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第五期 歌舞伎座：平成 25年 4月2日、第五期 歌舞伎座と歌舞伎座タワー（オフィス棟）による複合施設「GINZA KABUKIZA」が華々しく開場しました。
写真提供：中央区観光協会
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平成 25年度定期総会が
滞りなく終了しました

中央区工業団体連合会の平成 25 年度の定
期総会は、6月14日（金）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

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

した。
長谷川副会長の司会で開会、水野会長の挨

な時間を持てたことをご報告申し上げます。

拶のあと会長を議長に選出、平成 24 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）
も満場一致で承認されました。

“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：117

“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：34

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：30

“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

会員数：29
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淳 ☎ 03-3552-6521

“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：58

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

牧

会員数：19

虎彦 ☎ 03-5560-6504

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25年4月〜平成25年9月

工 団 連 の 動 き

＊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

■定期総会
平成 25年 6月 14日（金）銀座ブロッサム
議題

マーガレット

平成 24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 25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 25年 5月 20日（月）
議題 平成 25年度定期総会について

他

▲平成25年度定期総会

●企画委員会
第１回
議題

平成 25年 8月 27日（火）
平成 25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 25年 6月 26日（水）
ハイテクセンター
工団連会報（第 33号）
の企画・編集

第 2会議室
▲定期総会後に開催された懇親会

●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 25年 4月 23日（火）
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 中小企業診断士 山川 美穂子氏
第２回

第３回

平成 25年 5月 20日（月）
脱価格競争のヒント
～ドラッカーに学ぶ差別化戦略～
講師 藤屋マネジメント研究所所長／差別化戦略コンサルタント
平成 25年 6月 25日（火）
激動の日本経済
～中小企業経営の舵取りは !? ～

講師 経済評論家 事業再生研究会会長 清水 洋氏
第４回 平成 25年 7月 30日（火）
社員がイキイキ育つ !!
～理想の組織を実現する “人事評価制度”の作り方～
「中小企業のブランド価値の見つけ方、育て方」
講師 日本人事経営研究室株式会社 代表取締役 山元
第５回

●事

平成 25年 9月 30日（月）
東南アジアの最新事情と中小企業のビジネスチャンス
～東南アジア主要国の経済情勢と有望分野～
講師 ジェトロ海外調査部アジア大洋州課長 若松

藤屋

伸二氏

浩二氏

勇氏

業

事業主・従業員宿泊研修
実施日／平成 25年 6月21日
（金）～ 22日
（土）
場 所／焼津温泉「焼津グランドホテル」
静岡県焼津市浜当目大崩海岸通り
参加者数／ 32名
施設見学／日本製紙（株）
板紙事業本部 吉永工場

他

▲事業主・従業員宿泊研修会にて
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シリーズ第 5 回 大成印刷株式会社

印刷会社の方向転換
ニッチ市場の開拓と IT技術との融合
大成印刷株式会社

代表取締役社長

武郎氏

大成印刷株式会社は、メインの取引先だった山一
證券の自主廃業により、業績が大幅に落ち込むとい

殊な印刷物に特化することによって業績を回復して
きた。さらに ARという機能を用いた動画再生機能

う苦い経験を持つ印刷会社。投資信託のディスクロー
ジャー関連印刷物という他の企業が参入しづらい特

付の印刷物や電子書籍など、ITと印刷物の融合によっ
て、新たな印刷需要を生み出す努力を続けている。

ニッチな印刷物に特化して
業績を回復

「山一證券が廃業したといって
も、まだ一部の金融関係の仕事が
ありましたので、それをベースに
受注を拡げていきました。現在は

大成印刷は、昭和 21 年に古畑

一般の印刷会社が参入しにくい

社長の祖父が創業した会社。日本

投信ディスクロージャー関連印

橋茅場町という立地を生かし、証

刷物を主に扱っています。価格競

券業界の仕事を中心に業績を伸

争に巻き込まれない商材に特化

ばしてきた。メインの取引先だっ

してきたわけです。現在では売上

たのは、かつて３大証券会社のひ

げの４割を占めています。」と古

とつ言われた山一證券で、売上げ

畑社長は語る。

の 7 ～ 8割を占めていた。しかし、
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古畑

こういった受注を可能にす

古畑武郎氏

と、それだけで済みます。時代の
流れに沿ってやってきたわけで

バブル崩壊後、山一證券が自主廃

る た め に 力 を 入 れ て い た の が、

す。」ということだ。また、社員の

業したことによって、大成印刷は

ISO9001、ISO14001、ISO27001、

意識向上にも繋がりました。

苦境に立たされる。売上高は４分

FSC、グリーンプリンティング、環

現在、年商は約 3 億円。DTP や

の 1 に減り、社員をリストラしな

境保護印刷など、各種認証の取得

CTP、オンデマンドにも積極的に

ければならない状況に陥った。

だ。
「費用もかかりますし、ルール

取り組み、短納期安定品質のため

「私はまだ入社していませんでし

を作ったり、帳票を作ったりする

の印刷設備を整えている。

たが、そこから苦悩の道が始まり

ことも大変ですが、この５年ぐら

ました。私が入社したときはどん

いでそういったものを取得する

底でした。会社の業績を見てびっ

ことで、業務の改善が出来、また、

くりしました。これだけしか売上

企業の価値を高めています。個人

げがなくて、まだこんなに人がい

情報保護法の関係でＰマークが

大成印刷では全国組織である

るのかと思いました。典型的な待

流行りましたが、当社では情報セ

「一般社団法人マーチング委員

ち受け営業の人たちばかりでし

キュリティマネジメントシステ

会」に参加し、2012年のへそ展を

た。
」
と、古畑社長は当時の状況を

ム（ISO27001）を選択しました。

きっかけに日本橋支部の印刷会

説明する。

そ れ か ら ISO9001、ISO14001、

社 2 社で茅場町マーチング委員会

古畑社長は、大手紡績会社を経

FSC 森林認証などを取得していき

を結成している。
マーチングとは、

て、2000年に大成印刷に入社し、

ました。一時、お客様からセキュ

「まち」
に「ing」
を付けた「地域のま

2013 年 4 月に代表取締役に就任

リティはどうなっているかと聞

ちづくり」
を意味する造語。
その地

した。入社以来営業に立って受注

かれることが多かったですが、今

域ならではのイラストを使ったユ

を拡大してきた。

は ISO27001を取っていると言う

ニークな
「まち起こし」
運動が全国

マーチング委員会の
活動に参加

規模で展開されている。
「我々が選んだ地域の水彩画を商
品のパッケージ、名刺、絵ハガキ、
カレンダーなどに使っていただ
くというのが趣旨です。写真にす
るとリアルすぎますが、水彩画に
することによって親しみが出て
きます。人形町や茅場町で働いて
いる人、住んでいる人しかわから
ない良さを絵にしています。それ

証券会館に飾られて
いる茅場町マーチン
グ委員会のイラスト

を使っていただくことによって、
茅場町、人形町の町興し、知名度

う会社があって、上場企業もかな

などのナビゲーションや３Ｄの

アップに協力したいと考えてい

りあるのに、我々はそこと商売が

再生、ホームページへの誘導もで

ます。
」
。

できていません。だから、もっ

きる。会社案内やポスターなどさ

と地域に密着していかなければ

まざまな印刷物にこの機能を付

現在 17 点のイラストを用意して

ならないという気持ちもあって、

け加えることによって、その用途

いる。今のところ、印刷の仕事に

マーチング委員会の活動に参加

は大きく広がり、印刷物の付加価

つながったという成果はなく、作

したのです。町会や地域のコミュ

成費用をすべて持ち出しの状態。

ニティーに参加していくことに

「今、AR や電子ブックに力を入れ

現在、証券会館のロビーに飾って

よって、顔つなぎをして商売を

ていて、これを売り込みたいと

もらっているが、今後は銀行など

拡げていくことが必要とされて

思っています。それは印刷を否定

のロビーに飾ってもらって PR し

いるのではないかと思っていま

しているわけではなくて、ベース

ていきたい考えだ。

す」と、古畑社長は地域コミュニ

に印刷物があって、ARや電子ブッ

ティーとの関係が重要であるこ

クなどの IT系のアプリケーション

とを強調する。

を使っていくことで、印刷の数量

茅場町マーチング委員会では

▼日本橋
茅場町
百景

IT系の
アプリケーションを活用

値が高まるというわけだ。

は減るかもしれないけれども、新
たな需要を開拓できるのではな
いかと思っています。その方向転
換を図ろうとしています。印刷が

大成印刷が新たに提案してい

きれいに早くできるというのは当

るのは、AR という機能を用いた

たり前になってきて、プラスアル

動画再生機能付の印刷物だ。これ

ファが必要とされてきています。

は、印刷されている写真などにス

それが顧客の売上げ拡大につな

マートフォンやタブレット PC の

がると考えてます」
と、古畑社長は

カメラ機能を起動させ、それをか

印刷物にプラスアルファの機能を

ざすだけで、動画などを再生する

加え、印刷と ITの融合で新たな展

ことができるというもの。無料ア

開をしていきたい考えだ。

プリをダウンロードすることに
日本橋茅場町に印刷設備を有

よって、誰でも簡単に利用でき

する大成印刷は、圧倒的に有利な

る。印刷された写真をマーカーと

立地条件を持っているが、実際に

して利用できるため、QRコードを

はそれを十分に活かしきってい

付加するといった作業が不要に

るとは言えない。

なるというメリットもある。

「ここに印刷機があって、これだ

この機能を使えば、商品カタロ

けの設備があるわけですから、地

グの写真にスマートフォンをか

域の会社と密接になっていると

ざすだけで、商品の紹介ビデオを

思われがちですが、そうでもな

見ることが可能となる。また、ビ

いのです。中央区には何万社とい

デオ動画だけではなく、経路検索

▲ iPhone の場合は App Storeで、Android の場
合は Google Playで、iparを検索し、無料アプリ
をダウンロードし、アプリを起動させてイラスト
にかざすと動画が再生されます。
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シリーズ第 5 回
鰹節の老舗商店

髙津克幸社長 ▶
（コレド室町１
階・にんべん日
本橋本店にて）

株式会社にんべん

基本を守りつつ新しい事業にチャレンジ
元禄時代に伊勢屋伊兵衛が創業

を選別して使っていること。「各地から鰹節を仕入れますが、焼

鰹節の製造・販売を手掛ける株式会社にんべん（髙津克幸

分けしています。脂が多いと酸化しやすかったり、渋い味になっ

社長）は、元禄時代（1699年）に創業した老舗企業。伊勢・四

たりして、変化が大きいのです。だから、初鰹のような比較的

日市出身の初代髙津伊兵衛は、12歳のときに丁稚奉公で江戸

脂の少ないもののほうが鰹節には向いています。品質の良いも

に出てきて、20 歳で鰹節など乾物の商いを始めた。創業の地

のは、生臭みが少なく、上品な味や香りになります。脂が多い

は日本橋四日市土手蔵だが、1704年に小舟町に鰹節問屋を構

ものは、鰹節にしたときに花になりにくいので、つゆの素の出

え、1720年に日本橋瀬戸物町に移った。

汁に使ったり、粉にしたりしています」
とのことだ。

鰹節を中心に商いを行った理由について髙津社長は、
「鰹節
の需要があったからだと思いますね。元々紀伊半島は水産業が
発達していて、鰹節等も多く作られていたようです。そこから、
後に土佐や鹿児島などに技術が伝わったと言われています。鰹

注目を集めた「日本橋だし場
（NIHONBASHI DASHI BAR）」

節は、当初、荒節と言われるようなものでした。鰹節にかび付

にんべんが 300 年以上にわたって事業を継続することがで

けを何度も行う技術ができたのは、江戸末期から明治の初めだ

きた理由について髙津社長は「さまざまな困難を乗り越えるた

と言われています。それを産地と連携した鰹節問屋が江戸に広

めに、いろいろな商品を出してきて、その中からヒットがいくつ

く普及させてきたわけです」
と、にんべんをはじめとする鰹節問

か出ることによって、結果として残ることができたと思っていま

屋がその普及に大きな力を発揮してきたことを強調する。

す。だから、たまたまとも言えるのかもしれませんし、絶えずそ

初代が亡くなったあとは商売が落ち込み、髙津家の資産は 4
分の 1 に減ったという。それを3 代目以降に盛り返していくが、

ういった努力をやってきたということだと思います」
と語る。
鰹節にこだわりながら、新しいことにチャレンジする姿勢は、

嘉永 2年（1830年）、8代目のときには日本で初めて商品券を発

13代の髙津社長も受け継いでいる。「フレッシュパック」や「つ

行し、これによって業績は大幅に伸びていった。鰹節の専門問

ゆの素」などの商品のほか、2000 年からはチルドや冷凍の惣

屋として江戸随一の売上げを誇ったにんべんだが、昭和に入っ

菜の販売も開始している。「家庭で毎日出汁を取る人はどんど

て鰹節以外にも缶詰を扱ったり、喫茶部を設けたり、さまざま

ん減っていると思いますので、より簡便に本物の味を楽しんで

な事業を手掛けてきた。

いただくため、最終商品に近い形でお届けしようと、惣菜を販

「フレッシュパック」
が大ヒット
戦後、化学調味料などの出現によって、鰹節産業は斜陽産業
と言われるようになった。業績が急激に回復したのは、にんべ
んが「フレッシュパック」を開発してからのことだ。「それまでも
機械で削って袋に詰めてお届けするということはあったと思い
ますが、密封して窒素ガスを充填して鮮度が保持できるフレッ
シュパックの技術を開発したのが昭和 44 年です」と髙津社長。
業界に先駆けて開発した「フレッシュパック」が大ヒットして、に
んべんの業績は大きく回復した。また、昭和 39 年に発売した
「つゆの素」も徐々に家庭に浸透していき、今やにんべんを支
える重要な商品となっている。現在、つゆ関係が 6割、鰹節が
3割、その他が 1割という売上比率になっている。
にんべんが他のメーカーと大きく違うのは、品質の高い本節
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津の工場で天日に干して、目利きの技で1本 1本選別して等級

売しています」
と髙津社長。
コレド室町内にある、日本橋本店に「日本橋だし場」
という本
枯鰹節だしを味わってもらう施設を作って注目を集めたが、来
春に完成する本社ビルにはカジュアルに入ることができる和食
の店を出店する計画だ。また、羽田空港に「日本橋だし場」の
2号店を出すことも計画している。
「やはり、価値を上げられるような物作りと、売り方の仕組み作
りを考えていきたいと思っています。そのひとつが海外への輸
出を増やしていくことであり、現在 5％しかない業務用の売上
げを増やしていくことです。また、直営店舗を増やしていくこと
も考えています」と、髙津社長は今後の展開について語る。こ
の一方で髙津社長は町会長も務め、小中学校の食育授業を引
き受けるなど、地域活動にも積極的に取り組んでいる。
株式会社にんべん

中央区日本橋本町 1-9-4Daiwa 日本橋本町ビル 9F
電話 03-3241-0241（代） FAX03-3270-4565

2013年
宿泊研修

日本製紙
（株）板紙事業本部・吉永工場と
大井川鉄道 SL乗車、絶景の焼津温泉を訪れる

平成 25年度の中央区工業事業主・従業員宿泊研修

親会と温泉を楽しみました。

は、6月 21日（金）
・22日（土）の 2日間、富士市の日

翌 22日は、富士山が世界文化遺産に決定した日で

本製紙・吉永工場の見学や、資生堂の貴重な歴史を

した。焼津さかなセンターで新鮮な海の幸のお土産

展示する資生堂企業資料館に行ってまいりました。

を仕込み、藤枝バイパス経由、大井川鉄道の新金谷

午前 8 時、銀座ブロッサム前を出発し東名道を走
り、10時過ぎには「日本製紙・吉永工場」
に到着。
日本製紙のなかでも主に板紙を生産する工場で、

駅へ。ここから千頭の駅まで SL 列車の旅です。SL
機関車というのはいくつになってもほれぼれする車
体で、車両も古いものを使い女性の車掌さんの制服

各地から集められた古紙を、目的に 合うように選別

も往年の姿で、みなすっかりノスタルジーの世界に

し、漂白、精選の工程の後、抄紙機で何層もの加工

ひたりました。

をして板紙が作られていく工程を見学しました。工

千頭からは大井川沿いをバスで下り、掛川の資生

場の広さや機械の大きさは壮観なもので、ほとんど

堂企業資料館と併設のアートハウスへ。資生堂の長

の参加者がはじめて板紙のできる工程にふれ感心し

い歴史に培われた香水のサンプルや広告の歴史の展

ていました。

示、アートハウスでは資生堂の理念に沿った美術品

駿河湾の桜えびづくしの昼食の後、日本平に向か
いました。あいにくの天気で眺望は 望めませんでし
が、早めの工程で焼津温泉へ到着し、ゆったりとし

の数々を見学しました。
帰路も順調な道路事情で、夕刻無事に区役所前の
到着、楽しく充実した内容の 2日間でした。

た時間を過ごせました。
その夜は、駿河湾と富士山の絶景をのぞむ宿で懇

（株式会社東美 高橋 記）

SL 機関車
道
大井川鉄

日本製紙
吉永工場

資生堂
館
企業資料
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▲贈呈された
うちわ

東京都印刷工業組合の京橋支部は創立 90 周年事業の
一環として、節電対策を支援する目的のうちわを、中央
区立の全小学校と宇佐見学園他に 6,000 本贈呈いたし
ました。
ちょうど暑さ真っ盛りの 7 月 8 日のお昼時、森山支
部長と他 4 名が節電うちわを携え、佃島小学校を訪ねま
した。
校長室で校長先生の出迎えを受け、児童代表の子供た
ちに今回の趣旨とうちわの手渡しをし、児童たちからは
お礼のご挨拶をいただきました。
東印工組・京橋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。
佃島小学校での児童との記念撮影▶

★ 7月 9日（火） 東京証券会館
ユナイテッドアローズの川下氏を講師に迎え、おしゃ
れ番長セミナーを開催した。印刷営業はこの暑い中で
も、スーツを着ている方も多い。お客様のクールビズ
の世の中、どのような服装が、相手に好印象を与える
かを、実例を交えて紹介頂いた。特に参考になったの
は、不思議な話だが下着。ワイシャツの下に着ても、
着ていることがわからないタイプのものが人気とのこ
と。きちっとした服装も大切ですが、時節柄、相手に
不快感を与えない服装も時流ですよ。
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★ 9月 3日（火） 支部納涼会
毎年恒例の納涼会を開催した。今年は第 1 部として、
日本橋の老舗企業巡りとして漆器の黒江屋さんと栄太
郎本舗に伺いました。黒江屋さんは、創業 300 年の
老舗企業。現社長の柏原孫左衛門氏から、商売が長続
きする秘訣を伝授頂きました。また、榮太郎さんでは、
榮太郎さんの人気商品の秘密や店舗の歴史ある赤石の
説明を受けました。日本橋には 100 年の老舗企業も
多くありますが、300 年の老舗企業も数多くあり、日
本橋の良さを再認識しました。
第 2 部の懇親会は、恒例のマ
ンダリンオリエンタルでの食事
会です。毎年のことながら、夜
景と美味しい
料理を堪能
させて頂きま
した。マンダ
リンオリエン
タルは東京タ
ワーもスカイ
ツリーも見え
る素敵なホテ
ルです。こんな日本橋で仕事が出来る私たち日本橋支
部はとっても幸せです。

○支部活動報告
お客様との WIN ／ WINの関係づくりへの挑戦
昨年から組合事業の大きな柱とし、取引慣行の改善を
掲げてきましたが、その成果を示す「取引慣行改善ガイ
ドブック」が刊行されました。
内容は下請適正取引に関する
アンケート結果を踏まえて、
製本の「今」
を共有することか
ら、将来のより良い取引環境
構築をめざし、悪質で理不尽
な要求とその背景にある負の
連鎖を検証しています。結び
では、お得意様である出版社、
印刷会社へのインタビューを
行っています。最後に、お客様とはしっかりと対話をし
て、共有価値を創造するパートナーとしての一歩を踏み
出し、WIN ／ WIN の関係づくりを目指す事を提言して
います。

★ 5月 28日
銀座ブロッサムにおい
て支部の第 40 回通常
総 会 が 開 催 さ れ、24
年度の事業報告、決算
報 告、25 年 度 の 事 業
計画、予算案が提案され、いずれも満場一致で承認さ
れました。総会後は懇親会にて情報交換を行いました。

○今後の日程
★ 9月 7日
広島のグランドプリンスホテルにおいて全日本製本工
業連盟の全国大会が開催され、当支部からは 15 名が
参加しました。
★ 11月 9日
当支部も大正 13 年創立以来 90 周年を迎え、それに伴
い記念行事が行われます。鐵砲洲稲荷神社での物故者
追悼式などの行事のあとに、つきじ「治作」において祝
（山本雅夫 記）
賀会が開催されます。

2013 年 7 月 27 日、浜町のバーベキュー場にてシニ
アから若者や子供を集めて日本橋産業協会の暑気払いが
盛大に行なわれました。
会長をはじめ副会長の肝いりで人形町の老舗の肉屋さ
んより最高級の国産牛を使用した口のなかでとろける焼
肉を堪能しました。
当日は抜けるような青空に連日の猛暑でしたが、100
人近くの会員と家族とゲストで賑わいました。

平成 24 年 4 月に、東日本大震災を踏まえ、区は新た
な減災目標を設定し、地域防災計画の修正をしました。
その後、今年 6 〜 7 月の日曜日に区内防災拠点 21 ヵ
所で地域防災フェアを開催。住宅の倒壊、家具転倒及び
火災等による死者数を半減する減災目標達成のために、
家具類転倒防止器具の有償頒布等を行いました。

また、震災時に深刻な問題とされる家庭内でのトイレ
対策の普及・啓発することで、地域防災力のさらなる向
上を目的としました。その際、NPO 法人地域防災研では、
家具類転倒防止器具等取付相談の受付をいたしました。
今後もこの地域防災フェアは隔年同月に開催される予
定です。
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ランチセミナー
ハイテクセンター・ランチセミナーは、今年で開
講 10年目を迎えました。去る 5月 22日に平成 25年
度の開講式が行われ、続いて早稲田大学名誉教授の
加藤諦三氏を講師に迎え第１回目のセミナーを開催
いたしました。また、第 3 回目のセミナー終了後に
は懇親会を開催し、会員の方々の交流を深めました。
平成 25 年度は来年 3 月まで、下記の通り多様多彩
なテーマと講師の方々のお話を聞く予定となってお
ります。ぜひご参加ください。
平成25年度：4〜10回ランチセミナー開催予定
回数

開 催 日

第④回

平成 25年９月25日
（水）

第⑤回

10月23日
（水）

第⑥回

11月20日
（水）

第⑦回

12月11日
（水）

第⑧回

平成 26年1月 22日
（水）

第⑨回

2月26日
（水）

第⑩回

3月26日
（水）

第1回

講
中村 義裕先生
山根 一城先生
晃先生

（早稲田大学複雑系高等学校研究所研究員）

瀧口 雅仁先生
村上 志緒先生
（グリーンフラスコ研究所主任リサーチャー）

小野 佳代先生
（早稲田大学講師）

− 600年の歴史を持つ武家礼法−
（仮題）

70％の内閣支持率は高いと言えるのか？ −数値を正しく使うためのやさしい数学の話−

メディカルハーブで健康管理

−メタボや不眠、生活習慣病予防に活躍するハーブ−

十返舎一九
奈良・興福寺の仏たち

−南部焼討と廃仏毀釈をめぐって−

楽観的考え方と悲観的考え方

2013年 5月22日
（水）
12：00〜
講師

加藤 諦三 氏

（早稲田大学名誉教授）

赤面恐 怖
症 とい う 症
状がある。人
前で顔が赤
くなる人は多
いが、そうい
う人 が す べ
て赤 面 恐 怖
症になるわけではない。同じ体験
であっても健康に影響するかどう
かは「解釈」の違いで決まる。中で
も重要なのが「悲観的解釈」
「楽
観的解釈」の差だ。
悲観的な人の考え方の特徴に
は、
❶失敗の原因をすべて内的なこと
に求める（自分のせいだ）
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折形

−敷居の低い
「歌舞伎」
の話−

中央区ゆかりの落語家たち
（仮題）

（芸能史研究家）

菅野 俊輔先生

テーマ／タイトル

海外に知らせたい日本の文化

（山根折形礼法教室主宰）

（江戸文化研究家）

★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。

師

（演劇評論家）

柳谷

ランチセミナー後の懇親会にて挨拶をする水野工団連会長

❷原因は長期的なものと思う（こ
れからもずっとこうだ）
❸拡大解釈する（これができない
から他のこともできない）
といったものがある。同じ事実に
直面しても、
「これは私のせいだ、
悪いことはずっと続いていく、私の
すべてがダメだ」といった考え方
をするかどうかで、うつになったり
ならなかったりする。問題は事実
ではなく、認識の仕方なのだ。
アメリカで、心身とも
に健康なハーヴァード
大学生を、1937年から
35年間に渡って追跡し
た研究がある。年齢を
重ねたとき、楽観的と
評価された人は、悲観
的な人に比べてより健
康だったという結果が
出たという。それではど

うしたら悲観的にならずにすむの
か。この問題に対する研究として、
心の傷となった出来事について作
文を書くことで、肝臓機能の数値
が改善されたという実験が紹介さ
れた。
講師はこのほか、
マウスの実験、
病院や軍隊での実例まで、さまざ
まな研究を紹介しながら、
「認識
の仕方」と健康との関係について
解き明かしていった。

第2回

エキナカの美術館 ― 東京ステーションギャラリーとその展覧会について ―

2013年 6月26日
（水）
12：00〜
講師

冨田 章 氏

（東京ステーションギャラリー館長）

昨年、5年
に渡る 復 原
工 事 を 終え
て完 成 オー
プ ンした 東
京 駅 。駅 構
内 に あ る東
京ステーショ
ンギャラリーもリニューアルされ
た。
この美術館の特徴は第一に、東
京駅丸の内北口から徒歩10数歩と
いう、日本一アクセスのいい美術館
であること。次に「煉瓦の美術館」
であることだ。
東京駅の建物を支えるのが「構
造用煉瓦」。この煉瓦は、外側は

第3回

「化粧煉瓦」で、内側は漆喰で覆
われていた。今回の復 原工事で
は、漆喰をはがしてあらわになっ
た構造用煉瓦を、そのまま東京ス
テーションギャラリーの壁として使
うことになった。東京駅が完成し
た当時の煉瓦が見られるだけでな
く、東京大空襲で焼けた木製の部
分が黒く残っているのもわかる。東
京駅という建物の歴史が見える壁
なのだ。
ただ、美術館側にとっては煉瓦
の 壁 は 難 題 でもあ
る。煉 瓦に釘などは
打てず、また国の重要
文化財に指定された
建物に傷はつけられ
ないので、作品の展
示にはかなり苦労し
ているそうだ。
東京ステーション

ギャラリーは、その役割として「近
代美術の再検証」
「現代美術への
誘い」
「鉄道・建築・デザイン」とい
う３本の柱をたてている。その柱に
沿って、今まであまり知られていな
かった作品や作家、現代美術など、
新しいものを取り上げ紹介するよ
うな展覧会を多く開催している。講
師は、いくつかの展覧会の内容に
ついて画像を使いながら解説し、
ぜひ東京ステーションギャラリー
に足を運んでほしい、
と結んだ。

どうなる安倍政権下の日本経済

2013年 7月24日
（水）
18：00〜
講師

大西 良雄 氏

（経済ジャーナリスト）

先の参議院選挙は連立与党の
圧勝だった。ことにアベノミクスの
支持派(自民、公明、維新、みんな
の党）は162議席、参院の３分の２
を超える勢力となった。国民世論
調査でも、ほぼ70％の人がアベノ
ミクス支持である。アベノミクスに
関する限り、野党がない状態の安

倍政権。それでは誰がこの政権を
チェックしていくのかというと「市
場」、すなわち外国人投資家のマ
ネーだ。
外国人投資家は、安倍総裁が
提唱した大胆な金融緩和で、円を
売り日本株を買った。株価上昇が
選挙の勝利を後押ししたわけだ。
アベノミクスがもくろんだのは、大
胆な金融緩和による株高を景気
回復のテコにすることだが、これ
は、バブル崩壊で起きたデフレを
バブルで回復しよう
としているようなも
のだ。外国人投資家
たちは安 倍 政 権を
支持しているのでは
なく、自己の計算で
マネーを動かす。ア
ベノミクスはこれか
らも「市場」の賛同

を 得 られ る
だろうか。
今 後 、安
倍政 権 が 取
り組む 戦 略
のうち、ＴＰ
Ｐは「市場」
に 歓 迎 され
るだろう。一方、消費増税は、予定
通りに増税すれば景気が冷え込
み日本株が売られる。先送りすれ
ば、財政再建も先送りにされたと
見られ日本国債が売られる可能性
がある。
アベノミクスは今からが正念場
だ。消費増税というリスク要因を
乗り越えて円安株高を維持できる
か。国民は円安による生活物資イ
ンフレを上回る「所得増」を実感
できるか。大きな危惧を感じざる
を得ない。

11

2013年 9月8日早朝（現地時間 7日夕方）
、ア
ルゼンチンのブエノスアイレスで開催された国
際オリンピック委員会（IOC）総会で、2020年の
第 32 回夏季オリンピック大会、そしてパラリン
ピック大会の開催地として東京が選ばれました。
おそらく日本中で東京招致を応援する人達が
日本のプレゼンテーションの素晴らしさに釘付

東京開催決定を
記念して
垂れ幕でにぎわう
商店街

けとなり、開催地決定の瞬間のプレゼンターの
皆さんの歓喜にあふれる様子に感動したことで
しょう。

から待ち遠しいです。

前回のオリンピックの日本選手団の素晴らし

また、東日本大震災の復興や開催に向けての

い活躍の記憶が未だに残っていますが、7 年後

インフラ整備の加速化、観光産業の拡大など経

にはリアルタイムで感動を分かち合える事が今

済的な効果もおおいに期待したいと思います。

中央区 工団連／区商連の
ホームページ（大江戸商工業サイト）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（大江戸商工業
サイト）へは、中央区観光協会 HPトップペー
ジのバナーからもアクセスできます。

