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ホテルと浜名湖風景 全員揃って賑やかな昼食風景古刹・舘山寺 ロビー中心にエルトンジョンのポスター
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舘山寺・サゴーロイヤルホテル



2

　中央区工業団体連合会の令和元年度の定期

総会は、6月6日（木）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。

　中庭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30年度の事業

経過報告（境副会長）と収支決算報告（十文字会

計）、同会計監査報告（山本監事）が承認されまし

た。さらに、新たな役員の異動が承認され、令和

元年度の事業計画（案）（境副会長）と予算（案）

（十文字会計）も満場一致で承認されました。

　また、本年4月より中央区長に就任された山本

泰
た い と

人氏をはじめ、ご来賓の皆さまよりたくさんの

ご祝辞をいただき、総会は滞りなく終了しました。

　その後、和やかな雰囲気のなか懇親会が開か

れ、貴重な時間を持てたことをご報告申し上げ

ます。

“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：105

“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：40

“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　古畑武郎　☎ 03-5542-2121　会員数：29

伝統の技能、いま華開く
製本・日本橋
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：22

省エネ・イノベーションを展開
月島工業会
会　長　中西真進　☎ 03-4455-2500　会員数：15

“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　中田 逸郎　☎ 03-6228-3900　会員数：27

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

令和元年度定期総会が
滞りなく終了しました

▲山本中央区長
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工 団 連 の 動 き平成31年4月〜令和元年9月

●定期総会
　　令和元年 6月 6日（木）　銀座ブロッサム　マーガレット
　　　議題　平成 30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
令和元年度事業計画（案）・収支予算（案）について

●常任理事会
　　第１回　令和元年 5月 20日（月）
　　　議題　令和元年度定期総会について　他

●広報委員会
　　第１回　令和元年 7月 8日（月）
　　　議題　会報第 45号について

●企画委員会
　　第１回　令和元年 8月 19日（月）
　　　議題　令和２年度事業計画及び予算について　他

●各種講座・研修
　ハイテクセンター・ランチセミナー
　　　5頁に掲載

　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　令和元年 5月 8日（水）
～中小企業必見！知らないのはもったいない～　｢知って得する！中小企業の補助金活用法 ｣

　　　　　　　　講師　中小企業診断士　三好　康司氏
　　第２回　令和元年 6月 27日（木）

実例！中小企業の財務・資金繰り分析　～これだけ知れば「財務分析と資金繰り分析」は大丈夫～
　　　　　　　　講師　三尾会計事務所　代表　公認会計士　三尾　隆志氏
　　第３回　令和元年 7月 30日（火）

欲しい人材を探る！外国人材の雇用ポイントも伝授！　中小企業の人材採用対策セミナー
　　　　　　　　講師　株式会社求人　代表取締役　石塚　毅氏
　　第４回　令和元年 8月 21日（水）

聞いてもらえる！プレゼンが通る！　１分でわかりやすく説明する技術 ～数字・論理・話し方～
　　　　　　　　講師　ＢＭコンサルティング株式会社　代表取締役
　　　　　　　　　　　一般社団法人日本ビジネス数学協会　代表理事　　深沢　真太郎氏
　　第５回　令和元年 9月 18日（水）

ＡＩ時代の経営と暮らしのヒント　～中小企業が把握すべきＡＩの基本的な仕組み～
　　　　　　　　講師　経営コンサルタント　的場　成男氏

●事　業
　事業主・従業員宿泊研修

実施日／令和元年 6月21日（金）～ 22日（土）
場　所／舘山寺温泉　「サゴーロイヤルホテル」
参加者数／ 25名
施設見学／ヤマハ掛川工場　　他

東京駅八重洲北口から徒歩4分／日本橋駅から徒歩1分

「中央区ビジネス交流フェア2019」開催のご案内
ビジネス関係者向けに商材をPRしたい中小企業が数多く
出展しています。商取引の拡大を目指す事業者の方々、
是非、ご来場ください。

事前申込不要、入場無料、出入り自由です！
●場所：日本橋プラザ　展示ホール　（中央区日本橋 2-3-4　日本橋プラザビル 3階）
●参加企業の業種：飲食料品 ､印刷 ･広告、繊維・紙 ､伝統工芸 ､生活関連雑貨、	

IT・情報通信ほか、多岐にわたる業種の企業が 70社程度出展

開催日時
11月19日（火）

午前10時～午後4時30分

主催：中央区
共催：中央区しんきん協議会・東京都よろず支援拠点・特定非営利活動法人東京都中央

区中小企業経営支援センター・東京商工会議所中央支部・中央区工業団体連合会・
中央区商店街連合会

【問合せ先】
中央区商工観光課中小企業振興係
TEL.	 03-3546-5487
FAX.	 03-3546-2097
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神茂（かんも）の由来
お江戸日本橋にあった魚河岸は、お城と武家の台所を

賄い、余った鮮魚は庶民に売ってよいということになっ
ていたそうです。また幕府は「長崎俵物」とよばれる干
したアワビ・ナマコ・鮫ヒレの生産を奨励しており、江
戸湾から水揚げされる鮫の加工が盛んに行われたようで
す。これは遣唐使が交流する時代、中国で珍重される
交易品だったのですが、ヒレを獲った鮫は関西の料理
人から伝わった「あんぺい」という鱧料理の技法を使っ
て、最初は丸い半ぺんが作られました。その後贈答用
として折の中で座りの良い四角い半ぺんが作られるよう
になっていきました。始祖の神崎屋長次郎は明暦二年
に江戸にて亡くなっておりますが、十二代目が新右衛門
から茂三郎と改名して以来「神崎屋茂三郎」と名乗り、
ここに『神茂』の呼び名が生まれました。そして十五代
からは井上茂三郎を名乗ったものの戦争が激しくなって
くると統制下になり商売ができなくなりました。

大ピンチを知恵と行動力で覆す
第二次世界大戦終結後、十六

代の手で商いを再開したあとは、
戦後の経済成長の波に乗り、先
代井上茂三郎さんは昭和30年
代にデパート出店を果たし、平
成3年（1991）6月には『神茂
ビル』の建築竣工を達成しまし
た。ところが、折からの “バブ

ル経済崩壊” で情況はガラリと変わり、不動産を始めモ
ノの価値が失われてしまったのです。銀行など金融機
関は一斉に、貸付けに対する担保力が下がったといっ

ての返済請求等激化させたのです。不況でものは動か
ず当時ほとんどの中小企業は廃業か倒産かの経営危機
に陥ったのですが、神茂もご多分に漏れずその渦中に
あって困窮していました。次男で、当時他企業に勤めて
おられた当代の井上 卓

たかし

社長は、父親が体調を崩し、兄
は工場で製造に携わっていたので勤めを続けながら、
金融機関や行政との交渉にあたりました。すると多くの
矛盾や不条理が存在して弱者を苦境に追い込んでいる
ことが分かり、ここはハッキリと声を挙げるべきだと同じ
立場にある企業家に声を掛けて結集し『銀行の貸しハ
ガシ反対！』『中小企業を殺すな！』といったプラカード
を掲げ陳情書を持って、銀座から永田町の国会までデ
モ行進をし、金融庁長官に陳情するという活動を敢行し
たのです。これは当然ニュースとなり、公共放送 TVで
も取り上げられたので広く問題提起が知れ渡りました。

これを契機にいろいろな報道取材が入り、引き続き
その動向が注目されるところとなりました。債権者筋の
態度に変化があったことは言う迄もなく、結果適切な処
理がなされて事態を収拾することができたようだと井上
社長は述懐しています。そしてこの活動を通じて多くの
専門的知識人との交流が生まれ、そこで得た知恵と情
報の集積がこんにちの経営に活かされていると話されま
した。さらに言葉を次いで『私は、利益を追求するより
商いの継続を考えています。自分の代精一杯やってお
けば後に、あの時の人はスゴかったね！ と言われるで
しょう……』と笑っておられました。いま神茂では、娘
さん夫婦への事業継承が着実に進んでいるところです。
しかし次世代でまた何が起こるか想定できない不透明
な世の中ではありませんか！

シリーズ第15回

日本橋 神茂

有限会社神茂　代表取締役　井上　卓
たかし

 氏

平成の恐慌を乗り越えて、
330余年の“のれん”は今確実にバトンタッチ

❖はんぺんの味
ふわふわとして、舌に蕩ける魚の
旨味をもつ「神茂のはんぺん」は、
古くから料亭の高級食材としてもて
はやされ、宮内庁御用達の鑑札も遺る銘品です。神茂はかまぼこ、
ちくわなど多種多様の魚の練り物を製造していますが、はんぺんが
別格の人気を誇っているのはわけがあります。それは代々伝承され
たこだわりの製法です。かいつまんでご紹介すると、❶気仙沼漁港
など国内各地から新鮮なアオザメ、ヨシキリザメを取り寄せ、皮と血
合いを取り除いた一番肉を	❷一度だけ機械を使って絞り、筋を分離
して	❸塩、山芋、卵白などを混ぜ、石臼で摺上げる	❹再度漉して
滑らかにし	❺職人がむかしながらの手作業で木型に盛った摺ものを
叩く様に成形して気泡を閉じ込めてから茹であげるのです。（軽く炙っ
て、ウニを薄く付けて食べるのが最高！ と通人がつぶやいていました）

（原田啓治  記）

▲井上卓社長

▲むろまち小路の角地に建つ地上8階建ての神茂ビルは、地下に製造工場も持つ
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ハイテクセンター

ランチセミナー

2019年度：第4〜10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④回 9月25日（水） 須磨　章先生（元NHK世界遺産プロデューサー） “世界遺産”が語ること 〜名もなき人々の旅路〜

第⑤回 10月23日（水） 室山　哲也先生（元NHK解説主幹） 人工知能の光と影

第⑥回 11月20日（水） 中野 ジェームズ修一先生（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） 運動指導のプロが教える、医学的に正しい運動方法

第⑦回 12月11日（水） 菅野　俊輔先生（江戸文化研究家） 内蔵助の50日

第⑧回 2020年1月22日（水） 近藤　駿介先生（金融経済・資産運用評論家、元プロ・ファンドマネージャー） 金融市場から読み取る世界経済

第⑨回 2月19日（水） 瀧口　雅仁先生（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師） 時代劇のウソとホント

第⑩回 3月18日（水） 三遊亭　兼好先生（落語家） 健康第一・兼好一番 〜笑いで脳を元気に〜

※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

健康第一・兼好一番

年号の漢字

日本古代の仏像彫刻

宇宙の扉を開こう！ 
－見て、考えて、そして－

第10回

第２回

第1回

第３回

講師　三遊亭 兼好 氏　（落語家）

講師　笹原 宏之 氏　（早稲田大学教授）

講師　松原 智美 氏　（津田塾大学講師）

講師　柳川 孝二 氏　（JAXA社友、Koshoya2020代表）

2019年3月20日（水）

2019年6月26日（水）

2019年5月23日（水）

2019年7月24日（水）

落語家は本題の落語を話す前に、枕
というものを話します。枕を話すこと
で、その日のお客さんの反応をみる
ことができます。枕の題材としては季
節感なども盛り込めるとよいのですが、
なかなか知恵を絞らないといけません。

落語実演「桃太郎」（父親が子どもを寝かしつけようと
「桃太郎」の話をすると、逆に子どものほうから説話
的な解釈を聞かされることになります）、「禁酒番屋」

（酒令が出た武家屋敷に設けられた番屋をいかにし
て突破するか、屋敷の外にある酒屋の面々が知恵を
絞ります）。

5月から新しい年号、令和になりまし
た。今回は退位による改元となったこ
とで、喪に服す重い雰囲気がなく、改
元について活発な議論が行われまし
た。令和は史上初めて中国の書物では
なく、日本の『万葉集』を出典にとっ

たということで話題になりました。年号は以前は中国、
日本以外にも韓国やベトナムなど漢字圏の国や地域で
使用され、中には六文字の年号や皇帝自身でつくり
出した漢字を使用した年号まで存在しました。日本も
ゆくゆくは「まほろば」といった大和ことばや、「笹」

「辻」などの日本製漢字も年号に使用される時が来る
かもしれません。

日本の仏教美術は、６世紀の欽明
朝における朝鮮半島百済からの仏教
公伝以降、徐々に隆盛へとむかってい
きました。629年には初の天皇家によ
る寺（勅願寺）である百済大寺が発
願されています。次第に鎮護国家政策

により国家が仏教を保護するようになり、8世紀半ば
の東大寺の建立につながっていきました。日本古代
美術史において飛鳥・白鳳・天平と呼ばれるこの時
期（６〜８世紀）の仏像彫刻は、隋・唐からの影響
を受けつつ次第に写実的になっていきますが、天平
時代の末期には一度完成された写実性が崩れていき、
新様式が登場していくことになるのです。

直感的に想像できないほど広大で、
長い歴史のある宇宙を探る人間の活
動は、まだ始まったばかりである。日
本のHロケットやスペースシャトルな
どのトラブルのより少ないロケットの開
発、気象衛星による大きな視野と細か

いデータ収集を総合した地球観測、太陽系や知的生
物の可能性を探る宇宙探査、そして月面探査や宇宙
ステーションの長期滞在などの有人宇宙活動と多様な
種類の宇宙活動を繰り広げてきた。未来における宇
宙開発は、実用的なものから夢物語のような計画まで
存在するが、何か一つでも興味のある分野をみつけ
て宇宙開発を応援してもらえればと思う。

　ハイテクセンター・ランチセミナーは、3月20日に第10回目のセミナーが開催され、
平成30年度は好評のうちに終了いたしました。5月23日には森山会長により令和元年
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。
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京橋支部東印工組

日本橋支部東印工組

賑やかに「7月拡大幹事会」が行なわれました

定時総会と納涼会、定例役員会を開催しました

令和元年7月11日( 木 )、八丁堀の「一汁三菜イタリア
〜の」にて28名で拡大幹事会が開催されました。

まずは、田畠義之 副支部長より乾杯の挨拶がなされ、
歓談へと進みました。

今回の会場は担当幹事の十文字明雄 副支部長がラン
チでも利用されているお店で、ランチ時のガッツリサラダ
が一押しとのこと。これがちょっと驚くくらい野菜の種類が
豊富で立派なサラダ
の様です。

店内は洒落た感じ
のイタリアンですが、
奥の壁にはウルトラ
マラソンのゼッケン
やサインが並び体育

会系の気配を感じます。当日のメニューは、イタリアで修
行したアスリートフードマイスターのシェフが創る身体に
効くをテーマにボリューム満点でした。

また、くじ引きの景品もヘルスケアグッズが多数用意さ
れ大変盛り上がりました。

今回も各地区の方々と親睦を深める事ができ、とても楽
しい拡大幹事会でした。

支部　　活動報告

東京都印刷工業組合日本橋支部は、古畑支部長体制と
なって2期目を迎えております。当体制期間中は、「楽し
い会」にする。との支部長マニフェストの通り、楽しい時
間をみんなで共有することに注力しています。

定時総会は、5月31日に箱湯本にて執り行われました。
4次会までほぼ全員参加という驚異的な会合となりました。

定例役員会では、スマホアプリの勉強をしました。皆さ

ん少しレベルアップした模様です。
8月に実施された納涼会では、隅田川を周遊する納涼

船を楽しんだのちに、初の試みである日本橋三越屋上の
ビアガーデンにて、BBQを楽しみました。

青年部主体となって肉を焼きましたが焦がしてしまうな
ど少々不備はあったものの、楽しくそれぞれで美味しい肉
を堪能することができました。記　青年部 株式会社コタム 田村巧次

○これまでの動き

★4月9日
本部主催で働き方改革セミナーが開催され「年次有給

休暇の使用者時季指定の義務化」や「同一労働同一賃
金に関する規定」の講習を受けました。尚理解を深める
ために、秋には支部主催でもセミナーを開く予定で、関
心の深さを感じました。

京橋支部製本組合

▲定時役員会（みんなでスマホアプリの研究） ▲三越屋上 BBQビアガーデン▲定時総会 ▲納涼会隅田川納涼船
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日本橋産業協会では5月25日11時より人形町「魚久」
にて開催された令和元年度総会は、小川会長の開会の辞
で始まり、事業報告、収支決算報告、会計監査報告等が
行われ満場一致で承認されました。 

その後、令和元年度事業計画、収支予算について説
明が行われました。

引き続き懇親会が開催され、多数のご来賓より祝辞を

いただき、また演芸・落語を鑑賞しながら盛会の内に終
了しました。 

6月22日には会員の親睦を目的としてバーベキューが
行われました。会員はもちろん、来賓やゲストも参加され、
ビール、肉や野菜などをいただきながら楽しく交流し過ご
すことが出来ました。

日本橋産業協会

令和元年度総会、親睦を深めるBBQを行ないました

NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会

楽しく学べる中央区防災訓練に出展
令和元年9月1日（日）中央区総合防災訓練が行われ

ました。メイン会場である明正小学校と越前堀児童公園
では、町会や消防、警察、自衛隊などが連携した救助・
消火活動の演習が行われました。

また、防災関
係機関による展
示ブース、防災
体 験 で は 起 震
車による地震体
験 や 初 期 消 火
訓練、伝言ダイ
ヤル体験、そし
て非常時にベン

チが炊出しとして活用できる「かまどベンチ」の講習会や
炊出しの試食など参加者が楽しみながら見学や体験がで
きる訓練となりました。

NPO法人地域の防災と町づくりを研究する会では、今
回も家具類の転倒防止説明や非常食・最新の消毒用品・
消火剤の販売、そして恒例の「ホネプロン」の実演を行
いました。

★4月23日
湊コミュニティールームで健康診断が行われ、78名が受
診しました。がんの早期発見にも貢献しています。
★5月29日

京華スクエアにおいて支部総会が開催され、佐立支部
長の3期目2年目がスタートしました。森山工団連会長に
もご臨席を賜りご祝辞をいただき、総会終了後は会場を
八丁堀「TAMAYA」に移して懇親会が行われました。
★6月21日

京橋商業印刷製本部会の総会と懇親会が長崎料理の銀
座吉宗（よっそう）で行われました。京橋支部は95％が
商業印刷製本部会に所属していますのでさながら支部
総会のようでした。
★7月6〜7日

HP委員会の若手組合
員による研修旅行が仙
台で行われました。有限
会社田口製本所様での
工場見学では、東日本
大震災の時の模様や原
状回復までの話をお聞

きして大変勉強になりました。
★7月19日

日本橋の「能登」で役
員 親 和 会 暑 気 払 い
が開催され、支部長
経験者４名を含む新
旧の役員が一同に顔
を合わせて意見を交
換しました。歴代の
役員からは100周年
事業への協力と貴重な助言をいただきました。

○これからの動き

★11月には支部主催の工場見学と働き方改革セミナーが
企画されています。

　本部では既に行われているセミナーですが、未だに理解
に不十分な所も有り、同じ講師の方をお呼びして支部単
独でセミナーを開催することになりました。

　又、「新規事業参入への取り組み」を既に実施している
同業者の体験を学ぶセミナーも予定しています。▲仙台での工場見学

▲「能登」での役員親和会暑気払い

◀︎かまどベンチ



壮大な浜名湖に面し、屋上露天風呂からの眺望
は絶景でした。また、山側に隣接して曹洞宗の
古刹舘山寺があります。

2 日目の 22 日（土）は、ホテルから 30 分ほ
ど移動して、土地の名物「うなぎパイ」の製造
工場を見学しました。このお菓子は昭和 36 年に
生まれ、相当の企業努力によりこんにちの確固た
る名声を築いたことは有名で、手づくり感を守っ
た製造ラインを見ることができました。

浜松といえば航空自衛隊基地。日本の空の護
りの中心地です。ここに「浜松広報館エアパーク」
があり、新旧多種多様の航空機、ヘリコプターの
実物がズラリと一堂に展示されていて、その状景
は実に壮観でした。
またテーマ館には
新型のジェットエン
ジンや機体の展示
説明のほか、未来
の航空機とその役
割など考えさせる展示もありました。

昼食は焼津のさかな家で摂り、また浜松西 IC
から東名高速を使って往路と逆順で東上し午後 5
時、区役所前に無事帰着しました。

（相談役　原田啓治　記）

「令和」になって初の宿泊研修は、楽器やバイ
クなどの製造で名高い静岡県浜松市方面を周遊
してきました。参加者は少なめながら、まとまっ
た雰囲気で和気あいあいの楽しく、意義ある内容
でした。

穏やかな天候に恵まれた 6 月 21 日（金）早
朝、区役所前に集合した総勢 25 名は大型バス
で東名高速をひた走り海老名 SA 〜富士川 SA を
経て掛川 IC のそばで昼食を摂った後、グランド
ピアノを作っているヤマハ掛川工場を訪問しまし
た。8 万坪の広大な敷
地に各工程別の大きい
生産棟が整然と立ち並
び、玄関ロビーには豪
華なピアノと楽器群が
ズラリ。エルトン・ジョ
ンのパネルも飾られていました。そして案内され
た工場内では、数年がかりで原木の確保、調整
し、ざっと 1 万点におよぶ部品の殆どを自社内で
加工・組立てているとのこと。そして 100 年を超
える “美しい音づくり” の現場は、オートメーショ
ン部分は少なく、職人の五感と伝承された高度
な技術で入念に調律するので出荷まで 2 〜 3 年
かかるそうです。

見学後、再び東名高速に乗って浜松西 IC で降
り、美しい夕日がウリの浜名湖畔・舘

か ん ざ ん じ

山寺温泉
に着きました。宿泊先のサゴーロイヤルホテルは

2019年宿泊研修
グランドピアノ製造工場と

自衛隊の浜松エアパークを見学

▲和気あいあいのバス車内

▲レアもののグランドピアノを眺める会員

▲ヤマハ掛川工場

▲うなぎパイ製造工場外観

▲手作り感があるうなぎパイ ▲うなぎパイ製造ライン

▲名機ゼロ戦も展示（エアパーク）

※欄外右側の▶印は 2 穴開けのセンター位置です。


