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No.

今 年は 第

２０16 年 3 月発行

回へそ 展 開 催の 年で す ！

19

2015 年作品 「佃の春」／熊谷昭紀氏／佃

2015 年作品 「波除と水神社神輿競演」／品川明雄氏／築地市場

2015 年作品 「海上公園」／能登正俊氏／晴海
表紙写真提供：中央区観光協会（中央区観光写真コンクールより）
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平成 27年度中央区中小企業工業関係者表彰式
工団連の動き 平成 27年 9月〜平成 28年 3月
シリーズ／企業探訪第 10回「区民の皆様の安心と安全のために地域の防災を担う」
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
シリーズ／老舗企業に学ぶ 第 9回「三味線づくりに 100年の歳月を刻む」
ばち英
2016年は第 19回へそ展開催の年です！
支部活動報告
ランチセミナー 平成 27年度第 4回〜 9回講義内容／平成 27年度第 10回・平成 28年度第 1〜 10回開催日程

平成 27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 27年度表彰式は、
平成 28年 2月 18日（木）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、従業員（勤続 20 年以上）2
名、（勤続 10年以上）5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。

“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：26

“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

山納 茂治 ☎ 03-3533-5311 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9月〜平成28年3月

工 団 連 の 動 き

●新年初顔合せ会
平成 28年 1月 13日（水） 銀座ブロッサムジャスミン
●常任理事会
第２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

38名出席

平成 28年 3月 8日（火） 中央区商工観光団体合同事務局会議室
平成 28年度定期総会について
平成 28年度事業計画（案）
について 他
平成 27年 12月 15日（火） 中央区商工観光団体合同事務局会議室
工団連会報（第 38号）
の企画・編集

●地域産業活性化検討小委員会
第１回 平成 27年 12月 1日（火） 中央区商工観光団体合同事務局会議室
第 19回中央区産業文化展について 他
第２回 平成 28年 1月 14日（木） 中央区商工観光団体合同事務局会議室
第 19回中央区産業文化展について 他
第３回 平成 28年 3月 18日（金） 中央区商工観光団体合同事務局会議室
運営委託業者プレゼンテーション・決定について 他
●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 27年 10月 27日（火）
あなたの会社をブラック企業と呼ばせないために 労務管理の基礎知識
講師 特定社会保険労務士 假谷 美香氏
第７回 平成 27年 11月 24日（火）
地域課題解決は地域資源発掘から ～コミュニティビジネスと言う視点と広報のありかた～
講師 早稲田エクステンションセンター講師 柳田 公市氏
第８回 平成 27年 12月 14日（月）
女性視点でマーケティング・経営を成功させる ～サステイナビリティ・マネジメントの真髄～
講師 朝日エルグループ会長・ＮＰＯ法人「仕事と子育て」
カウンセリングセンター副理事長 岡山 慶子氏
第９回 平成 28年 2月 23日（火）
10年後も生き残る企業の「人」
と「組織」
の育て方 ～経営目標の「達成できる上司」
×「達成できない上司」～
講師 一般社団法人日本リーダーズ学会代表理事
リーダーズアカデミー学長、早稲田大学講師 嶋津 良智氏
第10回 平成 28年 3月 23日（水）
心の健康づくりで業績向上を目指そう ～あなたもゲートキーパーになりませんか？～
講師 精神科医師 松本 俊彦氏
●異業種交流会
平成 28年 2月 23日（水）
コーディネーター （株）
エッグスコンサルティング代表取締役

東條

裕一氏

●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 28年 1月 25日（月） 区役所 8階 大会議室 154名受講
テーマ 「2016年の日本と世界経済を占う」
講師 エコノミスト・ＢＲＩＣｓ経済研究所代表 門倉 貴史氏
●事 業
（1）
「工団連会報」
の発行
①第 37号平成 27年 9月発行 ②第 38号平成 28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 28年1月19日
（火）区役所 8階 第 5会議室
②表 彰 式／平成 28年 2月18日
（木）
銀座ブロッサム マーガレット
従業員 7名
（勤続 20年以上：2名、10年～ 19年：5名）
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シリーズ第 10回

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

区民の皆様の安心と安全のために
地域の防災を担う
地球に優しく区民の目線にたった町づくりを目指す
境

孝司氏

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

中央区内の中小建設会社の集まりでありました中央
建設業協会を発展的に解散し、中央区を中心に防災・

耐震等を会員で研究し、区民の皆様に安全な町づく
りの情報を提供するＮＰＯ法人です。

建設会社が中心と
なって設立

です。現在の会員は法人会員 21
社、個人会員 4名です。
この法人は、中央区区民その他

研究会の大きな役割

一般市民の安全と災害に伴う防

設立当初の研究会の活動は、単

特定非営利活動法人地域の防

災の対策等やそれに伴う町づく

発的な中央区のイベンや年に 1 回

災と町づくりを研究する会（以

りを研究し、それに関連する情報

9 月に開催される総合防災訓練に

下、研究会）は、昭和 30年代から

等を一般市民及び公共機関に提

参加する程度でありましたが、平

存在していた中央建設業協会を

供する事業や、建物等構造物の豊

成 23 年 3 月に発生した東日本大

解散し、平成 20年 3月に設立され

富な知識を活かし、安全な施設等

震災で大きく変化します。大震災

ました。

の管理運営業務の事業の立ち上

は首都東京の機能を麻痺させま

現理事長の境孝司氏（萬世建設

げ、一般市民の気持ちを大事にし

した。あらゆる交通手段は停止

株式会社取締役）は、前理事長吉

たサービスを心がけ、安全な社会

し、道路には帰宅困難者が溢れま

田外喜雄氏（株式会社徳祥代表取

の実現に寄与する事を目的とし

した。避難所や路上で寒さと不安

締役会長）から引き継いだ二代目

ています。

を抱えながら一夜を過ごした人
も少なくありません。この震災か
ら中央区、区民の意識が明らかに
変わりました。東日本大震災の被
害をはるかに超えると予測され
ている首都直下型地震がいつ起
きてもおかしくない状態だとも
いわれています。この様な状況の
中で、中央区の主導のもと研究会
の果たすべき役割は大きいとい
えます。

研究会の主な活動内容
前述の状況により、平成 23年か
境 孝司氏
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らの研究会の活動は大きく変化

しました。中央区と防災協力協定
を結び、中央区工業団体連合会の
会員となり、中央区からの依頼に
より建物の耐震緊急調査を実施
しました。中央区内にある住宅か
らビル 18,000 棟を 5 カ年計画で
▲耐震フェア会場の様子

調査（ヒビ割れ、傾き具合等）を行
いました。
その他にも、耐震相談会を月 2
回第一・第三土曜日（13 時〜 16
時）に中央区内 2 箇所で開催して
います。対象は区民です。
「自宅の
耐震は大丈夫だろうか？」といっ

▲耐震フェア開催告知チラシ
耐震構造の建造物（右）
と通常の建造物の▶︎
模型。 地震が発生した時の揺れ方の違い
を見ることができる

た区民の不安に対し、専門知識を
もった人員を派遣しています。場
合によっては、現地を確認するこ
ともあります。区民は無料で相談

有事の際に備える

応急手当の指導方法を考えてい
たところ、風船を心臓に見立てて
胸骨と肋骨を表示した透明のビ

いつ発生するかわからない有

ニールシートを訓練用人形の上

事には、平時の際の準備や心構

に装着する方法を思いつき、試行

これらの活動は、中央区耐震促

えが非常に重要となります。研

錯誤の上、手作りの応急手当教材

進協議会（以下、協議会）が主催

究会では会員に対して、心肺蘇生

「骨プロン」
を作りました。
「骨プロ

しており、本研究会の他に、一般

や AED の使い方、けがの手当な

ン」は実際の心臓の位置がわかり

社団法人東京都建築士事務所協

ど、応急手当を習得できる「救命

やすく伝えられることが特徴なの

会中央支部及び公益社団法人東

技能認定」の取得を推奨しており

で、胸骨のどの部分をどのように

京中小建築業協会中央支部が参

ます。咄嗟の時にも対応できるよ

押すと、心臓からの血液が送りだ

加しており、中央区の主導のもと

うにと今から準備しておく必要

されるのかが一目でわかるため、

3 団体が専門知識と独自の技術ノ

性を強調されています。

ができるので研究会は幅広く安
心と安全を届けています。

「AED の使い方」や「心肺マッサー

ウハウを活かし協力しあいなが

また、研究会個人会員の和田智

ジの方法」を一般の方に効果的に

ら区民にサービスを提供してお

恵子氏が作成した「ほねプロン」

伝えることが可能になりました。

ります。

は応急救護訓練等に用いる補助

「一見単純だが、あわてている

協議会が主催する活動には、年

具として好評を得ています。日本

時になかなか心臓の場所はわか

2 回開催している耐震セミナーも

橋消防団である和田氏が、日頃

らないので大事な取組」と、アイ

あります。直近では、2 月 27 日

から子どもたちにもわかりやすい

デアとそれを用いた救命救護訓

に月島区民センターで開催され

練への取組みが高く評価され、平

ました。マンションの耐震化（長

成 27年度消防防災科学技術賞「優

寿命化）と「建替え」というテーマ

秀賞」を獲得されています。

で、それぞれのメリット・デメ

これからの研究会の
ビジョン

リットを説明しました。また耐震
補強中のマンションの理事長の
体験談を聞くなど、区民のニーズ
に則したセミナーを実施してい

現在は、中央区内の活動なの

ます。起震車体験もできましたの

で、幅広い範囲（東京都）での啓蒙

で地震の恐ろしさを実感するこ

活動をしていきたいと考えてお

とができました。これも全て無料

ります。そのためにも他地域との

で提供しています。

連携の必要性を感じ進めていき
▲ほねプロン

たいと思います。
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シリーズ第 9 回
三味線作り

ばち英

三味線づくりに100年の歳月を刻む
伝統の技術をいまに伝える
大正 6年（1917年）に下町情緒が濃い人形町・甘酒横
丁で、初代の小林英太さんが三味線作りを生業とするお
店「ばち英」を開業しました。2代目・小林英二郎さんの
後を継ぎ、今は小林英介さんが 3代目として100年の暖
簾を守り続けています。
英介さんご自身は小さいこ

道具の仕込みや組み立て、皮張りなど、職人の聴覚や

ろから職人さんたちが立ち働

触覚の経験なしにつくることはできません。一朝一夕に

く世界の中で育ち、20 代の

習得したり機械に任せることはとても難しいものです。

ころから確かな技術を引き継

ばち英三代目の英介氏は力説します。

ぎ、伝統に裏付けられた三味

「三味線を弾ける方は、年々減少しています。そもそも

線作りを今に伝えています。

が三味線に触れる環境がぐっと減っているのです。この

「ばち英」は三味線の製造・

ままでは、日本の伝統文化の伝承が危ぶられます。

販売のほか、皮の張り替えや

例えば歌舞伎ひとつとっても、華やかな役者さんだけで

調律などのメンテナンスも行ない、いまでは数少なくなっ

は舞台は成り立ちません。たくさんの裏方と一つになって

てしまった伝統技術を伝承しています。

きらびやかな世界が成立しているのです。

▲小林英介さん

さまざまな職人技を集めて
つくられる三味線
三味線は数多くの部品から組み立てられます。本体と

私がお願いしたいのは、小学校の音楽教育の中で必
須授業として、三味線にふれる機会を設けていただけな
いかということです。
みなさん、三味線に難しいイメージをもっていません
か？ 子供が自転車をおぼえたり、
キャッチボールを自然

なる胴、棹（長唄用の細棹、清本などで使われる中棹、

とできるように、三味線も触れる機会さえあれば必ず身

義太夫や津軽三味線として知られる太棹）
、音色に重要

体でおぼえられるものです。そして野球でホームラン打っ

な天神、さまざまな素材で作られるの糸巻、張り方に熟

た、サッカーでゴールを決めた、それと同じように簡単

練を必要とする皮、正絹が主体に使われる糸、目的に応

な童謡でも自分で三味線を弾けたという感動が入り口に

じて材質も大きさも異なる撥、小さな部品でも重要な役

なって、日本の伝統文化が受け継がれていくのではない

割の駒などなど、細かな部品のひとつひとつが、それぞ

でしょうか。

れの職人さんの手仕事でつくられています。

もう5、 6 年で熟練の職人さんたちがいなくなってい

ひとつでも仕上がりが悪いといい音はできません。

きます。400年の伝統をもつ歌舞伎も、裏方からみれば

新しくつくられた三味線、もう100年近くも音色を奏で

今、消滅に向かっていると危惧しています

続けている三味線。どれも数年ごとに皮を張り替えたり、

行政や地方自治体、歌舞伎界のえらい方々に、小学生

各部品を細かくメンテナンスしながら、大切に使われる

教育の一環として三味線を組み込んでいただくことを真

日本を代表する弦楽器といえます。

剣にお願いしたいと思います。
」

存続の危機にある日本の技
職人の技の集大成ともいえる三味線ですが、年々つく
れる方の高齢化が進むうえ、伝承する若い人材の不足
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で、三味線文化のゆく末は危機を迎えています。

小林氏は静かな語り口のなかに熱いメッセージを込め、
三味線を通して日本の伝統文化、伝統芸能をとりまく切
実なお話を聞かせていただきました。
三味線

ばち英

中央区日本橋人形町 2-10-1
電話 03-3666-7263

2016年は

第19回へそ展
開催の年です！

第 39号では直前速報を
ご紹介します！乞うご期待！
中央区産業文化展「へそ展」が、10月30日から

11月1日の3日間にわたり開催されます。

この「産業文化展」は、中央区の代表的な地場産

統工芸など中央区の代表的産業をひろくご紹介し、

より一層の振興を図る目的で1年おきに開催される
文化展です。

昭和 55 年以降、今回で19回目を迎えます。毎

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

回さまざまなテーマが設けられ、それに沿って産業

な繊維産業、さらに異業種交流や現代に生きる伝

ます。

る建設産業、今日的な情報産業やファッショナブル

団体や事業所が、日頃の取り組みをご紹介いたし

入 場 第19回中央区産業文化展（へそ展）
2016年10月 30日（日）・31日（月）・11月1日（火）
無 料 午前10時〜午後 6時（30日のみ午後5時まで）
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
※写真は第 18 回へそ展会場の様子
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支部
東印工組

活動報告
京橋支部

約 4年ぶりに合同新年会を開催しました
東京都印刷工業組合京橋支部と日本橋支部は１月 28 日、
東京・新橋の第一ホテル東京で合同新年会を開催しました。
約４年ぶりの合同新年会は家住英樹日本橋副支部長の司
会で進行。金山智一京橋副支部長が開会の辞を述べ、京橋・
日本橋の両支部長が年頭のあいさつに登壇しました。
白橋京橋支部長は「両支部に
は計 154 社が所属している。各
個が持つ知恵や勇気、歴史や伝
統を合流させ、情報を共有するこ
とが我々の前進できる唯一の方法
である」と話しました。
中庭日本橋支部長は「中央区
ほどビジネスチャンスが眠ってい
る場所は無い。勇気と力と気合で、必ず仕事を盛り上げてい
こう」と呼びかけました。
来賓を代表して、矢田美英中央区長が「印刷・製本は中
央区の地場産業にして基幹産業である」
、森山照明中央区工
業団体連合会会長が「区内産業発展には京橋・日本橋支部
の皆さんの協力なくしては不可能だ」とそれぞれ謝辞を述べ
ました。

製本組合

京橋支部

○これまでの動き
★ 10月14日
女性センターブーケ21においてマイナンバー制度のセミ
ナーが開催され 26 名が参加しました。講師は（株）フォー
バルのセキュリティ部門の専門家に依頼しました。
★ 11月28日
工場見学会を毎年実施いてい
ますが、今年はカレンダー製
本の（有）興雄社を訪問しまし
た。当支部ではタンザック様式
の製本を行っている事業所が
ないために機械や行程が珍し
く参考になりました。
★ 12月3日
錦糸町東武ホテルにおいて商業印刷製本部会の全体会
議が開催されました。IOS 研修評価機構の神田氏を講師
に招きマイナンバー制度のセミナーも同時開催されました。
★ 12月16日
「銀座アスターお茶の水賓館」に置いて組合本部の理事
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関連代表謝辞では真茅久則富士フイルムグローバルグラ
フィックシステムズ㈱社長が「お手伝いをさせていただきな
がらも、われわれ関連業者も、前へ、挑戦を続けていきたい」
と抱負を述べ、松川昭義京橋支部相談役の乾杯発声で開宴
となりました。
宴会の最中には、駆けつけた辻清人衆議院議員が「東京
の地場産業を私もしっかりと支えて行かせていただく一年にし
たい」と抱負を語りました。
アトラクションとしてバイオリン・ギターの演奏、両支部青
年会の進行による福引抽選会を催すなど、会場は大いに盛り
上がり、寿里美貴雄日本橋支部常任幹事の中締め、古畑武
郎日本橋副支部長の閉会の辞でお開きとなりました。

幹事の合同忘年会が開催され、当支部からは支部長始
め出向理事、監事 4名が出席しました。
★ 1月15日
「製本新春のつどい」が東京ドームホテル
にて開催され、当支部からは 18 名が出席
しました。席上利き酒大会が行われ、前
支部長の橋本氏が 3位になりました。
★ 1月20日
支部新年研修会が銀座東武
ホテルにて開催され、矢田
区長、森山工団連会長にも
ご臨席を賜りました。

○これからの動き
5 月下旬に銀座ブロッサムにおいて支部総会が開催され、
役員改選が行われます。
9 月上旬に全製工連の全国大会が今年は東京にて開催さ
れます。

東京グラフィックサービス工業会

「
“Youtube×印刷物”
マーケティングの秘訣」
セミナー
を開催しました
10 月 7 日、東京グラフィックスは中央支部主催のセミ
ナーを開きました。
講師にYoutube マーケティ
ングコンサルタントとして活
躍 する鈴 木 健 二 氏を 迎え、
30 人が印刷と動画の組み合
わせをお客様に提案するノウ
ハウを学びました。
Youtube は新しいプロモー
ションメディアとして注目さ
れています。
動画の重要性とメリット、
Youtube の最適化と Google

との相関関係、印刷物と動画の相性など、中小企業だか
らこそ活用できる集客・売上アップの仕組みを解説してい
ただきました。
新しいお客様の獲得はもちろん、既存顧客の深耕営業
にもとても強力なツールだということで、参加者も自社の新
しい切り口としての気づきを得ました。

日本橋産業協会

2 ヶ月に1回意義深い会合を開いています
2 ヶ月に 1 回会員が集まって、日本橋の将来を話しあっ
たり、ゲストをお招きし近隣の変化を解説していただいた
り、若い夫婦や赤ちゃんの生活環境などを説明していただ
いています。
講話をお聞きするうちに、現在の日本橋の現況があぶり

だされ、永く居住している会員が納得して、この会合の意
義深さを実感しています。
講話ののち、ゲストにこまかな質問をしてあっという間
に時間がすぎて解散になってしまうので、再来月を楽しみ
に家路に着きます。

NPO 法人地域の防災と町づくりを研究する会

首都直下地震に備えた耐震フェアを開催
首都直下地震から建物の被害を防ぐため、どのように耐
震をすればよいのか、皆様の疑問にお答えし耐震化を促進
していただくために、中央区では耐震促進協議会を運営し
ています。
NPO 法人地域の防災と町づくりを研究する会も加盟して
いる耐震促進協議会では 2016 年 2 月 27 日に耐震フェア
を月島特別出張所で開催しました。
会場では耐震相談窓口を設置し、建築の専門家や区の

職員が建物に関する相談
や助成制度についてお答
え致しました。免震・耐
震 工 法の違いがわかる
振動実験やパネルの展示を行ったり、分譲マンションの耐
震化と建替えを検討する比較セミナーや耐震補強を行う分
譲マンション管理組合理事長の体験談及び現場見学会も実
施。木材を使った時計の作り方教える子供のための工作教
室の他、免震構造の揺れが体験できる起震車に乗って大地
震時に免震構造建物はどのように揺れるのかを体験してもう
ことが出来ました。
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ハイテクセンター

ランチセミナー
平成 27年度ハイテクセンター・ランチセミナーは、好評のうちに終了いたしました。3月 16日に開催され
た第 10回の内容は次号でご紹介します。
平成 28 年度は、5 月 25 日から来年の 3 月 15 日まで全 10 回のセミナーを予定しています。毎回、多種多
様なテーマと豊富な講師の方々をお呼びし、ランチのあとたっぷりお話を聞き、終了後も質問が飛びかうなど
盛り上がった会が催されています。多くの会員の方々のご参加をお待ちしております。

第4回 東京昭和観光
2015年 9月16日
（水）
12：00〜

講師

泉

麻人 氏

（コラムニスト）

昭和 31 年の中央区全図を見ると、「銀座」を真
ん中に「銀座西」と「銀座東」
に分かれており、ほとんどの
幹線道路には都電が走って
いた。今日でも現存する「和
光」は、銀座通りで昭和初期
から唯一残っている建物であ
る。明治始めの大火後の銀座
通りは、レンガの街並みが売

りだったが、関東大
震災で崩壊し、ビル
に建て替わった。震
災は、それまでの街
が壊れ、新たな街づ
くりをする契機となっ
た。近年では、古い
建物を借りて小料理屋を営むなど、歴史や環境を再
利用する動きもあり、東京の街の良い傾向だと思う。

第5回 漢字に託した日本の心
2015年10月21日
（水）
12：00〜

講師

笹原

宏之 氏

3000年以上前に中国で作られた漢字は、日本各
地の言語の表記に使用され、
独自の発展を遂げている。
花の「バラ」は、
「薔薇」
・
「バ
ラ」・「ばら」のように、 表 現
する文字の選択が可能である。
また、誰かが作った当て字で
も日本人の心を捉えたものは、
「真面目」
「秋桜」のように辞

（早稲田大学教授）

書に掲載され、つい
に文部科学省も動か
すといった可能性が
ある。日本特有の多
様な文字体系を持つ
漢字は、政治や経済
にまで深く影響するこ
とさえあり、
「日本らしさ」が表れるとても興味深いも
のである。

第6回 知っているようで知らない日本の古典芸能
2015年11月18日
（水）
12：00〜

講師

中村

義裕 氏

古典は、例えば芸能だけではなく、文学など他の
ジャンルにも使われている言
葉だ。歴史上では江戸時代ま
でを古典としているが、芸能
の面で見れば、大正時代まで
を古典として良いのではない
かと個人的には思う。
平家物語は、語り物として
の文学であり、芸能であるとも
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（演劇評論家、日本文化研究家、前進座附属養成所講師）

言える。琵琶法師が
内容を語り、文字が
読めない人が耳で聞
いて覚え、やがて人
形浄瑠璃や歌舞伎の
題材として残っていく
という道筋を辿って
いる。日本の古典芸能を広めたことに、住所不定の
漂泊者が大きな役割を果たした。

平成27年度：第10回ランチセミナー
回数

開

催

日

平成28年度：第1〜10回ランチセミナー開催予定
講

師

テーマ／タイトル

第⑩回

平成28年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」

第①回

5月25日
（水）

笹原

宏之先生（早稲田大学教授）

日本人と漢字

第②回

6月22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）

知っているようで知らない「日本の伝統文化」
（質問制）

第③回

7月27日
（水）

望月

雅士先生（早稲田大学講師）

71年前
（1945年）
の今ごろ、
起こっていたこと〜敗戦を目前にした日本について考える〜

第④回

9月14日
（水）

今尾

（一財）
日本地図センター客員研究員）
恵介先生（地図研究家、

地図で読む鉄道

第⑤回

10月26日
（水）

吉野

孝先生（早稲田大学政治経済学術院教授）

アメリカ政治と大統領選挙

第⑥回

11月16日
（水）

菅野

俊輔先生（江戸文化研究家）

徳川家康vs真田幸村

第⑦回

12月 7日
（水）

瀧口

雅仁先生（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師）

江戸の町の危機管理〜長屋の防犯・防災対策〜

第⑧回

平成29年1月25日
（水）

織田

啓成先生（薬剤師・鍼灸師）

漢方と顔のツボ健康法

第⑨回

2月22日
（水）

吉村

誠先生（駒澤大学教授）

聖地でたどるブッダの生涯と思想

第⑩回

3月15日
（水）

兼築

信行先生（早稲田大学教授）

和歌と伝統文化

※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

第7回

百万都市江戸に暮らす武士たちの「エコ」生活

2015年12月9日
（水）
12：00〜

講師

菅野

俊輔 氏

百万都市江戸に占める町人地の割合は 2割程で、
そこに50 万人以上が住む
ため、町の裏店を長屋建築
にしなければならなかった。
結果、必要な物以外は持た
ない、持っている物は大事
にするという江戸型エコ生
活を信条とするようになる。
江戸の町は繁華となり、色々

（江戸文化研究家）

な需要が生じたため、
下級幕臣の労働力に
目をつけた。幕臣の
多くは無役で、役に就
きたくても容易に就
けず、
また役に就いて
も生活は苦しかった。幕臣は植木の育成や物作りな
ど町から声がかかり、その結果、エコ生活を受け入
れ、苦しい生活が助かったのだった。

第8回 漢方と手のツボ健康法
2016年1月20日
（水）
12：00〜

講師

織田

啓成 氏

漢方では、局所の不具合は、からだ全体の問題
によるものと考える。なぜ不
具合が出たか、からだ全体
から局所を把握すると、全体
との関連性が見えてくる。こ
れを、その人の体質、また
は証（しょう）
と呼ぶ。外部に
症状が出たら、薬を飲むの
ではなく、その人の証を見

（薬剤師・鍼灸師）

つけ出し、ツボを押
してからだに治させ
るようにすることが
大切だ。例えば、内
臓の問題によって脊
髄が歪み、骨盤が歪
み、首に不具合が出
る。このとき、中指の背中の第一関節から第二関節
にかけて1分間軽くさすると、浅い歪みがとれる。

第9回 仏教の「こころ」
と「かたち」
2016年 2月24日
（水）
12：00〜

講師

吉村

誠氏

仏教は、紀元前 5世紀頃にインドに生まれた釈尊に
始まる。紀元 1世紀に誕生し
た仏像は、全身で仏の教え
を表している。釈迦如来の
施無畏印と与願印は、いず
れも
「布施」
を表している。観
音菩薩は、衆生の苦悩の声
を観じ、自在に変化して救う
という。つまり、自分を救っ

（駒澤大学教授）

てくれた人は観音で
あり、自分も人を救え
ば観音である。観音
信仰は、自分が他人
とのかかわりあいの
中で存在すること、す
なわち「縁起」を悟る
ことにもつながるのである。これが、仏教が 2000年
以上も続く理由であろう。
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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。

