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平成 23年度 中央区中小企業工業関係者表彰式、中央区各種功労者表彰
P.3 工団連の動き 平成 23年 9月～平成 24年 3月
P.4 2011年宿泊研修 山櫻八王子の森工場と富岡製糸場、
舌切雀のお宿・磯辺温泉を訪れる
目次 P.5 シリーズ／老舗企業に学ぶ 第 2回「うちわ・扇子のトップブランド」伊場仙
P.6 シリーズ／企業探訪 第3回
「
『匠の技』
で建設業界を支える」
株式会社 巴コーポレーション
P.8 支部活動報告
P.10 ハイテクランチセミナー 平成 23年度 第 5回～第 9回講義内容／ 24年度開催日程
P.2

平成 23年度 中央区中小企業工業関係者表彰式
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。

中央区と工団連による平成 23 年度表
彰式は、平成 24年 2月 17日（金）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。
表彰式のあとは記念撮影をし、隣接の
会場にて祝賀懇親会がにぎやかに開か
れました。

▲授賞式の様子

平成 23年度
中央区各種功労者表彰で
油矢博さん、井上貴司さんが受賞

“印刷発祥の地”の誇り

れ、東京都製本工業組合京橋支部の油矢さんと井上
さんが中小企業発達功労者として表彰されました。

“先進の情報文化”の担い手

“組合結成100年”集積のパワー

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

会員数：127

会員数：38

会員数：67

支部長

小宮山貴史 ☎ 03-3552-1855

支部長

豊 ☎ 03-5542-2121

長谷川

伝統の技能、いま華開く

省エネ・イノベーションを展開

東京都製本工業組合日本橋支部

月島工業会

会員数：5

会員数：20

支部長

丸山啓一 ☎ 03-3666-2051

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：34
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平成 23年 11月 3日、中央区各種功労者表彰が行わ

会

長

石井宏治 ☎ 03-4455-2500

支部長

橋本勝政 ☎ 03-3551-3783

高品位テクノロジーの追求

月島金属工業会

竹林聡明 ☎ 03-3641-6026

代表

会員数：4

“グラフィック・サービス”宣言

美しい町並、強い町づくりを

（社）東京グラフィックサービス工業会
中央支部

特定非営利活動法人

支部長

早坂

会員数：30

淳 ☎ 03-3242-0191

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23年9月〜平成24年3月

工 団 連 の 動 き

■新年初顔合せ会
平成 24年 1月 11日（金）銀座ブロッサム ジャスミン
●常任理事会
第２回
議題

●企画委員会
第２回
議題
第３回
議題

●広報委員会
第２回

＊ハイテクセンター・
ランチセミナーについては、
10〜11頁に講義内容を掲載

45名出席

平成 24年 3月 12日（月） 区役所 8階 第 1会議室
平成 24年度定期総会について
平成 24年度事業計画（案）
について
中央区工業団体連合会 50周年記念事業について
中央区工業団体連合会会則の一部改正について
平成 23年 10月 5日（水）区役所 8階 第 1会議室
中央区工業団体連合会 50周年記念事業について
商工団体親睦事業について
平成 24年 2月 8日（水）区役所 8階 第 4会議室
平成 24年度事業計画（案）
について
平成 24年度ランチセミナーについて
平成 23年度中央区中小企業工業関係者表彰式について
中央区工業団体連合会 50周年記念事業について
平成 23年 12月 7日（水）
ハイテクセンター
工団連会報（第 30号）
の企画・編集

▲新年初顔合せ会

第 2会議室

●地域産業活性化検討小委員会
第１回 平成 24年 1月 25日（水）
中央区立ハイテクセンター
議題 第 17回中央区産業文化展について
第２回 平成 24年 3月 15日（木）
区役所 8階 第 5会議室
議題 第 17回中央区産業文化展について

ロビー

●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）
中央区工業団体連合会、中央区商店街連合会、中央区、
東京商工会議所中央支部
第６回 平成 23年 9月 26日（月）
苦境を乗り切れ！金融機関を味方につける社長塾 <第 2弾 >
「社長のための決算書活用法」
講師 税理士・社会保険労務士・行政書士 田口 操
第７回 平成 23年 11月 21日（月）
苦境を乗り切れ！金融機関を味方につける社長塾 <第 3弾 >
「社長の意思決定に役立つ変動損益の考え方と経営計画の策定」
講師 税理士・社会保険労務士・行政書士 田口 操
第８回 平成 23年 12月 19日（月）
「ワンマン経営からチーム戦へ」
講師 株式会社 山櫻 代表取締役社長 市瀬豊和
第９回 平成 24年 2月 21日（火）
「ビジネスを拡大する事業計画」
～マーケティングで創造する震災後の企業価値～
講師 プロアクティブ株式会社 コンサルタント 伊藤 由規
異業種交流会
平成 24年 2月 21日（火）
「震災後の新しい社会と企業のあり方を考える」
講師 プロアクティブ株式会社 コンサルタント 伊藤 由規
第 10回 平成平成 24年 3月 16日（金）
一からわかる！見直す！ 初心者でもわかるネット集客セミナー
講師 株式会社ＯＣＬ 代表取締役 四ッ柳 茂樹
新春経済講演会
（共催）
中央区工業団体連合会、中央区商店街連合会、中央区、
東京商工会議所中央支部
平成 24年 1月 24日（火） 区役所 8階 大会議室 132名受講
テーマ 「2012年日本経済展望」
講 師
株式会社双日総合研究所副所長・チーフエコノミスト

吉崎達彦

●事 業
（1）
「工団連会報」
の発行
① 第 29号 平成 23年 10月発行
② 第 30号 平成 24年 3月発行
（2）中央区中小企業工業関係者表彰
① 表彰審査会 平成 24年 1月 16日（月）区役所 8階 第 5会議室
② 表彰式
平成 24年 2月 17日（金）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（勤続 10年～ 19年：10名、20年以上：12名）
（3）第 27回 中央区商工団体ソフトボ－ル大会
平成 23年 7月 24日（日）
月島運動場
参 加
8チーム（工団連 2チーム、区商連 6チーム）
優 勝
ユニオンズ（区商連）
（4）事業主・従業員宿泊研修会
平成 23年 10月 14日（金）～ 15日（土）
場所／群馬県磯部温泉 ホテル「磯部ガーデン」 参加者／ 27名
施設見学／山櫻八王子の森工場、富岡製糸場、おもちゃと人形・自動車博物館

▲新春経済講演会

●第17回中央区産業文化展
（へそ展）
・平成 24年11月 4日（日）
～ 6日（火）
・晴海トリトンスクエア
グランドロビー
・中央区の代表的な産業や、
伝統を誇る産業を広くご紹
介し、一層の振興を図る文
化展です。
●中央区工業団体連合会
50周年記念事業
・平成 24年11月17日（土）
・銀座ブロッサム ホール
・講演会、アトラクションを
予定
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2011年 宿泊研修会
山櫻八王子の森工場と富岡製糸場、
舌切雀のお宿・磯部温泉を訪れる
平成 23 年度の中央区工業事業主・従業員宿
泊研修は、東日本大震災で被災された方々や企
業へ配慮し一時取り止めが検討されましたが、
行動を起こすことが復興につながるという趣
旨で 10月 14日（金）
・15日（土）
、株式会社山櫻
八王子の森工場と富岡製糸場の見学に行って
まいりました。

▲山櫻から参加者全員に記念写真が配られた

国から集まった工女たちの手により本格的な

日程変更のため参加人数は 27 名と例年より

器械製糸が行われ、日本の工業近代化に大きな

は少なかったものの、楽しく充実した内容とな

役割を果たしました。115年にわたり活躍の後

りました。

も旧状を変えることなく保存管理されており、

午前 8時 30分、銀座ブロッサム前を出発し中

往時の先進的な取り組みに感嘆いたしました。

央道を走り、
10時には「山櫻八王子の森工場」
に

宿泊は群馬県の磯部温泉。ホテル磯部ガーデ

到着。株式会社山櫻は名刺や封筒など紙製品を

ンは舌切雀のお宿と親しまれ、妙義の山々と竹

製造・販売する創業 80年の老舗企業です。八王

藪に囲まれた静かな環境の宿です。アルカリが

子みなみ野に最新の設備をそろえた工場は、敷

強い炭酸塩泉の温泉
とゆったりとした時
間を楽しみました。
翌日はおかみさん
の講演で磯部温泉の
歴史を聞いた後、
「おもちゃと人形・自動車博
物館」へ。アンティークな人形や昭和の風物や

地内に 29 種類の山桜が植えられ、屋上からは
八王子の街と山並みを望むすばらしい環境で
した。
昼食後は翌日の天候との兼ね合いで、予定を
変更し富岡製糸場へ。明治 5年、明治政府が日
本の近代化 のために開設された製糸場です。全
品物、時代を超えた
名車が数多く展示
されじっくり見学
していると時間が足りないほどでした。
帰路は太田市の「新田乃庄」で豪族料理をい
ただき、夕刻無事に区役所前の到着、研修も楽
しみもたっぷりの 2日間でした。
（株式会社東美 高橋 記）
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シリーズ第 2 回

伊場仙

うちわ・扇子のトップブランド

時代に即応して業態を転換
▲数々のうちわ・扇子が並ぶ伊場仙のショールーム

土木事業からスタート

ランドの地位を確立してい
る。事業が現在まで継続で

関が原の戦いの前、1590年創業という株式会社伊場

きた理由について、14 代

仙（吉田誠男社長）は、土木事業から不動産事業、竹と

目の吉田社長は、
「無理を

紙の問屋、うちわ・扇子の製造販売へと業態を変えつつ、

しなかったことが大きいの

400年以上も事業を継続させている老舗企業だ。

ではないでしょうか。巨額

徳川家康が岡崎城から浜松城に移るとき、岡崎出身の

の利益が上がる商売では

創業者の父は家康に従って浜松の東伊場町に移り住ん

▲代表取締役社長

だ。そこで生まれたのが、伊場仙の創業者である初代伊

続けてきたのです。２と付くものには手を出さない（力が

場屋勘左衛門だ。土木事業を営んでいたこともあり、家

分散するので 2 番目＝副業等は慎めという代々伝わる訓

康が江戸に移封された際、江戸の街づくりに従事するこ

え）ことも堅く守ってきました。それと、江戸は火事や地

とになった。日本橋近辺の埋め立て、堀の造成を手掛

震、戦災など、被災の連続でした。いざというときのた

け、その報酬としてもらったのが旧堀江町（現在の日本橋

め、材木を買っておいたり、避難用の家を用意したりす

小舟町の一角）
だった。

るなど、しっかりと備えをしていたことも、事業を続けて

土木事業者の多くは、土地を売り払って浜松に戻った

吉田誠男氏

ないので、地味な生活を

こられた理由だと思います」
と語り、堅実さを強調する。

が、初代伊場屋仙三郎は江戸に残って紙と竹の問屋を

実際、関東大震災のときには日本橋は壊滅状態だった

始めた。やがて競争が激化したことから、その紙と竹を

が、渋谷に避難用の家を用意しておいたため、３日後に

使って新たに始めたのがうちわと扇子の製造・販売だっ

は商売を再開することができたということだ。

た。当時、うちわは高級品だったが、伊場仙は骨が少な
く低価格の「江戸うちわ」
を売り出し、庶民に広まっていっ
た。また、扇子はそれまで宮中や踊り、能など一部の用
途に限られていたが、伊場仙が庶民向けのものを作った

新たな需要を掘り起こす
伊場仙のうちわや扇子は品質が高くて高級品というイ

ことから、江戸の文化を象徴するものとなった。

メージが強いが、伝統工芸として制作しているものは

浮世絵の版元としても活躍

うが圧倒的に多くなっている。高級品から低価格品まで、

10％程度。今では企業の PR用や贈答用などの受注のほ
さまざまな用途に合わせたものを用意しているが、その

うちわや扇子の絵柄は、浮世絵と同じように版木を

中で重要視しているのは、やはり和のテイストだという。

使って印刷されていた。この技術を生かして、伊場仙は

「売上げは落ち込んではいません。未開拓のところがたく

版元として浮世

さんありますので、それを掘り起こしていきたいと思って

絵や版本の印

います。インターネット販売も売上げの 20％程度まで伸

刷も行い、数多

びてきました」
と吉田社長。

くの出版物を世

結婚式の引出物、定年退職の記念品、ペットの写真や

に送り出してき

イラストレーターの作品を印刷したものなど、新たな需

た。明治時代に

要の開拓にも力を注ぐ。また、インクジェットプリンター

入ると、浮世絵や版本の需要は大きく落ち込んだが、暦

を使い、１本からでも受注できる体制を整えている。ち

が太陰暦から太陽暦へと変わったことを受け、明治政府

なみに、扇子１本なら4,500円、10本なら45,000円で

の認可を受けてカレンダーの印刷にも取り組んだ。

制作できるということだ。

▲伊場屋の商号で出版された江戸時代の版木

その後、価格の下がったカレンダー印刷から手を引
き、本業のうちわ・扇子の製造・販売に徹して、トップブ

株式会社伊場仙

中央区日本橋小舟町４－１伊場仙ビル８階
電話 03-3664-9261 FAX03-3664-9266
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シリーズ第 3 回 株式会社 巴コーポレーション

『匠の技』
で建設業界を支える
東京スカイツリーの建築でも力を発揮
月島工業会

株式会社巴コーポレーション

取締役

副社長執行役員

深沢

隆氏

株式会社巴コーポレーション（山納茂治社長）は、
今年で創業 95 年を迎える建設業界でも老舗の企

施工で数多くの実績を挙げてきた。その技術力を大
手ゼネコンも高く評価。ゼネコン各社と組んで、さ

業。元々は送電用鉄塔の加工を手掛けていたが、そ
の技術を活用した「ダイヤモンドトラス」
という構造
形式を開発し、体育館や展示場のような広い空間を

まざまな巨大プロジェクトに挑んできた。今年 5 月
に開業予定の東京スカイツリーにも、巴コーポレー
ションの技術は生かされている。

必要とする構造物の大屋根の設計・鉄骨部材製作・

ダイヤモンドトラスで躍進
巴コーポレーションは、大正６
年、送電用鉄塔を国産化する鉄工
所として事業を開始した。昭和
７年には創業者の野澤一郎氏が
立体構造建築「ダイヤモンドトラ
ス」を開発、建築の分野にも進出
することになる。
鉄塔は一般にアングル材と呼

▲伊豆ベロドローム

ばれるＬ字型鉄骨部材を組み合
わせて作られている。そのアング

るように梁を架けることによっ

トラス」はより大型の構造物への

ル材で構成される骨組を鉄塔の

て、面内剛性を高め、無柱空間構

適用が可能となるように鋼管や

ように上に伸ばすのではなく、横

造物の構築を可能としており、地

Ｈ型鋼を利用したタイプも開発

に伸ばす形で建築物に応用した

震に対して強靭、粘り強いことを

されており、札幌、新潟、長浜、

のが、
「ダイヤモンドトラス」とい

特長としている。

四日市、山口、岡山など各地の大

う構造形式である。斜めに交差す

戦後、
「ダイヤモンドトラス」を

型ドーム屋根に適用されている。

利用して、体育館を簡単に建設で

更には、昭和 55年に複雑な形状

きるかまぼこ型のプレハブジム

の大屋根を構築できる鋼管部材、

（PG）を開発・販売した。販売数

ボールジョイントで構成される

は、全国で 3,000 棟以上に達し、 『システムトラス』を開発し、三次

深沢

6

隆氏

これによって巴コーポレーショ

元の自由曲面を持つ構造物も自

ンは飛躍的な発展を遂げる。

由に製作できるようになった。東

現在、創業以来の鉄塔建設事業

京ビッグサイト、夢の島熱帯植物

を地道に続けており、東京電力管

園、辰巳プール、名古屋プラネタ

内の鉄塔５万基のうち、約半分を

リウムなど各種施設の屋根に適

を手掛ける一方、「ダイヤモンド

用されている。

更には、研究開発にも注力して

技術の巴コーポレーション

おり、「新しい構造形式を開発す

巴コーポレーションは、特殊鉄

ように、材料開発を製鉄会社と一

骨骨組を構築する技術をツール

緒に行った実績もあります。」と

に、それを必要とするゼネコンに

深沢副社長は語る。

協力する形で、様々な巨大プロ
ジェクトに参画している。

る際に、送電鉄塔用の高強度材の

研究部門には 10 名を超えるス
タッフが在籍し、常に最先端技術

「弊社は、弊社の技術を評価し

の開発に努めている。修士号や博

ていただけるゼネコンなら、どこ

士号の取得も推奨し、グループ社

でもウエルカム、フリーハンドを

員数約 450 名の企業にもかかわ

基本スタンスに技術協力をさせ

らず、15名を超える博士号取得者

て頂いております。他のファブリ

がいるというから驚かざるを得

ケーターは設計されたものをた

ない。

だ製作するだけですが、弊社は自

この事業展開の流れの延長線

社技術を採用頂き、それを具現化

上で、鋼橋をはじめとする土木鉄

する、場合によっては設計の段階

構の分野、更には総合建設業へも

から技術協力をさせていただく

進出しており、現在、中央区の明

こともあるなどエンジニアリン

石小学校の建設を手掛けている。

グの役割を担っている部分もあ
り、他社とは業務形態が自ずと大
きく異なります。その結果、特殊
な仕事は巴コーポレーションへ、

▲東京スカイツリー

鋼材が板材として使われるが、ス

スカイツリーに技術を活かす
昨今世間の注目を集める東京

カイツリーでは更に強度の高い
780キロニュートン級鋼材を鋼管
材として使っているのだ。また、

技術の巴コーポレーションとい

スカイツリーにも、巴コーポレー

最下部の鋼管には、直径 2.3 メー

う評価をいただいております。」

ションの技術が使われている。

トル、板厚 100ミリの特殊板巻材

と、深沢副社長は技術力の高さを

「送電用鉄塔の分野で培った鋼管

アピールする。
また、一般的にエンジニアリン
グを標榜する企業は、管理、設計

が使われている。

接合部の局部変形を考慮した疲

「鋼管同士の溶接は、難易度が

労設計、溶接ディテールなどの協

高く、更には鋼材の強度等級があ

力もさせていただきました」。

がると、溶接割れ対策として、予

を主に行い、製作、施工は外注す

東京スカイツリーは鋼管部材

め溶接部をある温度以上にして

るケースが多いが、巴コーポレー

同士を直接溶接接合する方法で

おく必要があるなど、溶接方法も

ションの強みは設計から製作、施

構築されている。一般の超高層

自ずと変わってきます。」

工までを自社で一貫して行って

ビルを建てる場合には最高強度

東京スカイツリーの受注ゼネ

いることである。

材として 580 キロニュートン級

コンは大手の大林組。その協力会
社として、鉄骨の重量換算で約３
分の１を巴コーポレーションが
製作しているとのことだ。
「スカイツリーは１社では製作
できない規模であり、本体部は 3
本の脚ごとに縦に分割し、3 社幹
事体制で製作しました。弊社もそ
の 1 つの工区の幹事を担当するの
と併せ、高さ 350メートルの第１
展望、450 メートルの第２展望、
電波を発信するゲイン塔を製作
させていただきました」。
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来賓からは代表
して矢田美英中央
区長と当中央区工

東印工組

京橋支部・日本橋支部

業団体連合会の水
野会長が祝辞を述
べられ、区内基幹

京橋支部・日本橋支部合同新年会開催

産業である印刷業

平成 24年度新年会
160人が参加して華やかに
新年会を行いました

にますますの発展

▲矢田中央区長

を期し、今秋に開
催する
「へそ展」へ
の協力を呼びかけ
て頂いた。関連業
界からは富士フイ
ルムグラフィックシ

京橋支部と日本橋支部は去る1月

や勉強会などを通じ、皆が自身で考

ステムズ㈱の吉田

31日午後 6 時から、新橋の第一ホテ

え変化していけるヒントを提供してい

整社長が、ともに

ル東京で7年ぶりに合同による新年会

く」
と支部の方向性を話されました。

協力し合い苦境を乗り切ろう、と激

を開催し、支部員、行政関係者、関

続いて長谷川日

連企業ほか約160人が参加し、盛大

本 橋 支部長より、

に新年会を開催しました。

来 年、 両 支 部 が

白橋京橋副支部長の司会・進行の

90 周年 を 迎 える

もと、森山京橋副支部長の開会の辞

ことに触れ、
「90

に始まり、年頭挨拶として小宮山京

年 の 間 には 世 界

橋 支 部 長より、正

大 恐 慌、 世 界 大

▲長谷川日本橋支部長

月に読んだというス

戦、オイルショッ

▲水野工団連会長

製本組合

京橋支部

○支部活動報告
★ 9月 16日

ティーブ・ジョブズ

ク、バブル崩壊といったように様々な

の書籍から “Think

試練があったが、先人たちが知恵を

創生し製本業の発展を図ろう」を

different” のフレー

しぼり苦境を乗り越えてきたおかげ

スローガンに、品川プリンスホテ

ズを引用し考え方

でわれわれの会社は今も生き残って

ルにおいて全国大会が開催されま

を転換する必要性

いる。われわれの支部にはこの “知恵

した。400 人規模の大会となり、

袋” がある」と述べた。そして、支部

支部からは 23 名が参加しました。

な分野の顧客と接点を持つ印刷会社

活動へ参加すれば仲間ができ、仲間

シンポジウムでは「デジタルネッ

の強みを、これからは違った視点で

が増えれば知恵が生まれ、苦境を乗

トワーク社会における紙媒体と製

見つめ考えて、活用していかなくては

り越える力になるとして、支部事業へ

本加工の存在価値」をテーマにパ

ならない。今年の支部活動はセミナー

のさらなる協力を訴えました。

ネルディスカッションが行われ、

を強調、
「多種多様

▲小宮山京橋支部長

「Web の活用により新たな需要を

これを機に製本加工のことなら何
でも分かるポータルサイト「製本
のひきだし」がオープンしました。
http://sei-hon.jphe へ 是 非 ア ク セ
スください。
大会後の親睦会ではオペラ歌手に
よる歌曲を聞きながら全国の製本
業者と親睦を深めました。
★ 10月 21日
隣接の 5 支部による研修会が京橋
支部主催により箱崎のロイヤル
パークホテルにて開催されまし
た。地域が隣接する支部は運営や
▲青年部による福引
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仕事面でも抱える問題点に共通す

励の言葉を頂きました。
この後、祝賀会に移り、田畠一彌
名誉顧問の発声により乾杯して開宴。
祝宴では和やかな雰囲気の中、歓談
に花が咲き、両支部青年部の進行に
よる福引などを楽しんだ。宴たけな
わのころ、中條日本橋支部相談役の

日本橋産業協会

新年宴会と第 10回「華陽会」
を
同時に開催致しました
した。

音頭により三本で締め、小西日本橋

正五九会「成田山」詣で今年の行

副支部長の閉会の辞をもってお開き

事が始まりました。雨模様の寒い一

続いて新年宴会が始まり、魚久さ

となった。

日でしたが新鮮な気持ちで、昨年の

んの美味しいお料理・お酒・サービ

工団連の中でも、印刷関連産業は

様な大震災も無く平和で安全繁栄を

スを堪能して賑やかに参加者全員に

非常に大きなウエイトをもっており、

願い心を込めて祈願して参りまし

喜んでいただきました。本年の中小

東印工組の京橋・日本橋支部の両支

た。

企業工業関係者表彰に 300有余年の

部が今後も連携し、支部員各社が繁

28 日に新年宴会・第 10 回「華陽

歴史あるブラシの老舗・株式会社江

栄し、業界発展に努力することが工

会」を同時に開催致しました。矢田

戸家の濱田社長、営業部長の戸田

団連の益々の発展に寄与していくこ

区長様を始めご来賓の方々をお迎え

寛さんを推薦いたしました。今年の

とに繋がることだと感じました。

して行われ、深谷隆司先生の熱のこ

目標として日本橋産業協会の発展、

もった講演で政局の解説から始まり

会員の親睦を一層深め、若い方達に

消費税・年金問題と私たちの身近な

も魅力ある会にすべく町会行事やさ

課題をユウモア交じりに爽やかに新

まざまな会合に参加して会員増強を

年に相応しい講演をしていただきま

図って参ります。

るものが多く、意義ある情報交換
が出来ました。
★ 1月 12日
目白の椿山荘において東京都製本
工業組合主催による「新春の集い」
開催され、支部からは 23 名が出

NPO法人 地域の防災と町づくりを研究する会

中央区耐震促進協議会を設立しました

席しました。
東京に大地震が発生した際に建物

★ 1月 27日

❷住宅等の建築物の耐震性総点検

銀座サンミ高松において支部の新

被害を防ぐためには、どのように建

区内全ての住宅等の建築物に対し専

年研修会が行われました。

物の耐震化をすればよいのかという

門家の目で外観目視による耐震性の

皆様の疑問にお答えし、耐震化を促

点検を行い、危険な建物を発見した

進していただくために、一般社団法

場合には助言を行います。調査員は

人東京都建築士事務所協会中央支部

協議会のメンバーですので、お気軽

･ 社団法人東京中小建築業協会中央

にご相談ください。（調査員は腕章

銀座ブロッサムにおいて支部総会

支部 ･NPO法人 地域の防災と町づく

を着用します。）23年度は築地 1〜 7

が開催されます。

りを研究する会と中央区で耐震促進

丁目の建築物を点検いたしました。

協議会を設立しました。

❸耐震化相談窓口を開設

昭和 28 年以来、先輩方から綿々

■耐震促進協議会の活動内容

平成 24 年 4 月より、原則として毎

と引き継がれてきました支部旗が

❶耐震化に関するセミナーを開催

週土曜日に専門家による耐震化相談

使用に耐えられなくなり新調する

2月 25日（土）に中央区役所 8階大会

窓口を開設いたします。

ことになりました。鉄砲州神社に

議室において、東京大学助教（都市

て入魂式が行われます。

防災）の廣井 悠氏を講師に迎え「東

※耐震化を支援する助成制度もございま
すので下記までお問合せください。

○今後の日程
★ 5月 24日

★ 6月 9日

日本大震災とこれからの防災まちづ

★耐震促進協議会 お問合せ先

支部懇親旅行が鬼怒川温泉にて行

くり」セミナーを開催し、講演のほ

中央区都市整備部建築課構造係

われます。当日はゴルフとハイキ

か耐震改修方法・事例紹介、個別相

電話：03-3546-5459・5460

ングが企画されています。

談会も行いました。セミナーは年 2

FAX：03-3546-9551

回を予定しております。

e-mail：kentiku_03@city.chuo.lg.jp

★ 7月 7〜 8日

（山本雅夫

記）
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ハイテクセンター

ランチセミナー
平成 23 年度のハイテクセンター・ランチセミナーは各回とも好評のうちに終了し、新年度は 5 月 23 日（水）
よりはじまります。講義のテーマや講師については下記のとおり予定されています。
平成24年度：1〜9回ランチセミナー開催予定
回数

開 催 日

講

★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

師

山本 多喜司先生

テーマ／タイトル

第①回

平成 24年 5月23日
（水）

こころの健康学 －ストレスと上手につきあう方法－

第②回

６月27日
（水）

樋口 広芳先生

カラスと人間生活 －よりよい関係性を求めて－

第③回

７月25日
（水）

澄谷 晃先生

ネットで変化する社会 －フラット化と繋がりの再発見－

第④回

９月26日
（水）

小野 佳代先生

斑鳩・法隆寺の仏たち －飛鳥仏の魅力に迫る－

第⑤回

10月24日
（水）

桐山 勝先生

江戸しぐさ

第⑥回

11月28日
（水）

岡田 友輔先生

2012年プロ野球で価値のある選手は誰だったのか？ －選手価値の測り方－

第⑦回

12月 5日
（水）

瀧口 雅仁先生

落語とコミュニケーション

第⑧回

平成 25年１月23日
（水）

今尾 恵介先生

地図に見る鉄道

第⑨回

2月27日
（水）

皆川 美恵子先生

雛の経済 －江戸時代、娘のために投じたお金－

★日程・講師・セミナー内容等変更になることもございます。あらかじめご了承ください。
★ 3 月はハイテクセンターが工事のため休講になります。従いまして平成 24 年度は年 9 回の開催となります。

第5回

池波正太郎と江戸

2011年10月26日
（水）
12：00〜
講師

鶴松 房治 氏

（池波正太郎記念文庫指導員）

池波正太郎は大正12年浅草生
まれ。10 代から当時もっとも華や
かな都会だっ
た兜町に暮ら
し、仕事の後
は芝居や映
画、歌舞伎に
通う生活。な
かでも新国劇

第6回

ら人気作家になるまでの軌跡を追
いながら、兜町をはじめとする、
土地と作品との関わりを解説して
いった。

浮世絵の鑑賞 — 永井荷風の『江戸芸術論』に沿って —

2011年11月16日
（水）
12：00〜
講師

岡戸 敏幸 氏

（早稲田大学講師）

永井荷風は若い頃に留学し、西
洋文化を身につけた文学者であ
る。日本に戻ってからは失われた
江戸文化へ回帰し、
『江戸芸術論』
を書いている。
この日のセミナーは
「荷風の目と言葉を借りて、江戸の
浮世絵を楽しんでみよう」をテーマ
に始まった。
『江戸芸術論』で取り上げられて
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には通いつめ、やがて新国劇の劇
作家を経て小説家となった。若い
頃は戦国・幕末物も書いていたが、
後半は、
「鬼平犯科帳」
「剣客商売」
など、江戸の話ばかりを書いてい
る。
変貌していく東京に寂しさを感
じていた池波は、思い出深い昔の
下町の姿を、江戸の文化が最も爛
熟した時代に託していたのではな
いか。
セミナーでは池波の私的アシス
タントとしてその作家人生に寄り
添った講師が、池波の生い立ちか

いる浮世絵
の 中 か ら、
鈴 木 春 信、
歌川国芳の
作品をスラ
イドで鑑賞。描かれた女性の独特
な姿、明るく描かれた夜景などに、
写実から遠ざかることで生まれる
芸術性を見ていった。その後、講
師の持参した本物の浮世絵を鑑
賞。荷風は、日本の家屋の光は西
洋と異なる独特な陰影があり、そ
こに適応する美術も違ってくると

言う。手元で光を加減しながら見
たり、また雲母の粉を使った
「雲母
摺り」
、版木の木目やバレンの跡な
ど、図版ではわからない部分を確
かめたりして、本物の浮世絵を堪
能することができた。

第7回

「経絡動功」
健康法

る。この日のセミナーは、講師と
「導引養生功」の出会いの話から
岩田 英義 氏
始まった。40代の頃、膝に水がた
（養生文化協会 代表）
まり動けなくなったが、
太極拳で改
善。そこで自分の体の使い方に興
「経絡動功」とは、自分で身体
味を持ち、
「導引養生功」を知って
を動かすことで経路とツボを刺激
のめりこんでいったという。お話の
する、健康気
功法の一種。 あと、参加者は講師の指導にあわ
せて手、首、肩などをゆっくりと動
中国で公式に
かし、経絡
（気の流れる道）のつか
認可されてい
えが取れていくことを体験。最後
る健 康法
「導
に講師は、次の3つの標語をおみ
引養生功」を
やげに置いていく、
と言って講義を
中心としてい
2011年12月7日
（水）
12：00〜
講師

第8回

地域再活性化のヒント — 地域課題と地域資源は車の両輪 —

2012年1月25日
（水）
12：00〜
講師

柳田 公市 氏

（経済産業省地域中小企業アドバイザー）

地域課題
をビジネスの
手法で解決す
るためのヒン
トは、地域資
源にある。
日本道 路
原標の日本橋の上を覆う高速道
路にはアジアハイウエイの基点

第9回

しめくくった。
・長息は長生
・背骨を伸ばすと寿命が延びる
・唾液は宝物、長生の源

「AH1」標識もある。流行の発信
基地であった銀座には、ファスト
ファッション店が進出し、海外高
級ブランドは線路の皇居側に進出
している。室町、日本橋地区の再
開発は、重厚だった景観が壊され
ているが、京橋から新橋の銀座八
丁では、今の面影を引き継いで欲
しい。東京スカイツリーへの来訪
客を、水上バスで浜離宮から中央
区に回遊させたり、区内に点在す
る地方観光交流館の活用も検討
に値する。

講師は、こういったいくつかの
「中央区の地域資源」の例をあげ
ながら、地域資源を活用するため
のヒントを次々と提案していった。

スペシャルティコーヒー —1杯のコーヒーから世界を見る —

2012年2月22日
（水）
12：00〜
講師

堀口 俊英 氏

（株式会社珈琲工房 HORIGUCHI 代表取締役）

講師の堀口氏は、1990 年に喫
茶店を開業。喫茶店が年に3000
か ら5000店
もつぶれてい
た 時 代 だっ
た。 そ の 中
で生き残るた
め
「 世界最高
の香味を目指

す」
ことを考えた堀口氏は、トレサ
ビリティ
（生産履歴）
の明確な生豆
を求めた。しかし、
直接買い付ける
にはコンテナ単位の量が必要。自
分の店だけでは無理なので、全国
で自家焙煎コーヒー店の開業を支
援し、
数をまとめていった。また生
産国を回って豆を探し、リスク覚悟
で小農園と直接契約を結んで、農
園とのパートナーシップを作りあ
げた。今はコーヒー豆が高騰し、
世
界的な豆の争奪戦の中だが
「最終
的には人と人とのつながりで取引

が成立している」のだという。セミ
ナー終了後の質疑応答では、コー
ヒーの保存方法や淹れ方のコツな
ども教えてもらうことができた。
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中央区 工団連／区商連の
ホームページ（大江戸商工サイト）を
ぜひご活用ください。
会報の最近号も見られます！

www.chuo-shokogyo.jp
工団連／区商連ホームページ（大江戸商工サイト）へは
中央区観光協会 HPトップページのバナーからも行けます

