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表紙の水彩画から動画が見られます
まず、最初の無料アプリをダウンロード。
① iPhoneの場合、App Storeで、Androidの場合が

Google Playで【ipar】と検索し、無料アプリをダ
ウンロードしてください。

②ダウンロードが完了したら、アプリを起動させ
て、勝どき橋と永代橋の絵にかざしてください。

③映像がご覧になれます。

勝どき橋　Ⓒ茅場町マーチング委員会

「マーチング」とは「街 ing」を表した造語で、
街＋ ing＝街の進行形、すなわち街を元気
にかえていく、活気のある街づくりを目指
しています。

やさしく親しみのある水彩画
日本橋茅場町百景

茅場町マーチング委員会

永代橋　Ⓒ茅場町マーチング委員会
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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　白橋 明夫　☎ 03-3552-1855　会員数：111

“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　佐立 哲彦　☎ 03-3551-3783　会員数：54

“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　中庭 藤夫　☎ 03-5542-2121　会員数：35

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

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

省エネ・イノベーションを展開
月島工業会
会　長　牧　虎彦　☎ 03-5560-6511　会員数：18

“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　高橋 定男　☎ 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　境 孝司　☎ 03-5651-5621　会員数：25

　中央区工業団体連合会の平成26年度の定期総
会は、6月10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。
　森山新会長の挨拶のあと会長を議長に選出、平
成25年度の事業経過報告と収支決算報告、同会計
監査報告が承認されました。さらに、新たな役員の

選出と異動が承認され、事業計画（案）と予算（案）
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、貴重な時間を持てた
ことをご報告申し上げます。

工団連会長就任にあたって
中央区工業団体連合会　会長　森山照明

　皆さんこんにちは、本年5月20日の常任理事会
におきまして、中央区工業団体連合会　会長に選
任されました東京都印刷工業組合京橋支部所属
の森山照明と申します。
　水野前会長には長年にわたるご苦労を心より
感謝申し上げます。
　現在工団連には8団体が所属していますが、各
団体とも非常に厳しい経営状況が続いています
が、東京オリンピックも決まりこれからが正念場
です。
　各団体の親睦を深めさらなる飛躍を考えてい
ます。

　また、区商連の皆様とも連
携を取りより良い中央区を目
指してまいります。
　工団連としましても、取り
やめてしまった区商連とのソ
フトボール大会に代わって何
かできないのかと考えていま
す。私の所属団体も、若返り
が図られ新しい意見も出てきています。若い力を
取り込み工団連の活性化を、区商連の皆様と一緒
に考えていければと思っています。
　まだ新米の会長ですが、皆様のお力をお借りし
て努めてまいりたいと思っています。
　今後ともお力添えお願い致しまして、会長就任
の挨拶とさせていただきます。

平成26年度定期総会が
滞りなく終了しました
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■定期総会
　　平成 26年 6月 10日（火） 銀座ブロッサム　マーガレット
　　　議題　平成 25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 26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 26年 5月 20日（火）

議題　平成 26年度定期総会について　他

●企画委員会
　　第１回　平成 26年 8月 26日（火）
　　　議題　平成 26年度中小企業工業関係者表彰について
　　　　　　平成 27年度事業計画及び予算について
　　　　　　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 26年 6月 25日（水）ハイテクセンター　第 2会議室
 工団連会報（第 35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 26年 4月 30日（水）　

「欲しい時に役に立つ　こうすればうまくいく！融資のポイント」
　　　　　　　　講師　中央区経営相談員　　倉辺　喜一郎氏
　　第２回　平成 26年 5月 15日（木）　

「3 ヶ月で結果を出す！販売力を強化する “営業の仕組み化”」
　　　　　　　　講師　株式会社エッグス・コンサンルティグ代表取締役　東條　裕一氏
　　第３回　平成 26年 6月 23日（月）　

「消費増税を乗り越える　売上アップを実現するＷＥＢ活用術」
　　　　　　　　講師　株式会社スプラム代表取締役　竹内　幸次氏
　　第４回　平成 26年 7月 28日（月）　

「消費税の増税に負けない「強い」会社を作るために
今、手を打っておくべき 5つのポイント」

　　　　　　　　講師　湊税理士事務所代表　湊　義和氏
　　第５回　平成 26年 9月 29日（月）　

「歴代名経営者に学ぶリーダーシップ」
　　　　　　　　講師　株式会社ＨＲインスティテュート取締役

チーフコンサルタント　三坂　健氏

●事　業
事業主・従業員宿泊研修
　　実施日　　平成 26年 6月27日（金）～ 28日（土）
　　場　所　　伊香保温泉「ホテル　天坊」
　　　　　　 　群馬県渋川市伊香保町 396－20
　　参加者数　34名
　　施設見学　富士重工業株式会社 矢島工業スバルビジターセンター　他

工 団 連 の 動 き平成26年4月〜平成26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

▲宿泊研修旅行の様子
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　中央区産業文化展「へそ展」が、11月2日から11月5日の4日間にわた
り開催されます。この「産業文化展」は1年おきに開催され、毎回さまざ
まなテーマが設けられ、それに沿って産業団体や事業所が、日頃の取り
組みをご紹介いたします。
　今回は中央区産業文化展PRキャラクター「かっとびタスケ」が活躍する
「かっとびタスケシアター」をはじめ、ぬりえ教室、ものづくり教室など参
加型のイベントを毎日開催します。
　また、11/3には講演者に森永卓郎氏をお招きして「モリタク流　女と
男の経済学　～格差社会・不況に負けない幸せな生き方」を開催します。
　皆様お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。

つどい・ふれあい・生み出す。
まんなか中央区。
〜中央区‘はつ’の産業と文化〜
をテーマに第18回へそ展が開催されます！

直前
速報

Ⓒかっとびタスケ

時間
11/2（日） 11/3（月・祝） 11/4（火） 11/5（水）

会期１日目 会期２日目 会期３日目 会期４日目

10:00 オープニング・セレモニー
かっとびタスケシアター かっとびタスケシアター かっとびタスケシアター

日本取引所グループ講演
10：15 ～ 11：00

ものづくり教室
10：15 ～ 12：20※小学生参観

ものづくり教室
10：15 ～ 12：00
※小学生参観

トリトンバナーコンテスト表彰式
10：35 ～ 11：05

11:00
かっとびタスケシアター

日本橋チアリーダーズ
11：15 ～ 12：00かっとびタスケシアター

12:00 パフォーマンス紙芝居
12：00 ～ 12：30

かっとびタスケシアター かっとびタスケシアター
パフォーマンス紙芝居
12：15 ～ 12：45かっとびタスケシアター

水野雅生氏講演会
12：30 ～ 13：15 ものづくり教室

12：30 ～ 13：30
13:00 東京織物卸商業組合

13：00 ～ 13：45 森永卓郎氏講演会
13：00 ～ 14：00 かっとびタスケシアター

ものづくり教室
13：45 ～ 14：50※小学生参観

かっとびタスケシアター

14:00 パフォーマンス紙芝居
14：00 ～ 14：30

かっとびタスケシアター
ものづくり教室
14：00 ～ 15：00

ぬりえ教室
14：15 ～ 14：45かっとびタスケシアター

15:00 ぬりえ教室
15：00 ～ 15：45

パフォーマンス紙芝居
15：00 ～ 15：30 早稲田大学エクステンション

センター八丁堀校講演会
15：00 ～ 16：00

かっとびタスケシアター

かっとびタスケシアター
ものづくり教室
15：30 ～ 16：15

かっとびタスケシアター

16:00 ものづくり教室
16：00 ～ 16：45

フラダンスショー
16：00 ～ 16：45

かっとびタスケシアター

かっとびタスケシアター かっとびタスケシアター

かっとびタスケシアター かっとびタスケシアター かっとびタスケシアター フィナーレ

17:00

★東京消防庁音楽隊 /カラーガーズ /消防少年団鼓笛隊は、11/2（日）屋外で実施予定。

ステージ・タイムスケジュール	 ※内容・時間は変更することがございますので、予めご了承ください。

※ 会場写真は、2012 年開催の第 17 回へそ展の様子▲第 18 回へそ展告知用ポスター
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※10/6 現在の情報です。今後イベント内容等に変更がある場合がございます。

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

入
無
場
料

Ⓒかっとびタスケ

第18回中央区産業文化展（へそ展）
2014年11月2日（日）・3日（月・祝）・4日（火）・5日（水）
午前10時〜午後5時

11月2日（日）は
中央区コミュニティバス「江戸バス」が
無料で乗車できます。

Ⓒかっとびタスケ

●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2日（日）のみ同時開催
中央区まるごとミュージアム2014
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://www.marugoto-chuo.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）

東京商工会議所 中央支部
株式会社 日本取引所グループ
JPX 起業体験プログラム推進委員会
東京グラフィックスサービス工業会 中央支部
一般財団法人 繊貿会館
東京織物卸商業組合
東京都製本工業組合 京橋支部
株式会社 江戸屋
いわて銀河プラザ
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
月島工業会
NPO 法人東京都中央区中小企業経営支援センター
小津和紙（株式会社 小津商店）
NPO 法人東京中央ネット
臨港消防署
江戸打刃物　銀座三光
NPO 法人地域の防災と町づくりを研究する会
鳩屋海苔店
中央区和生菓子商工業協同組合
京粕漬　魚久
築地玉寿司
銀座若松
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　入社後、当時の社長（父・現
会長）から言われた言葉が「会社
に入ったら、親でも子でもない」
だったそうです。この言葉が嘘で
ない事に時間は掛かりませんで
した。吉田社長は「入社して2年
間は、休みは正月だけで現場をひ
たすらこなしていました」と当時
を懐かしそうに振り返ります。右
も左も分からないので現場で学
び、下から這い上がるしかありま
せんでした。正に現場叩き上げの
社長です。
　少々厳しい後継者育成のよう
ですが、会長も同様の経験を積ん
で社長になったとの事なので德
祥伝統の育成法といっても良い
でしょう。
　社長に就任して6年目の今で

創業者の教えを頑に守り、
誠実な経営こそが我が社の強み
何事も本業だけ一つに絞って律儀に仕事をする

シリーズ第7回　株式会社德祥

株式会社德祥　代表取締役社長　吉田 直弘氏

繊維・服飾の問屋街として栄える日本橋横山町・馬
喰町に隣接した東日本橋に本社ビルを構える株式会
社徳祥は今年で創業66周年を迎えます。社名に刻ん

だ創業者の思いは、創業以来ぶれる事なく四代目吉
田直弘社長に受け継がれています。

も、会長から言われた「誰よりも早
く、会社に行け」という言葉を守り
続け、毎日朝6時に出社します。「社
員が出社してくる8時までの誰も
いない朝の2時間は非常に貴重な
時間なのです」と言われます。

創業者の教え

　この吉田社長の姿勢はどこか
ら生まれてくるものでしょうか？
　吉田家には、創業者（祖父）が書
かれた「家訓」が残されているよ
うです。人としてのあり方を説い
たものであり、それが会社創業の
精神となって、代々受け継がれて
いると言われます。德祥という社

社長の姿勢

　株式会社德祥は、昭和23年5月
に吉田直弘社長の祖父吉田元助
氏が中央区江戸橋三ノ一番地（現 
中央区日本橋三丁目）に、戦後の
不燃住宅の庶民化を至高の目的
として創業した会社です。以来、
叔父、父と経営が受け継がれ現社
長で四代目となります。
　吉田社長は、幼いころから祖
父、父の仕事を見ながら育ってき
ました。始めは、全然違う道を歩
み始めておりましたが、祖父が亡
くなった時に、将来は自分が会社
を何とかしなくてはいけないと
思い、人生をかけるつもりで入社
を決意されました。

吉田直弘氏

雑誌でも
紹介された
施工事例
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名は創業者がつけたものであり、
「徳を持って律儀に行動する」「何
事も本業（建築）だけ一つに絞って
律儀に仕事をする」という思いが
こめられています。吉田社長は、
社長就任後すぐに創業精神を「企
業理念」として明文化しました。
　三代目の時代にはこんなエピ
ソードがあります。時はバブル全
盛期。多くの経営者が株や土地を
購入し、本業以外で利益をあげよ
うと躍起になっていた時代です。
三代目は従来通り建築一本で事
業を行っていましたので当時多
くの仲間から「社長の資格なし」
と言われたそうです。今となれば
結論は出ております通り、本業以
外に踊らされた経営者は市場か
ら退場していきました。德祥は創
業者の言葉を頑に守ったから存
続してきたといえます。吉田社長
も創業者の言葉（理念）を守り、時
代と共に進化させようとしてい
ます。

チーム力・組織力で勝負

　創業時の不燃住宅は公共の仕
事であり、利益の観点からは厳し
く大変な仕事でした。
　いわゆる人の嫌がる仕事です。

德祥は、この人の嫌がる仕事を受
注する事によって、会社を守り続
けてきたといえます。
　吉田社長は、好景気・不景気関
係なく、お客様と末永く取引いた
だけるためには、創業時の精神で
ある人の嫌がる仕事を、時には積
極的に受ける必要があると考え
ております。また、昨今多様化す
るお客様のニーズに応えるには、
即断・即決が求められる常にス
ピード感を持つためには、チーム
力・組織力をあげていくしかない
と考えています。その為に吉田社
長が力を入れているのが、社員と
のコミュニケーションです。
　守りの仕事は重要ですが、時に
は厳しい仕事でも、将来を考えて
攻めていくには、会社一丸となっ
て取組まなくてはなりません。
　実は吉田社長には苦い経験が
あります。社長就任当時、想定外
の数名の退職者がでました。自ら
の責任と自覚し、組織力をあげる
ためにコミュニケーションに力
を注ぎました。時に厳しい仕事で
は、吉田社長も一緒になって現場
で汗をかきます。少しの時間があ
れば、社員とのコミュニケーショ
ンを大切にします。こんな努力の
甲斐もあって、チーム力・組織力

向上に手応えを感じているとい
います。
　吉田社長は、これからの德祥と
して、社員とその家族を大切に
し、100年企業を目指し、お客様に
100年保つ建築を提供したいと考
えています。
　常にお客様に寄り添っている
德祥は、頼もしいパートナーでは
ないでしょうか。

若手デザイナーを
応援し地域に貢献

　德祥は、馬喰横山の地域活性化
に役立てるため、本社ビル2階・
3階を住居兼事務所として、文化
服装学院の卒業生（若手デザイ
ナー）に低家賃で提供しておりま
す。これは産学官連携事業とし
て、中央区・学校法人文化学園と
協定を結び、中央区と德祥で工事
費（住居兼務事務所）を負担し平
成17年3月より開始されました。
　常時3名の若手デザイナーが、
独り立ちできる間の2〜3年、德祥
ビルを拠点に活動します。今年で
5期生の受け入れとなりました。
　近い将来、德祥から世界に羽ば
たくデザイナーが生まれるかも
知れません。

公共・民間
多岐に渡る
施工事例

駅のホーム上　屋根に太陽光パネル設置 

民間『浅草の家』より抜粋
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京橋支部東印工組

日本橋支部東印工組

「タニタ式経営の秘密」セミナーを開催しました

納涼会とゴルフコンペを開催しました

　東京都印刷工業組合京橋支部は、6 月 26 日に新富の
日本印刷会館に於いて、「タニタ式経営の秘密」と題す
るセミナーを開催しました。
　他支部や関連業界及び商工会議所中央支部会員にもイ
ンフォメーションし、約 100 人が聴講しました。
　白橋明夫支部長の挨拶のあと、谷田昭吾講師（ヘルス
ケアオンライン（株）社長）が体重計メーカーから体重
そのものにコンセプトを移し、フィットネスセンター運

営、体脂肪計開発、
さらにフィットネ
スセンターの栄養
管理士を配属して

「タニタ食堂」を
誕生させた先代社

平成 26 年 8 月 1 日
ロイヤルパークホテル
第一部	 春風亭小朝　独演会
第二部	 桂花苑で懇親会

　支部員 30 名の参加を得て、小朝の独演会で笑いを享
受し、懇親会で味覚を堪能いたしました。この夏の納涼
会は普段あまり行事に参加されない方やご夫婦、社員さ
んにも参加頂ける会となっています。日本橋支部の主要
なイベントの一つになっています。いろいろな方と会話
も弾み、楽しい会となりました。

平成 26 年 8 月 31 日
サットンヒルズカントリークラブ
日本橋支部ゴルフコンペ

　数年ぶりに開催しました。支部員を始め、協力会社様、
京橋支部の方にも参加頂き、普段とはまた異なる交流を
図りました。
　日本橋支部では、秋にもセミナー等も予定しておりま
す。支部の親睦を図るためにも各種行事を企画してまい
ります。

長の思いや、「タニタ」独自の経営哲学を話されました。
　また、講演中に簡単なイメージドリルの演習と発表が
あり、盛り上がりました。

支部　　活動報告

京橋支部製本組合

○これまでの動き

★5月28日
銀座ブロッサムにおいて支部総会が開かれ、席上役員
改選が行われ新三役が下記のように決まり新たなス
タートを切りました。
組合員数53社　

支部長　　佐立哲彦　　新任
副支部長　宇佐見佐一　新任
副支部長　大貫哲也　　新任
幹事長　　佐藤稔幸　　新任
★7月5-6日

支部の懇親旅行が京都にて行われました。当日は鞍馬
山から貴船への山越えのハイキングも企画され、あい
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NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会

東京グラフィックサービス工業会

9月7日（日）、月島第二児童公園にて
中央区総合防災訓練が実施されました

カード印刷セミナーを開催しました

　この訓練は平日の午前 7 時、東京湾北部を震源とする
マグニチュード 7.3 の地震が発生し、区内では震度 6 強
を記録し、建物倒壊、火災が発生し、多数の死傷者、安
否不明者、避難者が発生した想定で行われました。
　訓練当日は中央区長を災害対策本部長として防災拠点

　9 月 25 日（木）に東グラ中央支部主催で、同支部会員
であるカード印刷のプロ株式会社研美社の中田社長を講
師にお迎えして「2014 知って得する !! 営業パワーアッ
プセミナー　知っておきたい特殊印刷・加工 vol.6　カー
ド印刷」を開催しました。
　ID・社員証・会員証・診察券などのプラスチックカー
ドやラミネートカード、スタンプカード、ショップカー
ドなどの紙製カードなど、世の中では様々な種類のカー
ドが利用されています。さらに磁気テープやナンバリン

運営委員会（月島第一
小学校・月島第二小学
校・豊海小学校）、防
災区民組織・町会・自
治会、警視庁、東京消
防庁、陸上自衛隊、東
京ガス、東京電力、Ｎ
ＴＴ東日本等も参加する中、毎年ＮＰＯ法人地域の防災
と町づくりを研究する会も参加しております。
　参加内容は、家具類転倒防止金具取付け方やガラス飛
散防止フィルムの正しい貼り方等の啓蒙活動をしており
ます。
　訓練参加人数は小雨の中、住民、関係機関参加者合計
で 1018 名となりました。

グ印刷、バリアブル印刷などお客様のニーズは多岐に渡
ります。本セミナーでは、カードの種類・基礎知識、受
注・見積りのポイント、データ作成の留意点、委託発注

の注意点など細かな視点から
ご説明いただきました。
　参加者の大半は印刷関係者
でしたが、カード印刷の話に興
味津々で質疑応答が二回設け
られるほどの盛況ぶりでした。

にくの雨模様にもかかわれず、有志8名が参加して、
義経ゆかりの鞍馬寺と貴船神社を訪れて、歴史ある
寺社と緑豊かな自然を堪能しました。夜は先斗町の川

床料理で京都を楽しんだ。浴
衣姿のコンパニオンと一緒で
あったが、これが珍しく、学
生が起業した組織で、女性は
皆、大学生、大学院生で若くて
話が弾んで楽しかったです。
★7月25日

役員親和会暑気払いが
内幸町の聘珍樓にて行
われました。新旧の役
員が集い、名物の中華
料理に舌鼓を打ちなが
ら、今後の支部運営に
ついて意見が交わされました。 （総務部　山本雅夫　記）
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ランチセミナー

ベストセラー作家十返舎一九誕生の秘話 — 江戸後期の出版事情の中で—

日本・オランダ・ベルギー — エピソードで語る文化の差—

第10回

第1回

講師
菅野　俊輔 氏
（江戸文化研究家）

講師
Tim Wolput 氏
（九州大学オランダ語講師）

2014年3月26日（水）12：00〜

2014年5月28日（水）12：00〜

　狂歌、川柳、
料亭、そして浮
世絵や黄表紙
などの出版文
化と、さまざま
な文化が一気
に花開いた18
世紀後半の江戸。セミナーでは、日
本橋界隈の書物問屋・地本問屋・
絵草紙問屋の記された切絵図を見
ながら江戸の出版事情を概観した
のち、十返舎一九の生涯が紹介さ

　ベルギーの
建 国 は1830
年。フランス、
イギリス、ドイ
ツ、オランダが
長い領土争い
の末に、イギリ
スからドイツ系の貴族を王族とし
て据えて作った国である。そんな事
情から、南部はフランス語圏、北
部はオランダ語圏、東にはドイツ
語圏も存在する。ひとつの国なが

れた。
　一九は武家の出身であったが、
奉公先の主人とともに移住した大
坂で浄瑠璃に出会う。江戸に下っ
て戯作者を目指し、黄表紙や浮世
絵の出版で繁昌していた版元・蔦
屋重三郎の元で黄
表紙を出版する。当
初はあまり売れな
かったが、『東海道中
膝栗毛』を別の版元
から出版すると、ベ
ストセラーとなる。
その後の旅行ブーム
に乗り、一九は、日
本で初めての専業

らいろいろな文化が
あるのだ。
　それに比べてオラ
ンダ人はシンプルで
ストレート。「草を食
べる牛を見ると心が
落ち着く」という国
民性だ。
　講師はベルギー
人とオランダ人の変
わった名字の話や、
空港のトイレの高さ、キャビンアテ
ンダントの横柄な態度など、さま
ざまなエピソードから、ベルギー・
オランダ・日本の文化の差を語って
いった。それぞれの国の観光案内

作家となるのである。
　一九の没後、「天保の改革」で戯
作は取り締まられることとなる。出
版文化が花開いた時代に生きた
一九は、幸せな作家だったのでは
ないだろうか。

も教材に、オランダではアートとデ
ザイン・建築が楽しめる国、そして
ベルギーはグルメの国であり、建
物も料理も複雑。そんな違いを楽
しんでほしい、と結んだ。

　ハイテクセンター・ランチセミナーは、今年で開講11年目を迎えました。
去る5月28日に平成26年度の開講式が行われ、続いて九州大学オランダ語
講師の Tim Wolput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26年度は来年3月まで、右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。

ハイテクセンター

新・工団連会長森山氏を中心に開催されたランチセミナー後の懇親会▶
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回数 開　催　日 講　　師 テーマ／タイトル

第④回 ９月24日（水） 杉山　享司先生（（財）日本民藝館学芸部長早稲田大学講師） 日本の民藝

第⑤回 10月22日（水） 今尾　恵介先生（（財）日本地図センター客員研究員） 地図を楽しむ

第⑥回 11月19日（水） 吉村　誠先生（駒沢大学教授） 仏教の死生観

第⑦回 12月10日（水） 菅野　俊輔先生（江戸文化研究家） 切絵図でたどる江戸の旅

第⑧回 平成27年1月21日（水） 高桑　正敏先生（神奈川県立生命の星・地球博物館名誉館員） 昆虫の世界と生物多様性

第⑨回 2月25日（水） 波戸場　承龍先生（紋章上繪師（株）京源代表取締役） 家紋の成り立ちと紋切型遊び

第⑩回 3月25日（水） 瀧口　雅仁先生（芸能史研究家） 落語にみる江戸庶民の生活

平成26年度：4〜10回ランチセミナー開催予定

※ 講師・セミナー内容等変更になることもございます。

★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。

方言漢字

アベノミクスと世界経済

第2回

第3回

講師
笹原　宏之 氏
（早稲田大学教授）

講師
田村　秀男 氏
（早稲田大学大学院講師産経新聞特別記者）

2014年6月25日（水）12：00〜

2014年7月23日（水）18：00〜

　漢字の使わ
れ方には地域
差がある。講
師はまず、セミ
ナーのお弁当
包みの文字を
例 に あ げ た。

「すし」は、関東では「寿司」か「鮨」
をしばしば当てるが、関西に行くと

「鮓」の字を使うことがある。
　「渋谷」は東京では「しぶや」だが、

「谷」のことを「や」と言うのは東日

　日本は過去
15年間、誤っ
た経済 政 策・
金融政策によ
りデフレ状態
に陥ってきた。
アベノミクス
の最大目標はデフレ経済に終止符
を打つことで、国民所得を向上さ
せ、国民の「消費意欲」を回復させ
ることが期待されていた。しかし政
府は国民の期待とは裏腹に、「消費

本の方言で、西日本
では「たに」が普通。

「や」と「たに」、どちら
の読み方が多いか
を調べていくと、日
本列島は東西にくっ
きりと分かれる。日
本海側は日本アルプ
スを境に、太平洋側
は愛知県あたりを
分岐点として、東が

「や」、西が「たに」なのである。
　その他、北海道から沖縄まで、
珍しい当て字や変わった読み方の
例が次々に紹介された。まず土地
の言葉（方言）があって、漢字が当て

増税」という政策に踏み切ってし
まった。アベノミクス後に改善して
いた名目 GDPや家計消費は、再度
悪化することが危惧されている。
　世界に視点を向ければ、安部総
理はよく「強い国を取
り戻す」という言葉を
発しているが、その中
で強く意識している
のが中国の存在であ
る。中国は今、バブル
崩壊のリスクを孕んで
いる。このような背景
の中、日本の対外直
接投資は、中国から
ASEANに徐々にシフ

られる。方言が廃れても、地名や
人名にはその読み方が残ることが
ある。方言漢字に注目してみると、
名刺交換や旅行などももっと楽し
くなるのではないだろうか。

トしている。今後も中国から撤退
をする企業が増えてくると思うが、
政府にはこうした企業の中国撤退
を、側面から支援することが求めら
れている。



先端の技術力にパワーに圧倒された体験をいた
しました。
　見学後、伊勢崎 ICから渋川伊香保 ICを降り
伊香保温泉へ。宿泊はホテル天坊、1000坪の
敷地に183の客室、二つの大浴場と二つの温泉
を有する大正モダンをテーマにした宿泊施設で
した。豊富な湯量の温泉と美味しい料理の宴席
でくつろいだ時間を過ごしました。

　2日目は竹下夢二記念館へ。森の中に佇むレ
トロな建物に絵画や装丁本、日記や書簡などが
展示され、大正ロマンの象徴・竹下夢二の艶や
かな世界に浸るひとときでした。
　その後、卯三郎こけし工房
を見学し、水沢観音近くで水
沢うどんの昼食をとりました。
　帰路も順調な行程の旅となり、
予定時間より早めに区役所前に到着。みなさん
お土産で大きくなった荷物を手に、楽しい宿泊
研修に満足して解散となりました。

（株式会社東美　高橋　記）

　平成26年度の中央区工業事業主・従業員宿
泊研修は、６月27日（金）と28日（土）の２日間、
群馬県大田市の富士重工株式会社矢島工場・ス
バルビジターセンーを視察し、大正ロマンの森
の竹久夢二伊香保記念館を訪れました。
　今回は34名の参加者が、午前８時半に銀座
ブロッサム前を出発、東北道・館林インターチェ
ンジを降り、分福茶釜で知られる青竜山・茂林
寺を訪れ、大田市の宮の森迎賓館と呼ばれる

「ティアラグリーンパレス」で昼食。

　午後は富士重工のスバルビジターセンターを
研修訪問させていただきました。スバルビジ
ターセンターでは、参加者は工場見学のレク
チャーや注意事項を受けたあと、様々な工程を
上から眺められるような見学者用通路をツアー
しながら、一台の車が完成されていく工程を見
学しました。普段日常ではとても想像つかない
ような雰囲気と自動で動き続けるメカニックな
巨大なマシーンに、驚嘆の声が沸き起こりまし
た。一台の車が完成していく様々な工程と、最

2014年宿泊研修
富士重工群馬製作所・矢島工場視察と
竹下夢二記念館・伊香保温泉を巡る


