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「佃島渡船写真」
Ⓒ中央区立郷土天文館
「タイムドーム明石」
佃の渡しは正保2年（1645
年）から昭和39年（1964年）
に佃大橋が完成されるまで利
用されてきた

「カモメ舞う隅田川」
（井上佳計さん撮影）
平成23年度中央区観光写真
推薦作品
中央区観光協会会長賞
（勝鬨橋・平成23年1月）

現在、勝鬨橋から望む佃大橋方面は高層ビルが建ち並んでいますが（写真下）、佃大橋完成前は船で川を渡っていました（写真上）。

この50年で、中央区の「川」も時の流れとともにその姿を変えました。



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　森山 照明　☎ 03-3552-1855
会員数：124

“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　小西 義雄　☎ 03-5542-2121
会員数：38

“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：59

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：4

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
月島金属工業会
代表　竹林 聡明　☎ 03-3641-6026
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：34

“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　☎ 03-3552-6521
会員数：28

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

　中央区工業団体連合会の平成24年度の定

期総会は、6月5日（火）午後5時より、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。

　長谷川副会長の司会で開会、水野会長の挨

拶のあと会長を議長に選出、平成23年度の事

業経過報告（森山副会長）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。

　さらに、新たな役員の選出と異動が承認さ

れ、事業計画（案）（森山副会長）と予算（案）（永

井会計）、事務局の移転に伴う会則の一部改正

も満場一致で承認されました。

　また、矢田区長を始め多数の来賓の祝辞を

いただき、総会は滞りなく終了しました。

　その後、懇親会が開かれ小宮山副会長の司

会の下、和気あいあいとした雰囲気の中、貴重

な時間を持てたことをご報告申し上げます。

平成24年度定期総会が
滞りなく終了しました

総会で挨拶をする水野会長

和やかに行なわれた懇親会
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中央区工業団体連合会事務局
移転のお知らせ

工団連事務局は、平成 24年 5月
1日付けで中央区役所内から下
記へ移転いたしました。
事務局へご用の際はお間違えの
ないよう、ご注意ください。

＊＊＊
〒104-0061
中央区銀座1-25-3
京橋プラザ３階
TEL. 03-6228 -7906
FAX. 03-6228 -7908

■定期総会
　　平成 24年 6月 5日（火）銀座ブロッサム　マーガレット
　　　議題　平成 23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
　　　　　　役員改選について
　　　　　　平成 24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 24年 5月 18日（金）
　　　議題　平成 24年度定期総会について　他

●企画委員会
　　第１回　平成 24年 8月 28日（火）
　　　議題　平成 24年度中小企業工業関係者表彰について
　　　　　　ランチセミナーについて
　　　　　　宿泊研修について　
　　　　　　その他

●広報委員会
　　第１回　平成 24年 6月 27日（水）ハイテクセンター　第 2会議室
　　　　　　工団連会報（第 31号）の企画・編集

●工団連創立50周年記念事業実行委員会
　　第１回　平成 24年 3月 23日（金）
　　　議題　委員長・副委員長選出
　　　　　　中央区工業団体連合会創立 50周年記念事業について
　　第２回　平成 24年 4月 24日（火）
　　　議題　委託業者の選定について
　　第３回　平成 24年 6月 11日（月）
　　　議題　式典について
　　　　　　申し込み方法について
　　　　　　ポスター・チラシについて
　　第４回　平成 24年 8月 1日（水）
　　　議題　講演内容について
　　　　　　ポスター・チラシのデザインについて

●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１回　平成 24年 4月 26日（木）
　　　　　　キャッシュがたりない！
　　　　　　「いざというとき押さえておきたい！融資の重要ポイント」
　　　　　　　　講師　中央区経営相談員　　山川美穂子
　　第２回　平成 24年 5月 21日（月）
　　　　　　顧客満足につなげる「クレーム対応の勘所」
　　　　　　　　講師　株式会社　インソース　　平泉由美
　　第３回　平成 24年 6月 25日（月）
　　　　　　事例に学ぶ海外展開　成功の方程式
　　　　　　「アジア展開で活路を見出すために」
　　　　　　　　講師　中小企業診断士・株式会社ＩＡＣ
　　　　　　　　　　　代表取締役　　秋島一雄
　　第４回　平成 24年 7月 23日（月）
　　　　　　中小企業にこそ「ブランディング」が求められています
　　　　　　「中小企業のブランド価値の見つけ方、育て方」
　　　　　　　　講師　株式会社　クエストリー
　　　　　　　　　　　代表取締役　　櫻田弘文
　　第５回　平成 24年 9月 18日（火）
　　　　　　「今から準備する事業承継のポイント」
　　　　　　　～永続的に成長し続ける企業を目指して～
　　　　　　　　講師　中小企業診断士・事業承継センター株式会社
　　　　　　　　　　　代表取締役ＣＥＯ　内藤　博

●事　業
事業主・従業員宿泊研修会

　　　実施日／平成 24年 6月 22日（金）～ 23日（土）
　　　場　所／水上温泉「水上館」群馬県利根郡水上町小日向　参加者／ 59名
　　　施設見学／大塚製薬高崎工場　他 ▲新しい事務局入口

工 団 連 の 動 き平成24年4月〜平成24年9月
＊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

▲平成24年度定期総会

▲定期総会後に開催された懇親会
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▲第17 回へそ展告知用チラシ

「伝統をあしたに架ける中央区。」
をテーマに

第17回へそ展が開催されます！

　中央区産業文化展「第17回へそ展」が、来たる11月4日から11月6日の3日間にわたり開催
されます。今年のテーマは「伝統をあしたに架ける中央区。」です。それぞれの産業団体や事業所
がテーマに沿った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、お役立ち講座やビジネスイベント、パフォーマン
スをはじめ家族向けのお楽しみイベントなども盛りだくさんに催されます。
　オープニングは11月4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。なお同日午前9時よりオープニングセレモニーが開催されます。
　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昭和55年以降1年おきに開催されている文化展です。
　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。

※会場写真は、2010 年開催の第16 回へそ展の様子
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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

●会場までのアクセス 中央区まるごとミュージアム
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。

11月 4日（日）のみ同時開催
中央区まるごとミュージアム2012
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/

■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・晴海三丁目下車徒歩1分
■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）

第17回中央区産業文化展（へそ展）
2012年11月4日（日）5日（月）6日（火）
4日：午前10時〜午後5時／5日：午前10時〜午後7時／6日：午前10時〜午後6時

※4日（日）は午前 9時よりオープニングセレモニーが開催されます

11/4（日）は中央区
コミュニティバス「江
戸バス」が無料体験
できます。
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工団連50周年記念事業が
11月に華やかに催されます
中央区工業団体連合会は、おかげさまで本年創立50周年を迎え、
11月17日（土）、銀座ブロッサムにて記念の式典を催します。

　本会は、1962年（昭和37年）に、中央区内の各
工業団体が連合し団体相互の緊密なる連絡と親
睦を深め、企業経営の健全なる発展をはかるこ
とにより区内の工業振興に寄与することを目的
として結成されました。
　毎年、会員相互の連携強化と中央区工業の振
興および地域社会の発展に向けて50年わたり活
動していまいりました。
　企業活動支援として、事業主・従業員対象の
宿泊研修、経営セミナーやランチセミナー・講
演会などの実施、産業文化展の開催（へそ展）な
ど 多彩な事業を実施してきました。

　11月の記念式典で新たなスタートに立ち、さ
らに社会と地域に貢献したいと考えています。

「記念式典」
◆日時：11月17日（土）　13：30 ～ 16：15

◆会場：銀座ブロッサム・ホール

◆記念講演：
「モリタク流わくわくライフバランス～

仕事と生活のススメ～」
　講師 /経済アナリスト　森永卓郎氏

◆記念コンサート：
　シンガーソングライター　イルカ

▲ 50 周年記念式典告知のチラシ

▲ 50 周年記念誌

◀40 周年記念誌

40周年の折に発行され
た記念誌にならい、本
会の10年間をまとめた
50周年の活動報告の
冊子も発行いたします。
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室町時代1349年創業の老舗企業
　塩瀬総本家は室町時代に起源をもつ老舗の和菓子屋
さん。貞和５年（1349年）、宋で修行した 龍

りゅう

山
さんとくけん

徳見禅師
が帰国する際、俗弟子だった中国人・林

り

淨
じょう

因
いん

がそれに
付き従って来日し、奈良に居を構えて饅頭を売り出した
のが始まりだ。
　中国の饅頭は点心の一種でお菓子ではないが、林淨因
は小豆に甘

あまずらせん

葛煎（砂糖が普及する前の甘味料）の甘味と
塩味を加えて小豆あんを作り、それで饅頭を作った。和
菓子で一般的に使われている小豆あんを考案したのは、
塩瀬総本家の先祖である林淨因だったのだ。当時、禅宗
の寺院ではお茶会が催されるようになり、饅頭は茶菓子

（茶
ちゃのこ

子）として好評を得た。
　饅頭屋は林淨因の子孫によって受
け継がれ、奈良と京都で営業を続け
ていた。応仁の乱で京都は焼け野原
になり、京都の林家は親戚である豪
族・塩瀬家を頼って三河国塩瀬村に
逃れ、再び京都に戻ってからは塩瀬
を名乗ることになる。塩瀬の饅頭は皇
室、公家、将軍からも高い評価を受
け、銀閣寺を造った室町幕府第８代
将軍・足利義政から直筆の看板をいただくまでになった。
　長篠の合戦の折、現在でもその味が受け継がれている

「本饅頭」を献上したことから徳川家康との関係が始ま
り、家康に従って江戸にも饅頭屋を開くこととなった。
塩瀬はしばらく京都と江戸・日本橋で営業を続けていた
が、寛政10年（1798年）に京都塩瀬が廃業し、東京の塩
瀬だけが残る形となった。

時代の変化に合わせデパートに出店
　明治時代に入ると、塩瀬総本家は日本橋から丸の内に
移り、宮内省や宮家、陸軍、高級料亭、一流ホテルなど
を上得意として商売を行っていた。店舗販売は一切行わ
ず、注文を受けてから製造する形だ。戦後、上得意から
の注文はほとんどなくなり、塩瀬総本家は経営危機に直
面した。その危機を救ったのが、急速にその数を増やし

てきた結婚式場からの注文だった。
　昭和55年には、現会長の川島英子氏が社長に就任。昭
和58年からは、それまで先代である父親が断り続けて
きたデパートへの出店を開始した。「まだブライダルの
注文が多かったので、社員に猛反対されました。でも、
結婚式ばかり追いかけていたら、いずれ需要が減って倒
産してしまいます。一般の方に塩瀬の素晴らしいお菓子
を知ってもらいたいと思って出店しました」と、川島会
長はその当時を振り返る。ただし、合成保存料などの添
加物は一切使っていないので、販売エリアは都内に限定
しているという。
　その後の不況でブライダル需要が落ち込む中、デパー
トへの出店が功を奏し、塩瀬総本家は売り上げを伸ばし
ていく。平成８年には明石町に自社ビルを建て、自社店
舗での販売も開始、インターネット通販でも実績を挙げ
ている。

材料の質を落とさず伝統の味を守る
　塩瀬総本家は、和菓子の神様と呼ばれた川島会長の父
親の言葉「材料を落とすな、割守れ」を頑なに守り続けて
いる。小豆は北海道音

おとふけ

更 町
ちょう

から良質のものを直送して
もらい、饅頭の皮には小麦粉を一切使わず、国産の大和
芋に米粉を加える伝統の製法を守っている。
　年商15億円という企業に成長しているが、機械化を
図っているのは最も数が出る「塩瀬饅頭」のあんを皮で
包む工程だけ。手作りへのこだわりが美味しさの秘訣と
言っても過言ではないだろう。一方、お茶会などで使わ
れる上生菓子のように、手作りでなければ作れないもの
も少なくない。それを支えているのが、一人前になるの
に20年以上かかると言われる職人の技だ。
　「饅頭の皮やあんは、職人の手でなければ美味しく仕
上がらないのです。良いものをきちんと作っていれば、
お客様は離れません。だから600年以上も続いているの
ではないかと思います」と川島会長は語り、今後も材料
の質と職人の技にこだわった本物の和菓子を提供して
いく考えだ。

シリーズ第3回

合資会社塩瀬総本家
中央区明石町７-14 塩瀬本社ビル
電話 03-3541-0776　FAX03-3541-8180
URL　http://www.shiose.co.jp/

和菓子の最高級ブランド 塩瀬総本家

良質の材料と職人技にこだわる
▲川島英子会長。1階の店舗には数々の銘菓が並ぶ

▲８代将軍足利義政
直筆の看板（複製）
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中央区内の小学校・中学校に
6,800本のエコうちわを贈呈

第1回セミナー
「印刷屋と呼ばれない為には…」を開催

東印工組 京橋支部・日本橋支部

東印工組 日本橋支部

　東京都印刷工業組合の京橋支部と
日本橋支部は、今年の節電対策を支
援する目的で、中央区内の小中学校
や宇佐見学園の 26 箇所に 6,800 本
のうちわを贈呈いたしました。
　ちょうど暑さ真っ盛りの 7 月 13
日、日本橋支部より小西支部長、京
橋支部より森山支部長と他 2 名が
うちわを携え、久松小学校と明石小
学校を訪ねました。
　両校とも校長室で校長先生の出迎

　東印工組・日本橋支部は去る 9
月 3 日、銀座のリコージャパン株
式会社のプリンティングイノベー
ションセンターに於いて、京橋支部、
東京グラフィックサービスさんから
の参加もあり 20 名にて第 1 回のセ
ミナーを催しました。

★ 5月 24日
　銀座ブロッサムにおいて総会が開

催されました。橋本支部長が再任
され2期目がスタートし、新三役
が下記のように決まりました。

　組合員8月現在59社
　支部長　　橋本勝政
　副支部長　長山浩一
　副支部長　佐立哲彦
　幹事長　　宇佐美佐一

えを受け、生徒代表の子供たちに今
回の趣旨とうちわの手渡しをし、生
徒さんたちからはお礼のご挨拶をい
ただきました。
　伺ったメンバーの中にも中央区の
小学校出身者もおり、校長先生との
歓談も盛り上がりました。
東印工組の両支部は今後も地元中央
区との関係を大切にしながら、地域
に貢献できる活動を続けていこうと
いう思いです。

　講師に brain.design の佐々木雅志

製本組合 京橋支部

○支部活動報告

氏を迎え、「印刷屋と呼ばれない為
には…」というタイトルで新しい時
代の印刷業の方向性を探りました。
　佐々木氏からは「顧客の深堀」「顧
客価値」「業態改革」などの問題提
起を、具体的な事例を紹介しながら
お話いただきました。
　その後は、参加メンバー同士が自

隅田川クルーズとレストランで納涼会を開催

　去る、8 月 23 日に日本橋支部で
は、納涼会を実施致しました。組合
員 32 名が参加して、普段とは違う
日本橋を再発見しました。皆さん、
日本橋のたもとに乗船場があるのを
ご存知ですか？日本橋を川底から眺
めて出発、隅田川へ出て話題のスカ

イツリーを眺
めるベストポ
ジションへ移
動します。普
段は道路から
しか眺められ
ないビル群を
川側から眺め
な が ら の ク
ルーズです。

見慣れたビルの意外なビル裏を眺め
ながら、そして普段、なにげなく渡っ
ている橋の下側を抜けていきます。
そして、スカイツリーを望むベスト
ポジションに到着。最高のポジショ
ンでした。1 時間という短いクルー

◀明石小学校での
校長先生と生徒
さんたちとの記
念撮影

▼贈呈されたうちわ ▲日本橋を川から望む
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★ 6月 9日
　昭和 28 年

以来、先輩
方から綿々
と引き継が
れてきまし
た支部旗が
使用に耐え
られなくなり新調されました。忠
実に再現するために刺繍も昔なが
らの方法にこだわりました。鐵砲
州稲荷神社にて入魂式が行われ、

製本組合 京橋支部
4月28日、「魚久」さんにて
平成23年度総会を開催

日本橋産業協会

　4 月 28 日に「魚久」さんにて平
成 23 年度の総会を全会員・区長さ
んを始め、ご来賓の方々をお迎えし
て開催いたしました。会は式次第に
従い全ての議題決算報告・予算案、
事業経過報告等を全員に承諾いただ
きました。
　今年度の行事予定の説明があり、
特に大きな記念行事である第 17 回
中央区産業文化展「へそ展」および
工団連創立 50 周年記念式典・懇親

会に全員の協力をお願いいたしまし
た。
　日本橋産業協会で隔月に開催して
おります勉強会「華陽会」も 9 月
に 14 回目を迎え、毎回大盛会です。
7 月には「浜町デイキャンプ場」に
てバーベキュー、10 月には若いメ
ンバーの立案による今年度の研修旅
行を那須方面にて行なうという詳し
い説明があり、今までと違う新鮮な
企画で楽しみです。

社の問題点などに沿って、これから
の印刷業のあるべき姿を語り合う場
とし、佐々木氏からもアドバイスを
頂くこともありました。
　今回のセミナーに続き、第 2 回
のセミナーを「日本橋という地の利
を生かした印刷業」という視点で企
画中です。

隅田川クルーズとレストランで納涼会を開催

ズですが、日本橋を別な視線で眺め
る事ができ、大満足です。
　その後、恒例のマンダリンオリエ
ンタル東京のレストランに移動。美
味しい料理と夜景を楽しみながら、
懇親会を行いました。普段は、社長
さんばかりですが、この納涼会は社
員さんもご夫婦でのご参加もありと
いつもとは違う和気会々とした雰囲
気になります。年に一度ですがこの
ような機会がもてるのも組合の良さ
かと思いました。

新たな気持ちで支部運営に携わっ
てゆく決意を誓いました。

★ 7月 7〜 8日
　支部懇親旅行が鬼怒川温泉「山楽」

にて行われました。当日はハイキ
ングが企画され、有志6名が参加。
夜は一堂に会して親睦を深めまし
た。尚ハイキングでは龍王峡の遊
歩道を川治温泉駅まで歩きました
が、山道には山ビルが生息してお
り散々血を吸われました。後半は
土砂降りの雷雨にも遭遇してび

しょ濡れになりましたが、思い出
に残る旅行となりました。

★ 7月 19日
　銀座「ファーストファイブガーデ

ン」にて商業印刷製本部会総会が
開催されました。

★ 7月 26日
　日本橋「たいめいけん」にて役員

親和会の暑気払いが行われ、新旧
の役員が集い来年迎える支部創立
90周年への準備と意気込みを語
りました。

○今後の日程

★ 9月 21日
　隣接の5支部による研修会が神田

支部の主催により開催されます。
当支部からは3役と総務部正副部
長が出席します。

（山本雅夫　記）

▲支部旗新調入魂式

▲新しい支部旗

▲懇親旅行／鬼怒川温泉「山楽」にて

▼隅田川クルーズと
　スカイツリー
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ハイテクセンター

ランチセミナー

こころの健康学 ― ストレスと上手に付き合う方法 ―第1回

講師
山本　多喜司 氏
（広島大学名誉教授）

2012年 5月23日（水）12：00〜

　近年は心の病についての関心
が高まり、いろいろな政策も実施
されている。にも関わらず年間自
殺者は3万人以上が14年も続き、
精神障害の労災保険申請はこの
10年で数十倍になっている。経営
者・従業員を問わず、健康管理へ
の配慮が不可欠な時代なのだ。
　心の病の原因としてよくあげら

れるのは「ス
トレ ス 」だ
が、ストレス
の原因（スト
レッサー）が
あれば誰で
も同じだけス
トレスを感じ

るわけではない。そこ
でストレスとの付き合
い方を知ることが大切
になってくる。それには
まず、自分がどのような
認知（ものの受け取り
方や考え方）のゆがみ
傾向を持っているかを
知ること。過度な一般
化（2回ミスしたので次も必ずミス
する等）、自己関連付け（すべて自
分のせいだ）といった否定的な考
え方を、ポジティブな考え方に変
えることができれば、ストレス＝病
気とはならない。認知の仕方を変
えることでストレスは軽減できるの
である。
　しかし、行動変容は難しい。例
えば運動不足は、慢性疾患と関係
が深いと知りながら、なかなか改
善できない。わかっていても「実

行」するのは難しいものなのだ。
そこで講義では、今のままの生活
スタイルを続けるとどうなるかを
知る・実行可能なことからやる・記
録をつける、といったテクニックや
「腹式呼吸法」「自律訓練法」等
のエクササイズが紹介された。
　ストレスに負けないだけでなく、
それを乗り越えたことを成長の糧
にし、上手に付き合っていくこと
が、ストレス社会に生きる現代人
の智慧と言えるだろう。

　ハイテクセンター・ランチセミナーは、好評の内に今
年で開講9年目を迎え、去る5月23日午前11時50分
から、平成24年度の開講式が行われました。
　続いて第1回セミナーは、講師に広島大学名誉教授の
山本多喜司氏を迎え、「こころの健康学―ストレスと上
手に付き合う方法―」というタイトルで、ストレスの多
い今の時代にどう対応するか、座学と複式呼吸などの
エクササイズを交えながらのお話を伺いました。なお、
24年度第2・3回についても魅力的なテーマと内容で
終了しています。
　また、9月以降は下記のセミナーが予定されています。

回数 開　催　日 講　　師 テーマ／タイトル

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 江戸しぐさに学ぶリーダーシップ　−田沼意次−

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−

★ 3月はハイテクセンターが工事のため休講となりますので、平成 24 年度は年 9回の開催となります。

平成24年度：4〜9回ランチセミナー開催予定 ★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。

第3回ランチセミナー夏の懇親会で冒頭挨拶する水野工団連会長
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ネットで変化する社会 ―フラット化と繋がりの再発見 ―

カラスと人間生活 ― よりよい関係を求めて ―

第3回

第2回

講師
澄谷　晃 氏
（ワイズ・スポーツ（株）取締役）

講師
樋口　広芳 氏
（慶應義塾大学特任教授）

2012年7月25日（水）18：00〜

2012年 6月27日（水）12：00〜

　オリンピック開幕まであと3日、
というこの日のセミナーは、「ロン
ドンと北京では何が違うか？」と
いう問いかけから始まった。多く
の違いがあるが、中でもIOCが「イ
ンターネット五輪」と言うほどの、
ネットとの関わり方が大きい。以前

　 カラスは
私たちの 生
活 に色々な
形で軋轢を
起こす。巣の
近くを通った
ら襲われた、
ごみ置き場
を荒らされた、線路に石を置いた、
といった例にはことかかない。カラ
スは私たちにとって困った存在な
のだろうか。
　1996年、カラスが線路に置き石
をするというトラブルがあいつい
だ。カラスが人にいやがらせをして
いるのかと議論になったが、調査
に行ったところ、カラスの事情がわ

は選手が自分で情報発信すること
はかなり制限されていた。それが
北京では容認され、ロンドンでは
推奨されている。日本選手は2割
がブログを、3割近くがツイッター
を利用している。かつては選手が
インタビューを受け、それが記事
になるのを待ったのが、今我々は、
リアルタイムで選手からの情報を
受信し、共有・拡散していけるので
ある。

　ネットと従来メディア
と違いは何か。ネットで
は誰でも発信でき、ス
ペースなどの制限がな
いため膨大な情報をた
めることができる。消え
ない・探しやすい・比較
が容易、といった性質
がある一方、膨大なだ
けに興味のあるものし

かった。近くの川の鯉に人が餌を
まく→そのパンくずをカラスが拾っ
て線路の敷石の間に隠す→梅雨
時なのでパンが石にくっつく→平ら
な線路の上に石を置いて、へばり
ついたパンを食べる…ということ
だった。この事件は、人がパンくず
をまくのをやめることで解決した。
　東北大学の近くに住むカラス
は、クルミを道路に置き、車に轢
かせて、割れたクルミを食べる。こ
の採食の方法は、あるカラスが自
動車教習所で始め、次第に周辺の
地域に広まっていっ
たそうだ。カラスはい
ろいろなものをとっ
て食べる何でも屋だ
が、手あたりしだい何
でも食べるのではな
く、その季節・その
場所で手に入りやす

か目にはい
らない。
　そこで今、
ネット ユ ー
ザ ー にとっ
て“どの話題
が重要か”の
基 準 が「 新
聞の1面やNHKのトップニュース
に出ている」等から「私の友人が
価値ありと言っている」にシフトし
ている。ツイッターやフェイスブッ
クを通し、常時友人と情報交換を
する中から、情報を選択している
わけだ。情報が、例えば放送局→
私という関係でなく、人とのつな
がりが介在したものに変わってき
ているのだ。ロンドンオリンピック
は、そのような“つながり”を介した
情報のやりとりを、より普及させる
きっかけになることだろう。

く栄養のあるものを食べて生きて
いく。そこで、東京では銀座のゴ
ミを食べ、東北ではクルミを車に
割らせて食べるといった「地域食文
化」が成立するのだろう。いろいろ
なもの食べ、頭がよく、さまざま
な文化をつくるという点は、人とよ
く似ていると言える。
　カラスとの軋轢を防ぐためには、
ゴミの集め方を変えるなど、人間の
ほうも工夫することだ。そのために
も、カラスの性質を科学的に研究
していくことが必要なのである。



ル表記された「POCARI SWEAT」に、見慣れた商
品が新鮮な感じを受けました。
　その後、伊香保「万葉亭」にて上州名物水沢う
どんの昼食に舌鼓を打ち、ハルナグラス工場の
見学をし宿泊の水上温泉へ。

　温泉宿・水上館のゆったりとした雰囲気と、
賑やかな宴席でみなすっかり寛ぎました。
　2日目の午前中はみなかみ町にある「たくみ
の里」へ。のどやかで広大な敷地の中に、陶芸
の家やわら細工の家、木工の家など自慢の匠の
世界を楽しみました。歩いて散策した組は、レ
ンタルの電動自転車で回る参加者を悔しげに眺
めていました（笑）。昼食は沼田の原田農園、付
近の農家などから集められた果物や野菜がとこ
ろ狭しとならび、キノコ狩りの収穫も含め、み
んなの両手もずっしりのお土産でした。
　帰路も順調な旅となり、夕刻には無事区役所
前に到着。大満足の研修旅行となりました。

（株式会社東美　高橋　記）

　平成24年度の中央区工業事業主・従業員宿
泊研修は、6月22日（金）・23日（土）の2日間、
高崎の大塚製薬株式会社・高崎工場の視察旅行
をいたしました。
　参加者は工団連会員を中心に59名、2台の大
型バスで朝8時に銀座ブロッサム前を出発、関
越道の高崎 ICからポカリスエットで知られる
大塚製薬・高崎工場へ。
　ここは、1989年8月に関東唯一の消費者商
品工場として誕生し、榛名山系の良質な水と高
水準な技術が合体した大塚製薬の自慢の工場で
す。清潔な施設と優れ
た品質管理に参加者一
同は興味しんしんの視
察となりました。また、
世界各地の言語でラベ

2012年　宿泊研修
大塚製薬・高崎工場視察と

水上温泉を訪れる 大塚製薬・高崎工場。
シンボルマスコットのくじら
くんが迎えてくれる


