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夜空を彩り続けてくれた東京湾大華火祭
今年も綺麗に咲きました

中央区観光写真コンクールより
写真左 ：2010 年作品 タイトル「光の祭典」／山口純一郎氏／ 2010 年 8 月撮影
写真右上：2003 年作品 タイトル「東京湾華火」／村上茂夫氏／ 2003 年撮影
写真右下：2009 年作品 タイトル「一斉砲火」／山口純一郎氏／ 2009 年年 8 月撮影
◦写真提供：中央区観光協会
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平成 27年度定期総会が滞りなく終了しました
工団連の動き 平成 27年 4月〜平成 27年 8月
シリーズ／企業探訪第 9回「お客さまの困りごとを解決する−それが東美の役割」株式会社東美
シリーズ／老舗企業に学ぶ 第 8回「世代を超えて愛される江戸の伝統工芸品・つづら」岩井つづら店
2015年宿泊研修 大同特殊鋼・渋川工場視察と日光東照宮を巡る
支部活動報告
ランチセミナー 平成 26年度第 10回・平成 27年度第 1回〜 3回講義内容／ 27年度第 4回〜第 10回開催日程

平成 27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 27 年度の定

滞りなく終了しました。

期総会は、6月16日（火）午後 5時より、銀座ブ

その後、懇親会が開かれ小西副会長の司会

ロッサム7階・マーガレットにおいて開催されま

の下、和気あいあいとした雰囲気の中、貴重な

した。

時間を持てたことをご報告申し上げます。

白橋副会長の司会で開会、森山会長の挨拶
のあと会長を議長に選出、平成 26 年度の事業
経過報告（中庭副会長）
と収支決算報告（金山会
計）
、同会計監査報告（山本監事）が承認されま
した。さらに、事業計画（案）
（中庭副会長）
と予算
（案）
（金山会計）
も満場一致で承認されました。
また、多数の来賓の祝辞をいただき、総会は

“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：118

“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：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：25

“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
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高橋 定男 ☎ 03-3552-6521 会員数：27

“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：53

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

虎彦 ☎ 03-5560-6511 会員数：15

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

平成27年4月〜平成27年8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 27年 6月 16日（火）銀座ブロッサム
議題

マーガレット

平成 26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 27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 27年 5月 21日（木）

議題

平成 27年度定期総会について

他

●企画委員会
第１回

平成 27年 9月 4日（金）
平成 28年度事業計画及び予算について
中小企業工業関係者表彰について
その他

●広報委員会
第１回

平成 27年 6月 17日（水）
工団連会報（第 37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
区役所 8階

経営セミナー

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 27年 5月 11日（月）
いざというとき役立つ強い会社を作るための融資ポイント！
講師

第２回

中央区経営相談員

倉辺

喜一郎氏

平成 27年 6月 29日（月）
「ほめる」
「叱る」で上司力アップ
～観察すれば、具体的な言葉がかけられる～
講師

第３回

株式会社人材育成社

取締役

芳垣

玲子氏

平成 27年 7月 27日（月）
社長が 70歳までにすべき 10のこと
講師

第４回

NBCコンサルタンツ株式会社

東日本支部

執行役員

石崎

浩司氏

平成 27年 8月 28日（金）
『マイナンバー』で求められる企業実務
講師

第５回

弁護士

藤村

慎也氏

平成 27年 9月 29日（火）
ディズニーの決算書から学ぶ経営戦略
～決算書が理解できれば経営はうまくいく！～
講師

●事

公認会計士

秦 美佐子事務所所長

秦

美佐子氏

業

事業主・従業員宿泊研修
実施日／平成 27年 6月26日
（金）～ 27日
（土）
場

所／鬼怒川温泉 「鬼怒川温泉ホテル」

参加者数／ 28名
施設見学／大同特殊綱株式会社

渋川工場

他
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シリーズ第 9回 株式会社東美

お客さまの困りごとを解決する
−それが東美の役割
創業50年、二代目社長の新たなチャレンジ
株式会社東美

代表取締役

高橋 定男氏

中央区銀座に印刷業として創業してから半世紀。印
刷需要が減少していく中で、高度成長期、バブル崩

中央区の印刷とともに
半世紀、業界に革新を
株式会社東美は、1966年 2月、

壊と業界の荒波を潜り抜けた経験と実績から業界の
目指すべき方向性を示します。

を占め、ようやくプロセス製版が

フレキシブルな対応、きめ細や

黎明を迎えようとしていた時代

かな心配りが東美の売りであり、

でした。先代はいち早く印刷業の

強みともなっています。

近未来において「クライアントと
メーカーの中間に位置し、情報を
ビジュアル化し、品質とコストを

父）が中央区銀座に印刷業として

管理、訴求効率を最大限に高める

創業した会社です。来年で半世紀

グラフィックのクリエイター集

高橋社長は、様変わりした事

50年を迎えます。

団が不可欠となる」ことを予測し

業環境の中で、今までのような

起業しました。

受身である限り印刷会社の将来

創業時の印刷業界は鋳造活字
の組み版による活版印刷が主流

以来、東美は業界の中でデザイ

はないと危機感を持ち、自分と会

ンと版下制作の役割を担ってき

社の棚卸をします。「印刷物の真

ました。

の役割とは何なのか？」
「お客さ

現社長の高橋定男氏が入社し

まが本当にやりたいことは何だ

たのは 1984 年、先代から事業を

ろうか？」
「お客さまはなぜ東美

承継したのは 1999年・47歳の時

に発注をするのだろうか？」一つ

です。一般的な「お客さま⇔営業

一つの問いに真剣に向きあいま

⇔デザイナー」という業務の流れ

した。その結果導き出した結論は

の中では行き違いが起こること

「お客さまのことを大切に考えて

がよくあります。

高橋定男氏

4

自分と会社の
棚卸から生まれた商品

先代である高橋光一氏（現社長の

いたつもりだったが実は考えて

ところが東美では、日常的にデ

いなかった……」と気付き、
「東美

ザイナーが直接お客さまと打ち

の役割はお客さまの困りごとを

合わせを行います。そして、お客

解決すること」であると認識しま

さまの「思い」をお聞きすること

した。印刷の仕上がりのきれいさ

に制作工程の 25 パーセントをあ

という物に拘ってきた意識を変

てがおうと心掛けています。そう

えることにより、真のお客さまの

することでお客さまとの相違が

ニーズは何なのかを理解します。

なくなり、修正対応も早くなり制

そこで、ビジネスの世界では誰

作時間が短縮されます。

でも必ず作る名刺に着目しまし

は？……といった要素が 11 項目

！

名刺 仕事がとれた
仕事 につ なが る
1 枚で
8 ペー ジの

あります。お客さまはこの質問に
答えるだけでマーケティング力
の高い会社案内が出来上がりま

スト ーリ ー名 刺

す。その他、長年のデザイン経験
から、マーケティング力を高める
「デザイン 17 の要素」も考案しま
した。印刷業界全体の底上げに努

な冊子
名刺サイズの小さ

めたいと願っております。

プチ本
ぼ ん

理想とする会社を
目指して

ES
PRINTING SERVIC
t DESIGN and
Biz-card size bookle

仕事がとれる！

名刺へ

す
作・印刷サービスで
プチ本は小冊子の制
いています。
客様に好評をいただ
ご利用いただいたお

仕事 がと れる 可能

性に 満ち たそ の理

由は 裏面 をご 覧く

21

☎ 03-3552-65

ださ い！

江東区亀戸 3-7-11

071 東京都
社 東美 〒 136-0

い合せ］株式会

・お問
［サンプルのご請求

et

hbi.n
mail: oﬃce@to

プチ本

検索

▲名刺サイズの 8 ページでも伝えたい事は
しっかり伝える「プチ本」

高橋社長は、「社員には仕事に
縛り付けられた人生を送ってほ

た。営業マンであるならば、自分
と自社・商品のアピールは欠かせ
ません。その時に使うものが名刺
であり会社案内やカタログです。
いかにお客さまの記憶に残るか

しくない。北海道でもハワイでも

印刷会社にとっては
マーケティングが重要

仕事ができるライフスタイルに
したい」と昔から言われていたそ
うです。社員の自己管理を 100％

お客さまからの注文は多岐に

信用し、自宅でもどこでも仕事を

渡りますが、「企画室」
「販売促進

して良いというルールを作りま

しかし、Ａ 4 サイズの会社案内

部」という立ち位置でマーケティ

した。既にその勤務体系の中で仕

は 83％が捨てられてしまうとい

ングの重要性を認識している高

事をしている社員が 1 名います。

う現実を知ります。つまりお客さ

橋社長は、長くお世話になってい

社員の自宅には会社の内線対応

まの記憶には全く残りません。言

る印刷業界に対してマーケティ

の電話を支給し、社内と変わらな

いかえれば、83％も捨てられてし

ングの知識普及に努めたいと考

い環境を作っています。週に一度

まう会社案内に多くの時間をか

えて活動しています。

月曜日の朝に出社してもらいコ

ということが勝負となります。

け、何十万もの費用を支払ってい
るということです。

例えば、会社案内等を制作する

ミュニケーションを取ることも

際にもマーケティングの要素が

忘れません。

コストをかければ誰でも簡単

必要と考え「11 の要素」に分けて

に作れてしまう名刺や会社案内

考えることを提案しています。①

有給消化率 100％等、社員の自主

ですが、本当は細心の注意が必要

誰に対して？

性を尊重した経営こそが私の理

なのです。
『初対面の名刺交換か

うなっていくのか？

ら即ゴミ箱行きにならない名刺

にわかりやすくイメージするに

「まだ道半ばですが、残業ゼロ、

②お客さまはど
③具体的

想とする所です。」と高橋社長は
熱く語ってくれました。

や会社案内にするにはどうした
パンフレット、捨て
て作った会社案内や
予算もパワーもかけ
。
ったいないですよね
そうだとしたら、も

本当にお客さまにお

るためにはどうしたら良いか？』

売れるための
会社案内

を研究をしました。

名刺サイズの
小冊子
「プチ本」
( 商標登録済 )

その結果生まれたのが 8 ページ

AR などの
印刷物の
多目的展開

から制作できる「プチ本」です。

印刷は 10 部の
小ロットから
対応

ロゴから考えます
CI デザイン

Our Business Area

効果の出る
WEB サイト

聞き
お客様の要望をお
状態
し て、 原 稿 の な い
からご提案した例。
響
キャッチコピーに反

作ります
キャッチコピー・
原稿

ノベルティ

g
g
g Printin
Printin
Printin

Design
Design
Design

ing ing
ing
Market
Market
Market

国際的な企業の
日本マーケットへの
アプローチ

ページの構成から
記事にいたるまで

ペーンの
大規模な広告キャン
作。
駅貼りポスターを制
目をひくデザインで
ート
キャンペーンをサポ

ビジュアル デザイン制

マーケティ ング

の高
プランニング段 階で、より精度
込みやマーケ
いターゲットの絞り
ティ
ティングを、弊 社提携のマーケ
り効
ング会社と一緒 にご提案し、よ
いを
果的な成果に結 び付けるお手伝
いたします。

作

方、
キャッチコピー の効果的な見せ
インビジュア
ひと目で心を掴むメ
得力のさある
ル、 わ か り や す く 説
品や
紙面レイアウト 、お客さまの商
で表
サービスを一番 効果的な見せ方
現します。

印刷プロデ ューサー

社にのぼ
50 年の印刷実績と 、200
、ど
る印刷会社のネ ットワークより
す。
んな難しい印刷 物のも対応しま
アフ
印刷効果、コス ト、納期管理、
あり
ター管理、全て の工程に実績が
ます。

easy

Steps 段 取 り
1

小冊子・パンフ

▲交通広告
プチ本

ら
アイテムのご相談か
提案・納品まで
スピーディに制作

Strongness 強 み

Our

ファン獲得の
広報小冊子

▲

得ています。

ります。

取って置かれる
チラシ・
フライヤー

東美の仕事

フライヤー

▲

る効果的なツールとして好評を

売上アップの
パンフレット・
カタログ

Works 制 作 事 例

社案内・カタログを合わせたもの
や、特に印象づけたい時に重宝す

られていませんか ?

やパンフレットを作

Our

▲

現在お客さまからは、名刺と会

届けできる会社案内

まずお話やお悩
みをお聞かせく
ださい

2

お客さまの問題
解決のご提案を
させていただき

4

3

ご提案に沿った
お見積りをお出
しいたします

詳細なお打合せ
で全体の構成を
決定いたします

5
デザインやレイ
ア ウ ト な ど、 見
せ方をご提案い

6
内容の校正をお
願いいたします

たします

7
印刷と製本加工
の う え、 ご 納 品
させていただき
ます

ます

制作のお 問い合せ ・ご依頼

は裏面へ

▼

ことがいちばんシンプルに伝わ

、
御社の販促ツールは
ただけている
お客さまに喜んでい
でしょうか

▲

ら良いか？』
『お客様に伝えたい

ご相談しながら作成

▲自社の会社案内とチラシ。ここでもマーケティング
の重要性を意識している

5

シリーズ第 8 回
江戸の伝統技術

岩井つづら店

世代を超えて愛される江戸の伝統工芸品・つづら
江戸の伝統技術を守る
唯一の専門店

5日間かかります。一見単純と思える作業ですが、技術
を習得するのに約 10年がかかります。
「ようやく先代に認
めてもらえるかな」と34 年の経験から笑みを浮かべて話

岩井つづら店は現在の所在地である日本橋人形町で

される4代目ですが、
「まだ仕上がりには納得できていな

創業し今年で 100 年になります。創業以来美しいつづら

い」と66 歳の匠はさらなる領域へと職人魂を滲ませてい

を作り続け、4代目当主の岩井良一さんに江戸の伝統技

ます。

術が伝承されています。

そんな匠がつくる作品は正しく使えば 30 年〜 40 年は
つづらとは、ツヅラフジの

使えます。塗り直し
（修理）
も可能なつづらは親から子へ、

つるで編んだ蓋つきのかご

子から孫へと代々受け継げる江戸の伝統工芸品として多

のことを称していました。のち

くの人から愛されています。

に竹などで編んだ箱状の衣
装箱のことを指すようになり
ます。昔話「舌切り雀」に出て
くる「大きい葛籠と小さい葛
籠」が有名です。つづらの歴
▲岩井良一さん

史は古く今の形になったのは

元禄時代です。葛籠屋甚兵衛という江戸の商人が規格サ
イズ（約 87×53×45cm）を婚礼の道具として作り出し
ます。通気性が良く、軽くて、丈夫で、防虫効果が高く、
なにより美しい。庶民に親しみやすいものになり呉服の
街として名高い日本橋には葛籠の職人が集まります。
昭和初期には全国で 250軒ほどあったつづら店も、関
東では岩井つづら店が唯一の専門店となりました。衣料
品や呉服類を収納するのに欠かせないつづらも、今では
衣装箱の他、民芸品、インテリアとして人気の工芸品と
なっています。日本文化に関心の高い外国（特にヨーロッ
パ）
の方からの注文も多いそうです。
現在販売されているのは朱・黒・茶の 3色で形もいろ
いろありあます。手文庫から衣装箱まで価格も9,500 円
～ 45,000円くらい。家紋や名前も入れてもらえます。す
べて手作りのため 2 ～ 3ケ月後の納品となります。

つづらの魅力

4代目に長寿企業の秘訣を聞いてみました。人形町に
お店を構えていることが大きいとの回答です。伝統的な
文化を継承している街だからこそ、テレビ・雑誌等で取
り上げられることも多く、人が集まる人形町は散策中の
方がフラリと立ち寄って購入して下さることも少なくあり
ません。呉服屋さんも多く、近隣の会社の方々がお客様
を紹介してもらえることもあります。4代目はこれら全て日
本橋人形町という街の力が人を運んできてくれる結果だ
と感謝されておられます。
多くの方から愛されるつづらの伝統技術は現在 37 歳
の後継者（弟子）
に受け継がれつつあります。商品を買い
にきた若者が、技術を習得したいと弟子入りしてきまし
た。まだ 6 年目で修行中ではありますが、岩井つづら店

4代目は昭和 56年（1981）年、32歳の時にそれまでの

創業から100 年もの間続く技術がこれからの時代にも受

会社勤めを辞め、家業に入り、34年が経過しました。つ

け継がれることは、世代を超える最高の逸品を求める私

づら作りは、職人に編んでもらった竹かごに和紙（埼玉県

たちにも大きな喜びと言えます。

小川町産）
を貼り、柿渋を 2度塗り、漆（カシュー漆）
を1
度塗って仕上げます。一つのつづらを完成させるのに約
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日本橋人形町の力と後継者

岩井つづら店

中央区日本橋人形町 2-10-1
電話 03-3668-6058 HP：http://tsudura.com/

2015年宿泊研修
大同特殊鋼・渋川工場視察と
日光東照宮を巡る
平成 27 年度の中央区工業主・従業員宿泊研
修は、6月 26日（金）と 27日（土）の 2日間、群
馬県渋川の大同特殊鋼株式会社・ 渋川工場を視
察し、栃木県日光市の東照宮を訪れました。
参加者は工団連参加企業の 28 名、大型バス
で午前 8 時に銀座ブロッサム前を出発しまし
た。首都高～外環道～関越道とバスの旅です。
今回、配車の都合で予定していたよりランクの
高い車となり、快適なバスの旅でした。
企画の主目的である大同特殊鋼株式会社は、
1916 年の創業、特殊鋼をベースに自動車産業、

その後、昼食を済ませ、お煎餅の石田屋さ

航空機、船舶、IT 機器など様々な産業分野の発

んに立ち寄り、宿泊先の鬼怒川温泉ホテルへ。

展を支えています。その中でも渋川工場は 70

到着も無理な時間ではなく、ゆったりと温

年余りの歴史をもち、ジェットエンジンシャフ

泉を楽しみ、夜は懇親会で和やかな時間をすご

ト、船舶用バルブ、ガスタービンコンプレッ

せました。二度三度と湯に入り、翌朝もう一風

サーディスクなど専門性の高い技術が要求され

呂という方も多くいらっしゃいました。

る製品を製造しています。渋川の町中にありな

2 日目のハイライトである日光東照宮は、日

がら、世界最大級の特殊溶解炉をはじめたくさ

本の関東地方北部、栃木県日光市に所在する神

んのトップ技術が集約された工場でした。オー

社。江戸幕府初代将軍・徳川家康を神格化した

プンな部屋でまず会社の概要のレクチャーを受

東照大権現が祀られています。日本全国の東照

け、ヘルメットと見学用作業着を着用。アーク

宮の総本社的存在でありますが、正式名称は地

炉や再溶解炉から、プレス、NC旋盤、製品チェッ

名等を冠称しない「東照宮」
です。他の東照宮と

ク工程まで、2 グループに分けて見学いたしま

の区別のために、
「日光東照宮」と呼ばれること

した。普段では触れることも想像することもな

が多いそうです。また、その歴史は少なくとも

いような経験をいたしました。

源義朝による日光山造営までさかのぼる事がで

とうしょうだいごんげん

き、源頼朝がその母方の熱田大宮司家の出身者
を別当に据えて以来、鎌倉幕府、関東公方、後
北条氏の歴代を通じて、東国の宗教的権威と
なっていました。こうした歴史を背景に、徳川
氏は東照宮を造営したと考えられます。※参照ウィキ
ペディア
集合時間を決めての自由行動で、天候は雨
模様でしたが好天にはないしっぽりと情緒あふ
れる東照宮を楽しめました。
東照宮での昼食後の帰路は快適なバスの旅。
道路が意外に空いていたこともあり予定より早
く帰着し解散となりました。
なお文末になりましたが、このたびの未曾有
の大雨による被害に遭われた皆さまには心から
お悔やみ申し上げます。 （株式会社東美

高橋 記）
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支部
東印工組

活動報告
京橋支部

平成 27年度第1回研修会を開催
東京都印刷工業組合京橋支部（白橋明夫支部長）と京青
会（小澤潤会長）は、6 月 23 日午後 6 時 30 分から東京・
新富の日本印刷会館 2 階会議室で今年度第 1 回研修会を開
催しました。今回は都心に 1 都 3 県で 110 店舗を展開する
日本屈指の立ち食いそばチェーン
店「名代 富士そば」を運営す
るダイタングループ取締役副社長
の丹有樹氏を講師に招き、
「創業
43 年立ち食いのパイオニア『名
代富士そば』が歩んだ軌跡と世界

東印工組

への挑戦！」と題し、2
代目としての経営術を
学びました。
41 歳の丹講師は、
「安定的に右肩上がりに業績を伸ばした
いと誰もが思うことだが、世の中が動いている以上、安定す
るイメージで立ち止まってしまうのが一番のリスクになる。私
の中では安定するというのは、玉乗りしているピエロがその場
でうまく乗り続けること。土台（社会）が動く以上、自分も動い
てバランスを取らないと安定しない。失敗を恐れずチャレンジ
し続けることが大切」と、若手経営者らにアドバイスしました。

日本橋支部

平成 26年度定時総会、研修会、納涼会を開催
平成 26 年度定時総会開催
5 月 22 日（金）に箱根湯本
富士屋ホテルで平成 26 年度
定時総会を行いました。無事、
議案が可決されました。その
後、懇親会を行い、支部の結
束を一層固めました。

納涼会＜横浜クルージングと広東料理での懇親会＞

研修会＜ＡＮＡ機体メンテナンスセンター＞
7月2日（木）に支部員 15 名でＡＮＡの機体整備風景を
見学しました。 最初
に講習を受け、全員
ヘルメットをかぶり、
整備工場内へは入り
ました。 真近にみる
機体、機体の翼の真

製本組合

8 月 5 日（水）
、支部員
32 名参加、人形町からバ
ス 1 台で出発、一路横浜
へ。横浜ではマリンシャト
ルに乗船し、海風を感じ
ながらしばしのクルージン
グ。下船後、横浜中華街
へ移動して、
「金香楼」で懇親会。美味しい料理と紹興酒な
どを堪能し、バスで人形町へ戻り解散。会社の代表者以
外の参加も多くあり、とても有意義なイベントになりました。

京橋支部

○これまでの動き
★ 4月25、26日と6月27、28日
2 回に渡り断裁機安全特別講習が全国でも初めての試み
として支部主催で開催されました。座学を入船町会会館、
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下を通りながら、エンジンの大きさをみて驚きと感動。安
全性を守るため整備の必要性を感じました。裏方の仕事で
すが、実は、こういう仕事があっての華やかな表の世界が
あると感じました。整備工場見学後、羽田空港内で懇親会
を行いました。

実技を佐立支部長の
工場で行い、断裁業
務に携わる際に必要
な資格を参加者 21名
全員が取得しました。

★ 5月28日
コートヤード・マリオット銀
座東武ホテルにおいて支部
総会が開催され佐立支部長
の 2年目がスタートしました。
★ 7月3日、10日
本部主催でマイナンバー制をテーマにセミナーが行われ
支部からも12 名が出席
しました。当初 1回開催
であったものが、すぐに
定員に達したため急遽
2 回としたもので、関心
の深さを認識しました。
★ 7月22日
茅場町証券会館 7 階のホテルオークラ・レストランニホ

ンバシにおいて役員親和会の暑気払いが行われました。
新旧の役員が一堂に会し諸問題を話し合いました。
◆現在支部ではＨＰをリニューアル中です。京橋ＳＴＹ
Ｌｅ . ＴＯＫＹＯと題して今までにないＨＰを作ります。
単なる支部や企業の紹介にとどまらず、京橋の人 生
き様 人生 ＬＩＦＥ 生活であったり趣味や文化など
「パーソン・人」をキーワードに製本人の地位向上を目
指しています。ご期待ください。
★ 9月5日
京都支部主催の「全製工連全国大会」がＡＮＡクラウン
プラザホテル京都で開催されました。支部からも15 名
が参加し「製本産業ビジョンの実践手順書を活用して、
勝ち残る企業を目指そう」とする大会宣言が承認されま
した。当日は「我が社のいっぴん」と題した各企業自慢
の作品も展示されました。

東京グラフィックサービス工業会

コンパクトデジカメセミナーを開催！
7月29日（水）
、「プロのテクニック教えちゃいます！ コ
ンパクトデジカメだってイケてる商品撮影できます」セミ
ナーを開催しました。講師はプロカメラマンの梅田玲氏（梅
田フォトスタジオ・中央支部）で、25 人が参加しました。
梅田氏による撮影セミナーは 2 回目。今回は普通のオ
フィスの照明で、スマホやコンパクトデジカメで印刷に耐
えられる商品撮影をするという内容。本格的な設備がなく
ても、ちょっとした工夫で写り込みやハレーションを防ぎ、

商品の質感を捉え、高
級感やシズル感を出す
ことができるというノウ
ハウを教えていただき
ました。参加者は梅田氏の指導のもと、実際にさまざまな
ものを撮影して、プロのテクニックを体感しました。
セミナー終了後は同会場で軽食と飲み物の懇親会が開
かれ、質疑応答やカメラ談義が交わされました。

日本橋産業協会

野外バーベキュー会を開催しました
日本橋産業協会では、毎年野外でバーベキュー会を会
員相互の意思疎通の目的で開催しています。今回は大伝
馬町の十思公園で開催しました。災害時の給食訓練を兼

ねて楽しく和気あいあい
とお腹いっぱいいただ
きました。幸い天気も味方していただいて感謝しています。

NPO 法人地域の防災と町づくりを研究する会

中央区総合防災訓練に参加しました
平成 27年 9 月6日
（日）
に中央区総合防災訓練が行われ、
今年は箱崎公園をメイン会場に日本橋中学校 ･ 日本橋、有
馬小学校の防災拠点委員会が参加しました。
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、
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、避難者が発生したという訓練想定

で行われました。
NPO 法人地域の
防災を研究する会
では毎回家具類の転倒防止金具や飛散防止フィルムのブー
スを設け、町会の方々などに紹介をいたしております。
参加関係機関としては東京消防庁 ･ 警視庁 ･ 自衛隊 ･ 医
師会 ･ 歯科医師会 ･ 薬剤師会 ･ 水道局、･ 東京ガス ･ 東
京電力 ･ ＮＴＴ東日本などが参加しました。
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ハイテクセンター

ランチセミナー
ハイテクセンター・ランチセミナーは、3月 25日に第 10回目のセミナーが開催され、平成 26年度は好評
のうちに終了いたしました。
5 月 27 日に平成 27 年度の開講式が行われたのちに、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 27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。

第10回

落語にみる江戸庶民の生活

で害はない。例えば
講師
洗濯は、化学洗剤
瀧口 雅仁 氏
を使わず、
灰汁や米
（芸能史研究家、
恵泉女学園大学講師）
のとぎ汁で汚れを
落とすだけだ。江戸
江戸時代はエコな生活とコミュ
のゴミはほぼ出な
ニケーションが充実していた「エコ
ミュニケーションの時代」
であった。 い。出ようがないと
いう言い方が適す
江戸の下水道は、原則、生活排
るかもしれない。使
水のみで、かつ一人あたりの排水
える物はリサイクル
量は少ない。そ
され、最後まで使う。そして最終
の 量 は 現 代と
的に使用できなくなったものがゴ
比較しても大変
ミになる。また江戸は単身者が多
に 少 な い。 生
く、かつ火事が多かったため、私
活 排 水 は 川に
有する物を少なくし、レンタル業を
流され、そのま
積極的に利用して、皆で物を共有
ま浄化されるの
2015年3月25日
（水）
12：00〜

第1回

進化する東京駅

2015年5月27日
（水）
12：00〜
講師

野﨑

哲夫 氏

（
（株）
鉄道会館 取締役相談役、
（一社）
日本ショッピングセンター協会理事・
関東甲信越支部長）

現 在、 東
京駅では、周
辺 の 街と 一
体と な って
「東京駅が
街になる」を
開発コンセプ
ト に「TOKYO STATION CITY
（TSC）
」開発が進められている。
TSC は情報発信や文化機能を
持つ複合機能施設として整備が
進んでいる。今後の東京はオリ
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した。
そうした江戸のエコライフは現
代でも生かせるのではないだろう
か。私たちにとって、江戸時代の
暮らしの知恵が日頃の話のきっか
けや、生活のヒントになりそうだ。

ンピックも控え「品格ある都市づ
くり」が求められるが、駅前広場
完成後は丸の内駅舎前から行幸
通りを通り皇居へ向かう新任外国
大使の馬車送迎の復活も期待さ
れている。鉄道分野も北陸新幹線
や上野東京ラインの
開業等、日本の中央
駅として常に進化して
いる。なお、「駅」の
旧字は「驛」であり分
解すれば「馬、すなわ
ち交通」と「4 つの幸
せ、ショッピング、ホ
テル、情報、エンター
テインメントなどの各
種機能」
となる。

このような機能も進化させなが
ら、丸の内と八重洲、日本橋の街
をつなぐステーションシティとし
て地域と連携を取り、次の 100年
に向けて親しまれる駅として新た
な歩みを始めた。

平成27年度：第4〜10回ランチセミナー開催予定
回数

開

催 日

★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。
講

泉

師

麻人先生（コラムニスト）

テーマ／タイトル

東京昭和観光

第④回

平成27年９月16日
（水）

第⑤回

10月21日
（水）

笹原

宏之先生（早稲田大学教授）

漢字に託した日本の心

第⑥回

11月18日
（水）

中村

義裕先生（演劇評論家、日本文化研究家、前進座附属養成所講師）

気軽に楽しむ日本の古典芸能

第⑦回

12月9日
（水）

菅野

俊輔先生（江戸文化研究家）

百万都市江戸に暮らす武士たちの「エコ」生活

第⑧回

平成28年１月20日
（水）

織田

啓成先生（薬剤師・鍼灸師）

漢方と手のツボ健康法

第⑨回

２月24日
（水）

吉村

誠先生（駒澤大学教授）

仏教の「こころ」と「かたち」

第⑩回

３月16日
（水）

洞口

勝人先生（ファイナンシャルプランナー（CFP 日本FP協会認定））

金融機関では教えてくれない「金融資産運用設計」

※ 講師・セミナー内容等変更になることもございます。

第2回

アベノミクス 3年目の日本の政治経済を読む

2015年 6月24日
（水）
12：00〜
講師

大西

良雄 氏

（経済ジャーナリスト
（元
「週刊東洋経済」
編集長）
）

アベノミクスの成長戦略は効果
が出ていない。財政出動は財政
難と労働力不足で息切れしてい
る。大胆な金融政策も物価上昇率
が 0％近辺まで低下、2％目標に
はほど遠い。人口減少等で潜在成
長率がかなり
低くなってい
るためだ。
政府目標
の 2015 年 度
実質成長率は
住宅投資、設

第3回

備投資の回復を見
込 み 1.5 ％とな っ
ているが、円安の
急進展、食品値上
げ等で消費が伸び
ず 1％前後に止ま
るだろう。 景気が
冴えず日銀が望む
2016 年 度 前 半ま
での 2％物価目標
の実現は難しい。
怖いのは 2％目標実現が遅れ
日銀が量的緩和の出口を見失う
ことだ。景気に下押し圧力が掛
かる消費税の 2％追加再増税が
2017 年 4月に待っているからだ。
景気悪化を恐れ 17 年 4 月以降も

国際ニュースを読む

して、①早急に男女平等の実現に
向けて取り組み、少子化対策に結
安井 裕司 氏
びつける、②移民を受け入れ現在
（日本経済大学教授）
の人口規模を維持する、もしくは
日経新聞の FT 買収に対して、 ①と②を同時並行に行うことが考
海外メディアの反応は「経済的な
えられるが、いずれにせよ多難で
裏付けがない」と批判が多い。し
ある。
かし、日本は人口減少によって国
今年 7/13、EU はギリシャに対
内市場が縮小し、企業はグローバ
し、財政改革案を法制化し即実
ル化を余儀な
行することを条件に、金融支援を
くされている。 行う方針を決めた。金融支援を続
何もしなけれ
ける理由の一つは、海外金融機
ば、企業流出、 関が国債の大部分を購入してい
所得減少が必
るからだ。EU からの支援が続い
然となろう。日
てもギリシャの構造的な経済危機
本の選択肢と
は変わらず、ギリシャのエリートの
2015年7月29日
（水）
18：00〜
講師

量的緩和を続ければ日銀の国債
保有残高は異常に膨張、日銀に
対する市場の信認が失われる危
険がある。アベノミクスは量的緩
和の出口で大きなショックに見舞
われかねず、現時点で評価をする
ことは尚早である。

多くが移住するという現象も起き
ている。
「良い国」
を作らないと、国民も
企業も逃げてしまうということで
あろう。
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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
のバナーからも行けます。

