発 行／中央区工業団体連合会 〒104-0061 東京都中央区銀座 1-25-3 京橋プラザ３階 TEL. 03-6228-7906 FAX. 03-6228-7908

２０17年 9 月発行

41

No.

※写真は 2017 年宿泊研修の様子です。 詳しくは 7 ページをご覧ください。

P.2
P.3

P.4

目次

P.6
P.7
P.8

P.10

平成 29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 29年 4月〜平成 29年 9月
シリーズ／企業探訪第13回
「創業67年目の印刷屋が手がける、コミュニケーション・スペース『ふげん社』」
渡邊美術印刷株式会社
シリーズ／老舗企業に学ぶ 第 12回「
“日本の伝統を守り続ける老舗の和紙舗”
」
株式会社榛原
2017年宿泊研修報告
支部活動報告
ランチセミナー 平成 28年度第 10回・平成 29年度第 1回〜 4回講義内容／平成 29年度第 5回〜 10回開催日程

平成 29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 29年度の定期

その後、懇親会が開かれ小西副会長の司会

総会は、6月7日（水）
午後 5時より、銀座ブロッサ

の下、和気あいあいとした雰囲気の中、貴重な

ム7階・マーガレットにおいて開催されました。

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 28 年度の事業
経過報告（中庭副会長）
と収支決算報告（高橋会
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）
（高橋会計）
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
滞りなく終了しました。

“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

金山 智一 ☎ 03-3552-1855

会員数：112

“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

（公社）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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中田 逸郎 ☎ 03-6228-3900 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：44

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29年4月〜平成29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 29年 6月 7日（水）銀座ブロッサム マーガレット
議題 平成 28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 29年度事業計画（案）・収支予算（案）について
●常任理事会
第１回
議題

平成 29年 5月 18日（木）
平成 29年度定期総会について

●広報委員会
第１回

平成 29年 7月 3日（月）

●企画委員会
第１回

平成 29年 7月 6日（木）

他

●地域産業活性化検討小委員会
第１回 平成 29年 7月 12日（水）
議題 第 20回中央区産業文化展について
第２回 平成 29年 9月 27日（水）
議題 第 20回中央区産業文化展について
●産業文化展検討会
第１回 平成 29年 8月 8日（火）
第２回 平成 29年 8月 28日（月）
第３回 平成 29年 9月 19日（火）
●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 29年 5月 23日（火）
「資金繰り」の基本と「資金調達力」向上のポイント
講師 バックアップ会計事務所所長 税理士
利水 啓剛氏
第２回 平成 29年 6月 28日（水）
中小企業こそ取り組もう！働きがいのある職場環境づくり
講師 いいの経営労務管理事務所所長 明治大学大学院 経営学修士
特定社会保険労務士
飯野 正明氏
第３回 平成 29年 7月 21日（金）
具体事例で解説！事業承継対策のコツ
講師 公認会計士・税理士・行政書士 城所 弘明氏
第４回 平成 29年 8月 22日（火）
危ない取引先を見抜く与信管理の実務
講師 ナレッジマネジメントジャパン株式会社 代表取締役
与信管理コンサルタント 牧野 和彦氏
第５回 平成 29年 9月 19日（火）
「人材採用の最新動向」と「成功する採用活動の秘訣」
講師 株式会社ディスコ ビジネスソリューション事業部 副部長
●事 業
事業主・従業員宿泊研修
実施日／平成 29年 6月23日
（金）～ 24日
（土）
場 所／月岡温泉 「清風苑」
参加者数／ 23名
施設見学／井関新潟製造所
他

石塚

淳一氏
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シリーズ第13回

渡邊美術印刷株式会社

創業67年目の印刷屋が手がける、
コミュニケーション・スペース「ふげん社」
作者と鑑賞者を繋ぐ思いは、新たな出会いを生んでいます
渡邊美術印刷株式会社

代表取締役

関根 薫氏

北海道札幌市で創業した渡邊美術印刷株式会社は創
業 67 年の会社です。 印刷需要の厳しい状況の中、

社」の思いは、デジタル化によって疎遠になった人の
出会いの場作りでした。その思いは着実に人々に伝

関根社長が築地で始めた新たなチャレンジ「ふげん

わっています。

ています。時間を忘れるくらいゆっ

年に東京（中央区銀座8丁目）に

築地の隠れ家 ふげん社

くりとした空間で自分の好きな本

営業所を構え、1968年には埼玉

を読み、アート作品を鑑賞できま

に工場を作ります。高度成長期の

東京メトロ築地駅から徒歩3〜4

す。また落語や浪曲といったイベ

波に乗り大手企業からの仕事を受

分の場所に、とても居心地のいい

ントも開催しています。このユニー

けて成長していきました。関根社

カフェ（ふげん社）を発見しまし

クなカフェはどうしてできたのか、

長は先代の逝去にともない、1994

た。裏路地の少し細い道路に面し

大変興味が湧いてきましたので関

年から社長となります。

た雑居ビルの2階が隠れ家感を演

根社長、店主の関根さんに聞いて

出してくれます。「初めて来店いた

みます。

だける方で中々たどり着けない人
もいます。」店主の関根史さんが笑
顔で話してくれました。この隠れ家

創業 67年の印刷屋、
渡邊美術印刷株式会社

では、落ち着いた雰囲気の店内で

関根社長の代になると、バブル
崩壊後の低成長期、市場環境の
激変で先行き不透明な時代に入っ
て行きます。特に大きな影響を受
けるのは2000年代に入ってからで
す。デジタル化、IT 化に伴い、印

美味しいコーヒーを飲めるだけで

ふげん社は埼玉県さいたま市に

刷需要は減少し、今まで築き上げ

はありません。店内に入りますと、

本社を構える渡邊美術印刷株式

てきたものが価値がないかの如く

約5000冊の本が来店客を迎え、

会社が運営するカフェです。1950

取り扱われることに疑問を感じ、

壁に目を向けるとギャラリースペー

年に北海道札幌市で関根薫現社

事業の将来性を検討せざるを得な

スがありアート作品が自己主張し

長の父が創業した会社です。1960

い状況になっていきます。今後の
当社の役割、提供すべき価値は何
か、関根社長は考えました。

当社の強み、
好きこそ物の上手なれ
当社はデザインも含む美術出版
が強みです。立ち会いに1日かか
るなど、手間が掛かる作業であり
心を込めて作る必要があります。ア
▲店主の関根 史さん
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隠れ家の入り口▶

ナログの時代が残る人との関わり

が濃い分野です。利益を考えると
進んで行う分野ではないですが、
印刷の面白さを実感できる、好き
でないとできない仕事です。その
結果、多くの人から評価されること
や、歴史的な価値を認められ、全
国の図書館に納めることになると
最高のものを後世に残せたとして
喜び、全社員のモチベーションに
もなりました。作品としての印刷を
大事にしてきたといえます。

作者と鑑賞者を繋ぐ
コミュニケーション・
スペース「ふげん社」
前述の通り、デジタル化の進行

関根 薫社長

日約200冊の新刊が生まれていま
すが、その約半分近くの本は、返
品されている現実があります。

間の交流を生み出しています。
ふげん社では、積極的に情報発
信も行っています。ホームページ、

に伴い、 印刷需要の減少は避け

本の価値は何なのか？ 関根社

フェイスブック、ツイッターといっ

て通れません。デジタル化、IT 化

長は本を作る立場として、また読

たあらゆるＳＮＳを使い、メルマ

は便利であることは間違いないで

書家として疑問に感じていました。

ガ登録も1500名を超えています。

す。しかし、人々に無機質なもの

そこで、ふげん社では流行り廃り

ふげん社に集まってくる人、目

を届けている、疎遠になった人々

の本ではなく、長い命を持つ本を

的はバラバラです。仕事の前後に

を作り出していると感じるようにな

揃えています。

コーヒーを飲みに来られる方、落
語会だけ、演奏会だけに参加され

りました。そこで人々が集まれる

また、本だけではく、壁をギャラ

場所、出会える場所があればと思

リーとして使い、出会ったアーティ

る方、夏休みに集まる子どもたち、

い、2014年に先代の命日である

ストの絵や写真を展示しています。

展示会や築地コーナーの商品を購

11月22日ふげん社を作りました。

これは作家の思い、鑑賞者の思い

入される方がいらっしゃいます。ふ

子どもの頃から本が好きだった関

を繋げたいと考えているからです。

げん社で出会った方も多いです。

根社長は、スタート時1500冊を

その他、人々が出会い・集まれる

この場所（ふげん社）ができたか

揃え現在は5000冊にもなっていま

ことならなんでもチャレンジしてい

ら繋がり、ご縁ができました。

す。本選びにも拘りがあります。出

ます。トークイベント、落語、浪

版業界は少し特殊といえます。毎

曲、演奏会等を開催し、小さな空

これからのふげん社に
注目
関根社長のふげん社を立ち上げ
た思いは、確実に人々に伝わって
います。インターネットを活用すれ
ば、自宅を一歩も出なくても生活
することが可能です。便利になった
ことは確かでしょう。しかし、私た
ちは、多くの人たちと出会い、ご
縁をいただくことで本当の豊かさを
得ているのだと思います。ふげん
社との出会いで改めて大切なこと
を認識することができました。皆さ
ん今後のふげん社に注目です。
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シリーズ第 12 回
老舗の和紙舗

株式会社榛原

“日本の伝統を守り続ける老舗の和紙舗”
日本橋にのれんを掲げて二百年
文化三年（1806）に、初代佐助が日本橋に和紙小間物販

ミュニケーションツールの質を高めるこ

売店を開業してから今年で211年。中村達男現社長で七代目と

とや、便箋、うちわという生活の中の

なります。創業以来一貫して和紙を扱い、特に看板商品となっ

消耗品に、一流絵師の図案を取り入

た雁皮（がんぴ）紙は、滑らかで墨つきが良いと、文人・墨

れ、紙の温かさ、デザインの美しさを

客を中心に愛好されました。明治に入ると海外にも目を向け、

感じられるようにしました。この歩みは

ウィーン万国博覧会（1873）、パリ万国博覧会（1878）に和

「人々の生活と芸術を結ぶ」という考

紙を出品し、褒状を授与されています。また、郵政黎明期に

えが根底にあります。

▲榛原日本橋本店
中村陽子さん

官製はがきや罫付き便箋を作成し、手紙文化の発展に寄与し

その一方、大正に入り、産業の発展とともに工業計測記録紙

たといわれています。柴田是眞や、河鍋暁斎、川瀬巴水、川

のニーズが高まる中、創業以来の印刷技術を駆使し、大正8年

端玉章、竹久夢二などの絵師とも交流が深く、それらの図案を

（1919）に日本で初めて計測記録紙の製造に成功します。昭

用いた千代紙、便箋、うちわなどは時代を超えて人気のある商

和に入るとさらにその役割は大きくなります。戦後の成長期に

品です。現在も、全国に伝わる良質な和紙を扱うと同時に、木

対応すべく、昭和39年（1964）に計測記録紙の印刷工場を

版摺りの金封・便箋などの伝統技術を維持しています。

設け生産体制を強化しました。この新たな事業展開の結果、

ピンチをチャンスに
200年の歴史の中ではピンチが幾度かありました。特に大正
12年（1923）の関東大震災では、店舗が全焼し商品や貴重
な美術工芸品の大部分を失ってしまいます。しかし、起きてし
まったことはしょうがないと受け入れ、新たな一歩を踏み出す
機会と捉えました。震災7年後の昭和5年（1930）、近代的な
5階建の店舗になって生まれ変わります。今まで畳の上で見本
帳を見ながら商品を選んでもらう販売スタイルから、ショーケー
スを置いて、女性スタッフが接客をするという新しいスタイル
に切り替えたのです。当時既に創業120年を超える老舗企業で

根幹の和紙の販売を維持しのれんを守ることができました。
ここ20年の動きでは、情報化社会、IT 化の結果、工業記録
紙の需要が落ち込む中で、最近では伝統的な和紙が注目をさ
れ、生活文化の一部として見直されてきました。当社では、創
業以来の図案を基に現在も作り続けているオリジナルデザイン
の貸し出し、ライセンス事業も手がけるようになっています。
長寿の秘訣としていえることは、その時々人々が求めるもの
を打ち出すこと、お客様の喜ぶことを常に考え、社会の変化に
柔軟に対応することだと考えています。

社風とこれからのビジョン

したが、ピンチをチャン

老舗企業ならではの勤続年数の長い社員が多いです。番頭

スに変える革新企業とし

の星野氏は勤続60年という長きに渡り務め（現在も勤務）
、生

て新たにスタートしまし

き字引となっています。当社には定年後も活躍する社員が多

た。この考えは現代にも

く、60代、70代の社員が毎日元気に働いています。皆さん穏

引き継がれ、2年前に店

やかで人当たりの良い人ばかりです。

舗を新たにしています。

世相に合わせて得意分野を生かす
「日本の文化というものは、和紙とともに歩んできたといって
も過言ではない」先代（6代目）が残した言葉です。当社は
創業以来、紙を売る以上に社会情勢や流行に気を配り、お客

6

様に喜んでいただける紙の提案に力
を入れてきました。 手紙等、人々のコ

当社の扱っているものは、自分だけで楽しむものでなく、手
紙や金封という、お祝い、人生の節目の場面で、人と人を繋ぐ
商品といえます。これからも文化継承の場所として、人間関係
に温かさを添える紙小物を、美しい紋様と共に現代に届けたい
と考えています。
株式会社榛原

中央区日本橋 2-7-1 東京日本橋タワー
電話 03-3272-3801（代）

2017年宿泊研修
井関新潟製造所視察と
月岡温泉をめぐる
平成 29 年度の中央区工業主・従業員宿泊研
修は、6月 23日（金）と 24日（土）の 2日間、新
潟県三条市にある株式会社井関新潟製造所と、
｢ 磐越三美人湯 ｣ に数えられる月岡温泉、万葉
集にも詠われた由緒ある弥彦神社を訪れました。
工団連の会員企業から 23 名が参加し、大型
バスで午前 8 時に中央区役所前を出発しました。
首都高から外環道を抜け、関越道を行くバスの
旅でした。
昼食の後、燕三

した。さっぱりしたところで夕食の宴、豪華な

条の道の駅・燕三

お食事にアルコールもまわり、会員ののど自慢

条地場産センター

のカラオケも盛り上がりました。

に立ち寄りました。

2 日目は米どころ新潟の良質米と浄水の宝山

日本の優秀なプレ

酒造へ。おかみさんの案内で蔵の醸造の工程の

ス・鍛造・機械加工等による製品が、ゆったり

説明を受けたあと、

したスペースに豊富に出展されていました。

宝山酒造のいろい

その後は、株式会社井関新潟製造所「ISEKI

ろなブランドのお

Dream Gallery NIIGATA」へ。日本の農機具をけ

酒を試飲し、銘柄

ん引する ISEKI グループの中で、田植機、籾摺

ごとの味の違いを

り機、野菜移植機を中心に製造する工場を視察

楽しみました。

しました。ISEKIの理念や役割、歴史のセミナー

その後は弥彦神

を受け、プロダクトギャラリーでは最先端の農

社へ。古来より
「お

機具はもちろん、稲作における刈り取りから玄

やひこさま」の呼

米・白米になるまでの工程パネルや、田植え作

び名で県内外から

業を 360 度で見ら

厚い信仰を集めて

れるバーチャル

います。緑に包ま

疑似体験もできま

れた清々しい弥彦

した。工場内を 2

山を背景に神気溢

グループに分かれ、

れる杜にたたずむ社殿を参拝しました。

製品が仕上げる工

さらに、古くからの漁業の町・寺泊へ。今で

程を丁寧な説明を受けながら製造ラインを見学。

は海産物の店舗が軒を連ねる「魚の市場通り」
が

日本の農業の機械化・近代化に貢献するという

有名です。海鮮の昼食の後は、観光客や県外か

ISEKI の理念に沿った歴史と、これからの農業

らの買い物客でにぎわう通りのお店で日本海の

の発展に寄与する思いがよく伝わってきた視察

新鮮な魚介類のショッピングを楽しみました。

でした。

帰路は中之島見附 ICより関越道を走り、大き

宿泊は月岡温泉「清風荘」
。透き通ったエメラ

な渋滞にも合わず無事中央区役所前に到着。参

ルドグリーンの湯は肌に優しい硫黄泉、美肌効

加の皆さんは行きの荷物よりお土産で膨らんだ

果が評判です。大きなメインのお風呂と、風情

バッグを抱えての解散となりました。

ある露店風呂がバス旅の疲れをほぐしてくれま

（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 29年度 通常総会を開催しました
東京都印刷工業組合京橋支部は、5月18日午後6時から、銀
座6丁目のコートヤード・マリオット銀座東武ホテルで平成29年
度通常総会を開催し、28年度事業報告・収支決算報告、29年
度事業計画・収支予算
等を審議し、次期役員選
考委員の承認、いずれも
原案どおり承認されました。
冒頭、支部長挨拶では、
①支部員総活躍②情報
の共有③支部員増強④
親睦と相互扶助の4点に

東印工組

特化し注力してきました。今後、
残る任期もこの4点に絞り活動
し、支部の活性化と支部員の
減少に歯止めをかけ、支部員
増強に努めたいと挨拶しました。
来賓を代表し、東印工組常務理事・小野綾子氏、中央区長・
矢田美英氏より祝辞を頂きました。なお、総会後の懇親会では、
中央区工業団体連合会会長・森山照明氏、衆議院議員・辻
清人氏より祝辞を頂き、京橋支部顧問・水野雅生氏より長寿者
を代表し挨拶を頂き、
京橋支部顧問・田畠一彌氏の音頭で乾杯し、
歓談に移りました。

日本橋支部

定時総会が実施されました
6月9日、箱根湯本の富士屋ホテルにて平成28年度の定時総
会を実施致しました。
事業報告並びに、収支決算の報告、会計監査報告を行い、
青年部の事業計画の説明が成されました。
その中での中庭支部長の挨拶を抜粋致します。
平成28年度の経済は、緩やかな回復基調と言われてますが、
我々中小企業は、景気
動向は大きな回復の見
えない1年となりました。
中小印刷業界は、印
刷需要の減少、一層の
価格競争、印刷媒体の
相対的な媒体価値の

製本組合

記

青年部 株式会社コタム 田村巧次

京橋支部

製本組合では一般の人からは見えにくい製本業を知っていた
だき、業界のイメージアップに役立てる為にＰＲビデオを作成し
ました。一般の人にも分かりやすいように専門用語を廃しながら
製本を説明しています。収録時間は8分間で、工団連の関連業
界の方々にもご覧いただけるように準備しております。

○これまでの動き
★5月17日
京華スクエア「ハイテクセンター」
において支部総会が開催さ
れ、佐立支部長の4年目がスタートしました。総会終了後は会
場を八丁堀
「tamaya」
に移し懇親会が行われました。
★6月17〜18日
支部研修旅行が実施され、大阪のネット通販印刷を手掛けて
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低下、依然として先行きの視えな
い厳しい経営環境が続いています。
そのような中、東印工組本部
による組合員発展のためのテー
マ、＜志あふれる印刷産業へ＞期待される価値を求めてを掲げ
て支部員の発展に役立つ事業を推進してまいり、
日本橋支部は＜情報の発信＞、＜親睦＞を軸に平成28年度
事業目標に沿って事業推進致しました。
総会の後には、新旧顔ぶれが豊富な日本橋支部の親睦を深
めるべく、懇親会が実施されました。
大変賑やかな場にはなりましたが、情報交換もなされ有意義
な時間でありました。

いる北東工業株式会社
東大阪工場を見学しま
した。ネット印刷の仕組
みや行程を学びました。
★7月1日
横浜「ローズホテル横浜」
において商業印刷製本専門委員会
が開催されました。
「補助金・助成金の活用について」
の講演
会も開催されて全国から集まった方々と意見交換しました。京
橋支部では組合員の95％が商業印刷製本に所属しています。
★7月8日
全国に幾つかあった若手の組織を一つにまとめて発足した全
日本製本青年会の第一回大会が京都ホテルオークラで開催さ
れました。東京製本二世連合会の渡邊氏が会長に就任して新
たな青年組織の船出を宣言しました。

★7月20日
銀 座三笠会館
にお いて役 員
暑 気 払いが行
われました。恒
例の新旧 役 員
による 交 流 会
で、旧役員から
は貴重なご意見を伺い、現役員からは現状報告がありました。

○これからの動き
★9月13日
「5支部研修会」地域的な問題を抱える近隣の支部との恒例の
研修会です。交流を通して解決できる点も多く有意義な会と
なっています。
★11月18日
恒例の工場見学会は、今回は他業種の工場を予定しています。
ビール工場などが候補に挙がっています。

日本橋産業協会

城下町で学ぶ歴史と文化 日本橋産業協会バス研修
日本橋産業協会では、平成29年9月9日( 土）に毎年恒例と
なるバス研修旅行を実施いたしました。
今年の研修先は、房総の小江戸と呼ばれている千葉県大多
喜町といたしました。
大多喜町は、徳川四天
王の一人本多忠勝が大多
喜城を築城した歴史を持
つ町です。大多喜城の城
下町として栄え、江戸時代
から変わらぬたたずまいを

残す建物が点在しており、江戸・明治・大正・昭和と時の流れ
の中で伝え続けられてきた大多喜商人の心意気を学ぶことがで
きました。
千葉県立中央博物館の分館となっている大多喜城では、本
多忠勝をはじめ房総の歴史資料や文化財を見学。
天然ガス記念館では、国内で初めて液体状の天然ガスが発
見された町として天然ガスの開発や供給の歴史を見学。
各種研修見学先への訪問後は、養老渓谷の温泉宿へ移動し、
黒湯の温泉を楽しみ、鹿肉料理・あゆ塩焼き・湯葉料理等の
地場食材料理の懇親会で交流を深める事ができました。

東京グラフィックサービス工業会

老舗の蕎麦屋で納涼会を開きました
東京グラフィックサービス工業会・中央支部では、7月24日に
日本橋の藪伊豆総本店で納涼会を開き、会員の懇親と交流を
深めました。
参加者は12名、50年以上のキャリアの長老のような存在の超
ベテラン会員から、今まで支部活動を引っ張って来た幹部たち、
そして新支部長を中心とするバリバリの若いメンバーなど、今の
中央支部は3世代混合のとてもバランスのとれた形になっています。

7月後半の暑い月曜でし
たが、みな積極的に参加し、
藪伊豆総本店の老舗の蕎
麦でお酒もまわり、普段で
は交わせないような濃密な交流の時間を過ごしました。
東京グラフィックスでは、今後も多彩な企画で会員の活性化
の図ってまいります。

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が行われました
平成29年9月3日（日）に中央区総合防災訓練が行われ、今
年は豊海小学校で月島第一小学校 ､月島第二小学校 ､月島第
三小学校 ､佃島小学校 ､佃中学校 ､晴海中学校の防災拠点運
営委員会、防災区民組織・町会・自治会、が参加しました。
当日の午前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、
多くの区民が在宅であったことから、耐
震性の低い家屋の倒壊による脱出不能者、
家具の転倒による負傷者等が同時に多
数発生し、さらに20件の火災が発生した
という訓練想定で行われました。
NPO法人地域の防災と町づくり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。今回は備蓄品の試食もご紹介し
ました。こちらは大盛況で300人ほどの方が試食されました。日
頃からの備蓄への関心の多さを痛感いたしました。災害発生直
後は、支援物資が届くまで時間がかかることを想定し、最低3日
分（できれば1週間分）の水と食料を備えておきましょう。
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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15日に第 10回目のセミナーが開催され、平成 28年
度は好評のうちに終了いたしました。5 月26 日に森山会長により平成 29 年度の開講式が行われた
のちに、第 1回セミナーを開催いたしました。
毎回、多種多様なテーマと豊富な講師の方々をお呼びし、ランチとお話を楽しむ会が催されてい
ます。多くの会員の方々のご参加をお待ちしております。
※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

平成29年度：第5〜10回ランチセミナー開催予定
回数

開

催 日

講

師

テーマ／タイトル

第⑤回

10月25日
（水） 砂井

紫里先生（早稲田大学高等研究所・助教）

暮らしから学ぶイスラームと日本

第⑥回

11月15日
（水） 瀧口

雅仁先生（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師）

江戸っ子の好んだ季節の食べ物
～歌舞伎や芸能に登場する江戸庶民の味〜

12月 6日
（水） 山川

秀之先生（SOAソリューションズ代表国際きき酒師）

日本の國酒「日本酒」の楽しみ方

第⑦回
第⑧回

平成30年1月24日
（水） 三遊亭

兼好先生（落語家）

第⑨回

2月21日
（水） 笹原

第⑩回

3月14日
（水） Robert L. Plautz先生（翻訳家・エクステンションセンター講師）

第10回

宏之先生（早稲田大学教授）

兼築

信行 氏

（早稲田大学教授）

日本文化の本質は永らく継続して
いるものに顕れる。例えば日本語、天
皇、短歌があ
げられるだろ
う。では、短歌
とは何か。そ
れは、和歌の
完成形態と言
える。905 年

第1回

漢字にとって誤字とは何か
やさしい英会話～外国人と会話を楽しむ方法〜

短歌で分かる日本の文化

2017年3月15日
（水）
12：00〜
講師

笑門来福～落語に学ぶコミュニケーション術〜

に紀貫之が書いた古今和歌集仮名
序には、天地開闢以来和歌は発生
し、かつては文字数も定まらず、内
容も把握しにくいものであったが、ス
サノオノミコト以後、三十一字の短
歌が確立したと述べられている。短
歌の特質は、文字通り短い、短詩型
にある。漢詩を和歌に翻訳した大江
千里は、七言絶句中の一句を短歌
にしている。短い容れ物の中に、人
の心を盛ることができた。短歌のも
う一つの重要な特色に、ジェンダー
（性）をクロスするコミュニケーショ

ン・ツールだった点がある。ひらがな
は、女でも男でも読み書きできる文
字として 9 世紀後半に創出され、主
に短歌を書き記すことに用いられた。

世界遺産の光と影～映像を見ながら深く学ぶ世界遺産

ブ・シンベル神殿の移築をきっかけ
に、遺跡や建築物等を開発から守ろ
西村 正雄 氏
うという機運が生まれた。条約締約
（早稲田大学教授）
国が暫定リスト登録済の物件から世
世界遺産とは、1972 年のユネス
界遺産委員会に推薦すると、諮問機
コ総会で採択された世界遺産条約
関が調査を開始する。調査は厳格で
に基づき、世
あり、推薦の大半がこの段階で除外
界 遺 産リスト
される。遺産登録の増加に伴い、保
に登録された
護される価値とは、
「欧米の価値」で
「顕著な普遍
はないか、地理的に欧米に偏ってい
的価値」を持
ないかという疑問も生じ、遺産の価
つ物件である。 値を損なわないよう維持、管理する
エジプトのア
ことも課題となっている。戦争や観
2017年5月26日
（金）
12：00〜
講師
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光開発により遺産の価値が損なわ
れ、危機遺産と判断されるものも増
えてきた。しかし登録取消に至った
例は 2 件のみである（オマーンとド
イツの遺産）
。

第2回

心配とのつきあいかた～正確な予測力・強靭な回復力

2017年 6月14日
（水）
12：00〜
講師

島崎

敢氏

（国立研究開発法人防災科学技術研究所 特別研究員）

我々が感じているリスクと、実際
に存在するリスクの間には、ズレが
生じているこ
とが多い。た
とえば、 飛 行
機事故の確率
と、 空 港と自
宅との往復で
事故に遭う確

第3回

は科学的に計算された客観的リスク
を正しく評価し、
どう行動すべきかを
冷静に判断することが必要であると
考える。

軍事的工夫を探すのも面白い。姫
路城の場合、城下の街道を通って
大坂に向かう軍勢の監視が可能で
あったが、これは城が単なる住居で
はなく戦略的な役割も有していたこ
とを示している。戦国時代の築城時
は戦に備えた造りとなっていたはず
であるが、世の中が安定するにつ
れ、娯楽のための改修がされた場合
があるので、変遷の歴史をたどるの
もよいだろう。瓦や石材という城の
素材に、個性や地域性を見出す楽し
みもある。さらに、建物が取り壊され

ていても、土台であった石垣の積み
方、石材の種類から、石垣が作られ
た時期に思いをはせるという見方が
できる。

城鑑賞のコツ

2017年7月26日
（水）
12：00〜
講師

萩原 さちこ 氏

（城郭ライター・編集者）

城は、自分流で自由に楽しむこと
ができる。天守の美しさを鑑賞する
だけでなく、天
守にいたるま
で、あるいは
天守内部にお
いて、敵兵を
攻撃する為に
もうけられ た

第4回

率とを比較すると、客観的な確率は
後者の方がはるかに高いにもかか
わらず、飛行機の方が高リスクであ
ると感じる人は多い。また、リスクを
過小評価（客観的には危険であるの
に危険性は低い、安全だと思いたが
る）
、あるいは過大に評価（心配し
過ぎる）してしまうこともある。かと
いってリスクをゼロにしようとすると、
得られたはずのベネフィットが失わ
れる。何らかの行動をすること、あ
るいはしないこと、いずれにおいて
もリスクは不可避である以上、我々

世界一わかる柔軟性アップの仕組み

2017年9月13日
（水）
12：00〜
講師

中野ジェームズ修一 氏

（フィジカルトレーナー、
米国スポーツ医学会認定運動生理学士）

体が硬い（柔軟性が低い）人の
場合、さまざま
な不調が現れ
てくる。たとえ
ば、姿勢の悪
さで ある。 胸
の筋肉が硬く、
背中の筋肉が

弱いと前に引っ張られてしまうので
猫背になる。また、急に激しい運動
をした場合に肉離れなどの怪我をし
やすいので、普段からストレッチを
入念に行い、筋肉のバランスを整え
ておくことが大切。また、筋肉が硬
いと疲労しやすくなるので、少し歩
いただけでもすぐ疲れてしまう。その
ため運動量が減り、筋肉量がどんど
ん減る、さらに疲れやすくなるという
悪循環に陥ってしまう。
ストレッチを正しいやり方で、定
期的におこなえば、どんな体の硬い

人でも必ず柔らかくなる。体の硬さ、
ストレッチが必要な部位は人により
異なるので、自分に必要なストレッ
チを見つけ、無理なく、継続するこ
とをお勧めする。
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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 HPトッ
プページのバナー
からも行けます。

