協働の力を安定的
に継続していかせるのです。』と。
この構想と解説についてはまた
近い後日を約して、日本橋本町の
ケーヨービルを辞したのである。

（文責記者／原田啓治）

『口コミで選ばれるお店
アルバム』は初めて来店
されたお客様に“伝える”
ツール。『口コミ名刺』も
ユニーク（右下）
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東印工組
日本橋支部

東京都印刷工業組合京橋支部（小
宮山貴史支部長）と日本橋支部（長
谷川豊支部長）共催による「経営
者セミナー」が 9月 14 日、日本印
刷会館で開かれ、両支部から予定
の 100 名を超える多数参加のもと、
経営コンサルタントの小宮一慶氏を
講師に迎えて「経営者必修！リー
ダーが身に付けるべき経営の原理原
則」をテーマとした講演を傾聴しま
した。小宮氏は、経営の本質は「経
営の方向付け」「資源の最適分配」「人
を動かすこと」である、と定義した

　日本銀行で
はまず約20分
のビデオで日
本銀行の紹介
を受け、その
後本館内や地
下金庫の見学
を行いました。
また、お土産
に紙幣の裁断

クズも頂きました。近くに働きながらも
館内に入った人は少なく、日本橋再発
見しました。その後三井記念美術館を
見学しました。
　メインの食事会は、マンダリンオリエ
ンタル東京のレストラン「ケシキ」で行
いました。さすがに最上階の38階から
の眺望は素晴らしく日本橋の夜景を堪
能し、とても美味しい料理を頂き大い
に盛り上がりました。総勢32名の参加
で支部員間の交流も深められました。

あと「会社を間違った方向に進めな
いためには、“お客様目線 “での Q・P・
S（クオリティ =品質／プライス =
価格／サービス =無償部分）の組み
合わせが大切である…お客様はいつ
も自分がほしい QSP を提供してく
れる会社を求めている」と示唆し、
世の中は弱肉強食ではなく、優勝劣
敗だから（ダンピング競争のように）
ライバルを蹴落とす必要はない。一
番厳しいお客様の目で一番ほしいも
のが見つけられればいい…と説いて
いました。

22年度、新人事でリスタート

　平成22年5月21日、ホテルマリナー
ズコート東京において、31会員中24会
員出席のもと総会を開催しました。
・21年度事業報告、決算・監査報告、
22年度事業計画・予算案を出席者
全員の承認で議決。
・役員改選については、〔理事：留任〕
理事長/吉田外喜雄、矢部俊夫、上
田浩司、持永喜夫、〔理事：新任〕深
山秀、〔監事：留任〕相谷寿一、〔監
事：新任〕則武孝政、田中雅行〔相
談役〕立石前都議会議員、〔顧問〕
山本晴保（臨港消防署防火管理部
会長）、日大生産工学部建築工学科
博士小松博、日大理工学部土木工
学科（環境地盤研究）博士・鎌尾彰
司、日大生産工学部土木工学科博
士・徐銘謙、東京情報大学情報ビジ
ネス学科博士・三宅修平。
　以上の通り決定いたしました。
 
・今年度事業計画については、
【防災関連部】中央区との防災協定
書の推進、耐震補強助成制度の広報
活動、その他防災広報活動の推進。◎
計画案／①防災のための河川経路図
の作成、②震災時避難経路及び避難
所の位置図作成,③昭和56年度以前の
建築物のチェックリスト作成。【指定
管理業務部】公共建物の指定管理業
務。【ボランティア活動部】ほかのNPO
法人との共催、高齢者向けボランティ
アの推進。◎計画案／①町内会及び自
治会との協力で、高齢者宅への見回り
隊の組織作り、②上記を踏まえた生活
必需品等の買い物サービスの町のスー
パーとの連携組織作り。
 
◎なお前年度は、建設業と地域の元
気回復助成事業で「地域人材を活用
した校庭・一般グランドの芝生普及」
を中央区の援助のもと国交省へエント
リーしましたが、自民党から民主党へ
の政権交代がおこり、この元気回復助
成事業は中止となってしまいました。こ

　去る8月5日、大変な猛暑の中日本橋
支部では支部納涼会を行いました。
　内容は日本銀行本店と三井記念美
術館を見学し、三井タワー38階のマン
ダリンオリエンタル東京で食事会とい
う企画でした。

東印工組/日本橋・京橋
共催で〘経営者セミナー〙

～経営という仕事～
時代を生き抜く 

盛況の会場風景。
冒頭、小宮山京橋
支部長が「今こそ
真の経営力が問わ
れる…」と挨拶し
ました。

NPO法人
地域防災研

三井タワー最上階で
　　〝納涼食事会〟

日本銀行

38 階からの夜景
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日本橋産業協会

製本組合
京橋支部

　組合の懇親旅行はゴルフを兼ねて
行っていましたが、ゴルフをしない人
たちも多く、せっかくの旅行を楽しい
ものにしようと今回で３回目となるハ
イキングを行いました。橋本支部長は
ゴルフ組でしたが、関口、長山両副支
部長を含めて6名が参加。伊豆長岡の
町を見下ろす葛城山から岩登りのゲ
レンデとしても有名な城山までを歩き
ました。普段あまり歩いたことのない
人たちなのでコースの設定も毎回大
変です。
　伊豆長岡駅からタクシーで葛城山
のゴンドラ駅へ。一気に山頂へ運ん
でくれるゴンドラはありがたいもので
す。山頂付近は公園のようになってい
て、散策路があり周辺を歩けるように
なっているので足の弱い人たちには手
ごろです。今にも雨が降りそうな空模
様でしたが、皆さん歩きたくてうずう
ずしています。不謹慎にも山頂の売店
でビールを調達して出発です。山道に
入るといきなり石ころで足元の悪い急
な坂道です。私は思わず転倒してしま
い、喝采を浴びました。急な山道を慎
重に下れば平坦な道で、傍らの花を
愛でながらのんびり歩けます。平坦な
道は長くは続かずに、「まむし注意」
と書かれた看板の横からいよいよ登
りとなる。
　ゆっくり歩いてゆくと、鶯のさえず
りがしきりに聞こえるようになり、登
りきった尾根上に鶯谷の地名が書か
れていた。ここは谷を鶯が渡ってゆく
所なのだそうだ。比較的緩やかな山
道を歩いてゆくが、そろそろ疲れも出

るころで、杖代わりの枝を捜す人も出
てきた。葛城山と城山の鞍部には林
道が通っていてベンチもあるので昼
食とした。愛妻弁当の人、駅で買った
おにぎりを食べる人、何もなくて恵ん
でもらう人、こんなところで日ごろの
家での待遇が分かるものだ。昼食が
終わった頃、俄かに空が暗くなって激
しい雨が降ってきた。自然の中にい
ると多少の雨は気にならない。緑豊
かな林の中で葉の間から落ちてくる
雨は優しい気がする。さて、次の城山
へは縦走路からの30分程の往復とな
る。雨の中でわざわざ往復することも
ないかと思ったが、せっかく来たのに
山頂に行かないのでは目的が果たせ
ない、という皆さんの希望で山頂へ向
かう。雨で滑りそうな赤土の斜面を登
り、岩場を通りながら辿り着いた山頂
は素晴らしいところで、垂れ込める雲
で遠望は利かなかったが、眼下には
狩野川の流れと長岡の町が箱庭のよ
うに広がり、近くの山が漂う霧に霞ん
で水墨画のような風景であった。
　縦走路に戻れば後は町まで下るだ
けであるが、慣れていないと下りが辛
いのである、普段使わない膝がガク
ガクと笑い始め、濡れた岩に足を取
られて転びそうになる。有名な岩壁を
左手に仰ぎ見ながらゆっくり下ってゆ
く。雨につられて沢蟹も顔を出すよう
な山道をやっとの思いで下った。舗装
道路に出たときは、達成感と心地よ
い疲労に何とも言えない気持ちよさ
を感じた。駅までは、登ってきた城山
のすさまじい岩壁を仰ぎ見ながら、
田園風景の広がるのどかな道であっ
た。

／山本雅夫：記

「随筆」

○支部活動報告
5月25日　銀座ブロッサムにおいて総会が
行われ役員改選によって、支部長　橋本勝
政　副支部長　関口真徳・長山浩一　専務
理事　宇佐美佐一が決まりました。6月15
日　東京都製本工業組合創立110周年記念
式典が九段下グランドパレスで行われ、席

上、当支部の前支部長井上貴司氏が東京都
産業労働局感謝状を受賞しました。
★７月３～４日　支部懇親旅行　伊豆修善
寺温泉に19名参加。３日は午後から激し
い雨に見舞われる天気でしたがゴルフ、ハ
イキング、観光に分かれてそれぞれ楽し
み、夜は一堂に会して親睦を深めました。
★８月５日　役員親和会暑気払い　御徒町
「今半」新旧役員の引継ぎと親睦を兼ねて
行われ、役員ＯＢも含めて32名と多数が
出席して新役員を激励しました。

　去る6月5日、久々に元気な4人の
新会員さんを始め、ご来賓の方々を
お迎えして総会を開催致しました。
　全ての議案は慎重審議のうえいず
れも満場一致で可決され、また2人
の新理事も無事選出、承認されまし
た。
　新企画で、7月より各月の第2火
曜日に、著名な先生をお迎えし講演
して戴く勉強会「日本橋産業：華陽
会」を開催する事が決まりました。
第1回は立石晴康様にお願いして、
講演後ささやかな懇親会を開き、親
睦を図りました。
　10月には自前のプランで茨城県
「原子力科学館」に研修旅行を実施
します。原子力が人体に与える様々
な影響を勉強して参ります。紅葉の
素晴らしい徳川光圀公が晩年まで過
ごした「西山荘」･竜神大吊り橋、
袋田の滝などを巡るコースを予定し
ております。この様に、積極的な企
画で、現在以上にまとまりある会運
営を目指します。
　本年の「へそ展」では例年出展し
ております粕漬けの「魚久」さん
と、今回新しくブラシの老舗「江戸
屋」さんの出展が決まりました。職
人さんのブラシ造りの実演も有り、
前回以上の盛り上がりを期待してお
ります。

の紙面をお借りいたしまして、ご支援、
ご助成いただいた関係者の皆様にお
礼とお詫びを申し上げます。
　今年度もいろんな場面で活躍でき
る時や場所が増えてくるものと確信し
ておりますので、今後ともご理解、ご助
成の程よろしくお願い申し上げます。

7月から
毎月〝勉強会〟実施
秋（10月）の
研修旅行も決まる

／会長　小川浩一：記
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ハイテクセンター

ランチセミナー

江戸商人たちが読んだ経営書第1回

講師
桐山　勝 氏
（NPO法人江戸しぐさ副理事長）

22年度 開　催　日 講　　師 テーマ／タイトル

第④回 平成22年9月22日（水） 松平　美和子（早稲田大学 EX講師） シルクロードの十字路、アフガニスタンの美術 ～行方不明の宝物再発見の最新情報～

第⑤回 10月27日（水） 大西　良雄（経済ジャーナリスト） 日本経済の課題 ～円高・デフレを克服できるか～

第⑥回 11月24日（水） 林家　喜多八（落語家） 落語実演

第⑦回 12月 8日（水） 笹原　宏之（早稲田大学教授） （仮）漢字文化圏の中の日本語

第⑧回 平成23年１月26日（水） 野上　忠興（政治ジャーナリスト） （仮）10政局裏表

第⑨回 ２月23日（水） 小野　佳代（早稲田大学高等研究所客員研究員） （仮）仏像鑑賞入門

第⑩回 ３月23日（水） 織田　啓成（早稲田大学 EX講師） （仮）家庭でできるツボ療法

2010年5月26日（水）12：00～

　今回のセミナーは、NPO法人江
戸しぐさ副理事長の桐山勝氏を講
師に迎え、江戸商人たちの人付き
合いについて江戸しぐさを中心に
お話をいただいた。
　江戸しぐさとは江戸の人々の人
付き合いの知恵である。享保改革

あたりから「相対済令」の発令も
あり、武士の借金踏み倒しが多く
なった。それに伴い、トラブルが続
発してしまったため、商人たちは出
来るだけトラブルを起こさないよう
にと考えたことが始まりである。
　狭い道を通るときに譲り合うし
ぐさの「傘かしげ」や出来るだけ多
くの人が座れるように席をつめる
「こぶし腰浮かせ」など、今に生か
したい江戸しぐさは多い。「人は仏

の化身と思え」「時泥棒をしない」
「三脱の教え」など、人との関わり
を大切にしている江戸っ子たちの
思いやりが、自然と行動に現れた
ものだという。
　江戸しぐさはマナーではなく、江
戸商人のリーダーたちが築き上げ
た、上に立つ者の行動哲学であ
る。一人でも年下や部下がいれば
心得ておくべきもので、立場やレベ
ルに応じて心得ておかなければな
らないとしてセミナーを終了した。

　ハイテクセンター・ランチセミナーは、好評の裡に開
講7年目を迎え、去る5月26日午前11時30分から、
22年度の開講式が行われ、続いて第1回セミナーは、「江
戸しぐさ」という、江戸の商人たちが築いた「人との関
わり」を重んじた行動哲学について、桐山　勝氏を講師
に迎え興味深い、示唆に富んだお話を伺いました。
　なお、22年度第2・3回についても次のような魅力
的テーマと内容で滞りなく終了しています。また、9月
以降は前号この欄でご紹介したプログラムどおりです
が、やむを得ない都合で講師・日程・講義内容等が変更
となる場合もあります。

平成22年度：4～10回のテーマと講師予定 （注）講師肩書きの「EX」は、〈エクステンションセンター〉の略

開講式で挨拶する水野工団連会長
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幕末の志士　吉田松陰

脳科学は我々を幸せにするか？ ―脳科学ブームのとらえ方―

第3回

第2回

講師
佐藤　能丸 氏
（早稲田大学講師）

講師
河野　哲也 氏
（立教大学教授）

2010年7月28日（水）18：00～

2010年6月23日（水）12：00～

　今回は早稲田大学講師の佐藤
能丸講師をお迎えし、吉田松陰に
ついてお話いただいた。
　吉田松陰は、非常に真面目な人
物であった。29歳の若さで尊王論
に目覚めたという、幕末で最も有
名な革命家である。長州藩杉家に

　今回のセミナーは、立教大学教
授で哲学と倫理学を専門に研究さ
れている河野哲也氏を講師に迎
え、最近の脳科学ブームと脳科学
の社会への応用に対する問題点に
ついてご講義いただいた。
　脳科学の興隆は、90年代以降
の新しい非侵襲的方法の開発に
始まる。PET、ｆMRI、NIRS、MEG

生まれ、5歳の時、山鹿流兵学師範
として毛利家に仕えていた叔父の
吉田大助賢良の仮養子となる。11
歳で藩主毛利敬親の面前で『武教
全書』を講じるほどの秀才であっ
た。
　21歳からの約3年間は諸国を
巡って著名人士と交遊した。その
後、自分が学んだ兵学が外国に
対して有効であるかを見極めるた
め、米艦に上り密航を懇願するも

容れられず、自首して
縛に就き、江戸の獄舎
に投ぜられた。
　約1年に及ぶ獄囚生
活の後、実家の杉家
に預けられ、2年半の
間、松下村塾を開い
た。しかし、安政5年
の日米修好通商条約
の調印について激しく

といった新しい装置が
開発されたことで、医
学の分野にとどまらず、
心理学の分野や高次
脳機能の研究が可能
になった。また、脳科
学が基礎分野だけでな
く社会への貢献も強く
推し進められ、特に教
育への応用が推進された。
　しかし、脳科学の応用には以下
3つの角度から問題点が指摘され
る。「神経神話」、「脳科学の基礎論
的・哲学的問題」、社会問題の「医
療化」である。
　「神経神話」とは3歳児までの早
期教育が必要であるなどの迷信で
ある。「脳科学の基礎論的・哲学的
問題」とは、脳画像技術によって人
の心的活動が分かるのかという問
題である。「社会問題の医療化」と

批判し、同12月に再び野山獄に収
容された。安政6年の5月、幕府よ
り松陰東送の命が下り、江戸に護
送され、10月に処刑された。
　中央区に関連して、吉田松陰が
入獄した小伝馬町牢獄の様子を
つづった「江戸獄記」のお話や松
陰が処刑された時のエピソード、
横浜港開講50周年記念式典での
銅像除幕式でのお話など、1時間
では物足りないほど話題豊富なご
講義であった。

は、あらゆる社会の問題を個人の
病理として捉え、個人を治療するこ
とで問題を解決しようとする傾向
のことである。
　確かに、脳科学は非常に有意義
なものではあるが、応用する範囲
の行き過ぎはとどめるべきだ。ま
た、教育の分野では、個人を治
療しなくては解決しない問題と環
境等を考慮する必要がある問題と
を分けて考えていくべきであるとし
て、セミナーを締めくくった。
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■定期総会
　　平成22年6月9日（水） 銀座ブロッサム　マーガレット
　　　議題　平成21年度事業経過報告・収支決算報告について
　　　　　　会計監査報告について
　　　　　　平成22年度事業計画（案）・収支予算（案）について

●常任理事会
　　第１回　平成22年5月17日（月） 区役所8階　第1会議室
　　　議題　平成22年度定期総会について　他

●企画委員会
　　第１回　平成22年8月26日（木） 区役所8階　第5会議室
　　　議題　平成22年度中央区中小企業関係者表彰式について
　　　　　　平成23年度宿泊研修について
　　　　　　平成23年度予算について
　　　　　　その他

●広報委員会
　　第１回　平成22年5月26日（水）ハイテクセンター　第2会議室
　　　　　　平成22年度工団連会報
　　第２回　平成22年6月23日（水）ハイテクセンター　第2会議室
　　　　　　工団連会報（第27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１回　平成22年4月22日（木）
　　　　　　「いざ借りる際知っておくべき条件・手続」
　　　　　　　～平成22度中央区商工業融資制度について～
　　　　　　　　講師　中央区経営相談員　　山川　美穂子
　　第２回　平成22年5月24日（月）
　　　　　　「「失敗」から学ぶ経営のツボ」
　　　　　　　～内部統制から学べることを経営のヒントに！！～
　　　　　　　 講師　ＯＳＳ近藤事務所　　近藤　浩一
　　第３回　平成22年6月14日（月）
　　　　　　「本当はわかりやすいドラッカー」
　　　　　　　～時代を超えるマネジメントの概念と手法を読み解く～
　　　　　　　　講師　株式会社　吉田正樹事務所　　岩崎　夏海
　　第４回　平成22年7月29日（木）
　　　　　　「老舗に学ぼう」
　　　　　　　老舗企業の生きる知恵
　　　　　　　～時代を超える強さの源泉とは～
　　　　　　　　講師　明治学院大学経済学部教授　　神 田　 良
　　第５回　平成22年8月20日（金）
　　　　　　「若者異変」
　　　　　　　～消費の地殻変動をどう読み解くか～
　　　　　　　　講師　（株）電通　電通総研　　田中理恵・大貫元彦

●事　業
⑴　第26回 中央区商工団体ソフトボ－ル大会
　　　平成22年8月1日（日）月島運動場
　　　参　加　 7チーム（工団連2チーム、区商連5チーム）
　　　優　勝   ユニオンズ（区商連）
⑵　事業主・従業員宿泊研修会
　　　平成22年6月11日（金）～12日（土）
　　　場　　所　福島県　　母畑温泉「八幡屋」
　　　参 加 者　76名
　　　施設見学　日産自動車栃木工場
　　　　　　　　他

平成22年4月～平成22年8月
＊ハイテクセンター・
　ランチセミナーについては、
　12～13頁に講義内容を掲載

ミズノグロッキーズチーム（ミズノプリテック／工団連）は準優勝

熱戦風景

常任理事会

開会式



15

　平成22年度の工業事
業主・優良従業員宿泊
研修は6月11日（金）
～ 12日（土）栃木・福
島方面へと行って参り
ました。
　午前８時30分、銀座ブロッサム前を出発し、
東北道を通り宇都宮で昼食をとりました。～豆
腐と湯波～「月山」というお店で三段の茶つぼに
入ったお豆腐・湯波のお料理に塩味のきいた豆
ごはんなど…とてもおいしくいただきました。
　昼食後は栃木県にある「日産自動車栃木工
場」の見学です。4班に分かれ、日産の国内工場

では最大の面積を誇る工場敷地内で、高級車や
スポーツカーの最終組立までを行う一貫生産
を見学させていただきました。エンジン・タイ
ヤ…あらゆる組み立てが次から次へと組み立
てられ一台の車へと完成されていきます。その
様子はとても感動するものがありました。今ま
での工場見学先で☆ベスト3☆に入るのではな
いでしょうか？　とても印象深い工場見学と
なりました……。
　今年の宿泊先は阿武隈山渓の豊かな自然に
恵まれた湯宿…八幡屋。夕食をいただきながら
懇親を深め、翌日はたくさんの従業員の方々に
見送られ、次の目的地福島県立美術館へと向か
いました。

　梅雨の時期ですが心配していた雨に降られ
ることもなく、二日間とも好天に恵まれ、みな
さんのご協力で宿泊研修を無事終了すること
ができました。
　みなさんお疲れさまでした……
　来年もみなさんのご参加をお待ちしており
ます。　　　　　　　（工団連事務局／荒井有子　記）

みなさん……
今年の宿泊研修

は

いかがでしたでし
ょうか？



工団連／区商連ホームページ（大江戸商工サイト）へは
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中央区工団連／区商連の
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