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2009年度作品「春らんまんの隅田川」
大川麻里氏／2009年 4月撮影／撮影地：隅田川テラス

2018年度作品「佃の春」
星野幸一氏／2018年 3月撮影／撮影地：住吉神社

今
年
は
第
21
回
へ
そ
展
が
開
催
さ
れ
ま
す
！

▲2016年度作品「春のトイスラー記念館」吉田啓子氏／2016年 4月撮影／撮影地：聖路加病院

2018年度作品「重厚感×たおやかな色合い」
今井好美氏／2018年 3月撮影／撮影地：三井本館

◀︎2018年度作品「満開の街角」田所俊一氏／2018年 4月撮影／撮影地：京橋
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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　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
※令和元年度をもって中央区工業団体連合会を退会されます。

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

　中央区と工団連による令和元年度表彰式
は、令和2年2月20日（木）銀座ブロッサム・
マーガレットにおいて、中央区長山本泰人氏、
工団連会長森山照明氏により表彰状ならびに
記念品が授与され、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、事業主（就任20年以上）
2名、従業員（勤続20年以上）6名、（勤続10
年以上）5名。
　表彰式のあとは記念撮影を行ない、隣接の
会場にて祝賀懇親会が開かれました。

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。

令和元年度中央区中小企業工業関係者表彰式

受賞者代表で謝辞を述べる株式会社スサトの壽里美貴雄氏
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工 団 連 の 動 き令和元年9月〜令和2年3月

●新年初顔合せ会
　　令和 2年 1月 9日　銀座ブロッサム ジャスミン　　39名出席

●常任理事会
　　第 2回　令和 2年 3月 9日（月）中央区工業団体連合会事務局会議室

　　　議題　令和 2年度定期総会について
令和 2年度事業計画（案）について　　他

●地域産業活性化検討小委員会
　　第１回　令和 2年 1月 16日（木）中央区工業団体連合会事務局会議室
　　　議題　第 21回中央区産業文化展の実施について
　　第２回　令和 2年 3月 17日（火）中央区工業団体連合会事務局会議室
　　　議題　第 21回中央区産業文化展の実施について

運営委託業者プレゼンテーション・決定について

●各種講座・研修

　ハイテクセンター・ランチセミナー
　　　5ページに講義内容を掲載

　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　令和元年 10月 10日（木）
～中央区ビジネス交流フェアにもいかせる～　｢事例から学ぶ成功する販路開拓のコツ ｣

　　　　　　　　講師　中小企業庁　委嘱　東京都よろず支援拠点チーフ・コーディネーター
中小企業診断士　金綱　潤氏

　　第７回　令和元年 11月 26日（火）
キャッシュレス化との付き合い方

　　　　　　　　講師　一般社団法人 日本キャッシュレス化協会代表理事
東洋大学経済学部教授　川野　祐司氏

　　第８回　令和元年 12月 20日（金）
中小企業経営者のための～生産性を向上する～「仕事の渋滞解消」

　　　　　　　　講師　株式会社人材育成社　取締役　芳垣　玲子氏
　　第９回　令和 2年 2月 14日（金）

アドラー心理学に学ぶ自立型人材の育成法 “ほめない・叱らない・教えない”人材育成とは？！
　　　　　　　　講師　有限会社ブレイン・アソシエイツ代表取締役　　石渡　明氏

　中央区ビジネス交流フェア2019
　　令和元年 11月 19日（火）　日本橋プラザ 3階展示ホール・会議室

　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

　　令和 2年 1月 21日（火）　区役所 8階　大会議室　52名受講
テーマ 　 2020年　日本経済の今後の展望について

　　　　　　　　講師　同志社大学大学院ビジネス研究科教授　浜　矩子氏
●事　業
　　（1）　「工団連会報」の発行

①　第 45号  令和元年9月発行
②　第 46号  令和2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／令和2年1月22日（水）　 中央区工業団体連合会事務局会議室
②　表　彰　式／令和2年2月20日（木）　 銀座ブロッサム マーガレット

事業主　 2名
従業員　11名（勤続 20年以上：6名、10年～ 19年：5名）
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東京に来たら、ぜひ江戸前鮨を
「全国各地、その風土を映した様々な鮨がありますが、東
京日本橋へ来たらぜひ『江戸前鮨』を楽しんでください」
と、蛇の市本店五代目当主の寳井英晴さんは口元をほころ
ばせます。
日本橋北詰めの室町1〜
２丁目界隈は江戸の昔から
続く名店老舗が連なることで
有名ですが、ここ2〜30年の
間に大規模な再開発が進ん
で、街並みは殆ど巨大なビ
ル施設に吸収統合され風情
は一新してしまいました。さ
らに、その昔繁華な魚河岸
の中心地域だった現むろまち
小路の東側もここ数年で大変貌を遂げるようです。
ご他聞にもれず、蛇の市本店も10年ほど前、大型施設に
吸収かそれとも立ち退きかの岐路に立たされました。当時
五代目は、常連のお客様の来店風景を思い浮かべ、この
街並みの中にこそ暖簾を掲げ続けたいと決意したそうです。
従って当初から、どれほど好条件でもビルに呑込まれるのは
よしとせず、父である四代目・孝二さんとも相談して、近場
に店を移そうとすぐに行動を起こし、何と同町内で12〜3軒
先という（1丁目6-7から12-10へ）稀少な物件を確保、さ
らに数年かけて建築設計を進め、この程ついに地下１階・
地上５階建て鉄筋コンクリート造りの白い瀟酒なビルを完成
させたのです。粋な風情の店内には、前の店から移してき
た伝来のツケ台やネタ箱が化粧されて新店の中央にぴたり
と収まっています。明治22年（1889）屋台寿司から始まっ
て連綿と五代131年目、大きな節目の快挙です。

シリーズ第15回

老舗の江戸前鮨 蛇の市本店

2020のビッグチャンスに新店舗を開く！
“変えずに替えていく”
それが130年ブレない味の継承
蛇の市の味の特色

はまずシャリにあります。
砂糖は使わず酢と塩だ
けで調製、米は現在能
登の無農薬米を使用。
次に、４種の醤油で味
が千変万化するといわ
れます。①生醤油、②煮切り（ネタに塗る）、③土佐醤油、
そして④「煮詰め」これは通称ツメといって、アナゴの骨・
脂を砂糖、醤油で煮詰めたタレで、長年注ぎ足し継ぎ足し
してきたもの。これらを基本とした鮨づくりが “しごと／ワ
ザ”として決してブレることなく130年以上受継がれてきまし
た。世代ごとにネタの工夫や商いの形に進化はあったもの
の、独特の味は守られているのです。
英晴さんは言います「昔の米、塩、酢は今ありません。そ

こで、伝統の味を守るには “変えずに替えていく” ことが大
切です。常により良い選択をして上をめざします。もし、材
料の一つでも適当な替え方を3回したら、適当な味に変わっ
て二度と元には戻れないでしょう」。

“六代目”が名乗りを挙げた！？
老舗に限らず、後継者不在で店の継続が危ぶまれる例が

多い昨今、蛇の市本店には嬉しい出来事がありました。つ
い先頃2月の某日、英晴さんのご長男（18歳）が「いろい
ろ考えたすえ、鮨やになる。大学進学をやめて料理学校へ
行く」と言い出して、何と翌日の大学入学手続きをキャンセ
ルしたのです。「好きなアメフトは大学でなくとも趣味として
続けられる。調理師になるなら今しかない」と。英晴さんは
「店を継ぐように話したこともないのに、本当に驚いた。し
かし嬉しい事です」と喜びを隠せない様子です。そして「こ
れから時間を掛けて、ご先祖から連綿と受継がれてきた味
の資産と伝統の技法、それと商いの精神をしっかりと受け渡
していかなければなりません。後で六代目が思いのままに
商いができるよう、出来るだけの支度をしてやりたいと思っ
ています」と目を細めていました。	 原田啓治 記

株式会社 蛇の市本店 東京都中央区日本橋室町 1 丁目 12 番 10 号
電話 03-3241-3566

▲五代目の寶井英晴氏

▲「魚がし蛇の市」と書かれた100年以上も昔の
屋台時代から使われているネタ箱は今も現役。

▲▶
瀟洒な雰囲気の
真新しいビル外観
と落ち着いた店内
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ハイテクセンター

ランチセミナー

第4回

第7回

第5回

第8回

第6回

第9回

　2019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18日に開催された第10
回の内容は次号でご紹介します。
　2020年度は5月27日から来年3月24日まで全10回
のセミナーを予定しています。

　豊富な講師の方々による多種多様なテーマで開催される
セミナーは、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毎回にぎやかに行われています。
　多くの会員の皆さまのご参加をお待ちしております。

2019年度：第10回ランチセミナー／2020年度：第1回〜第10回ランチセミナー開催予定
回数 開　催　日 講　　師 タイトル
第⑩回 2020年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〜
第①回 *5月27日（水） 中野ジェームズ修一先生 （米国スポーツ医学会認定運動生理学士） 健康生活に必須な運動・栄養理論
第②回 6月24日（水） 山川　秀之先生 （ガストロフーズ東京代表、国際きき酒師） 日本酒の魅力を探る
第③回 7月29日（水） 関口　和一先生 （株式会社日本経済新聞社 客員編集委員） デジタル革命と日本の戦略
第④回 9月9日（水） 室山　哲也先生 （元NHK解説主幹） 自然災害と社会
第⑤回 10月28日（水） 小和田　泰経先生 （静岡英和学院大学講師） 本能寺の変を検証する
第⑥回 11月18日（水） 須田　哲夫先生 （元フジテレビ エグゼクティブアナウンサー） 報道キャスターが語る“話題のニュース”の見方
第⑦回 12月16日（水） 滝川　哲也先生 （時事通信社編集局・解説委員） 箱根駅伝の今昔と功罪
第⑧回 2021年1月20日（水） 瀧口　雅仁先生 （芸能史研究家、恵泉女学園大学講師） 江戸の暦と庶民の四季の暮らし
第⑨回 2月17日（水） 笹原　宏之先生 （早稲田大学教授） 明治・大正・昭和・平成の150年間に変化した漢字
第⑩回 3月24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〜

＊5月27日は開講式も行ないます。　※原則：水曜日。　※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

お茶の間で親しま
れてきた時代劇です
が、細部をみていくと、
実際の江戸の生活と
は異なるところがあり
ます。例えば居酒屋

にテーブルはありませんでしたし、十手
を持ちながら追いかけるということもあり
ませんでした。時代劇はわかりやすさを
重視した、「江戸時代らしいもの」として
ストーリーを楽しむべきものなのでしょう。

講師　瀧口 雅仁 氏
（芸能史研究家、恵泉女学園大学講師）

2020年2月19日（水）

時代劇のウソとホント金融市場から読み取る
世界経済
2020年1月22日（水）
講師　近藤 駿介 氏

（金融経済・資産運用評論家、
元プロ・ファンドマネージャー）

2020年世界の金
融市場から大きな注
目を浴びるであろうイ
ベントは、何と言って
もアメリカ大統領選挙
だ。トランプが大統領

になってからアメリカ市場は好調を維持
しており、再選失敗こそがトランプリスク
だといわれるほどだ。ヘッジファンドが弱
体化し市場構造が変化する中、楽観視
できない状況が続くだろう。

江戸に着いた大石
内蔵助一行は、今の
コレド室町付近にあっ
た宿屋に潜伏し、十二
月十四日に上野介が
屋敷へ帰った確証を

得て、その日の夜に討ち入りを決行しま
す。その後泉岳寺に向かう際も永代橋か
ら汐留まで中央区内を通っています。お
近くの忠臣蔵ゆかりの地を訪ね、思いを
馳せてみるのはいかがでしょうか。

講師　菅野 俊輔 氏
（江戸文化研究家）

2019年12月11日（水）

内蔵助の50日

運動指導のプロが教える、
医学的に正しい運動療法
2019年11月20日（水）
講師　中野ジェームス修一 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）

糖尿病には食事
療法だけではなく、運
動療法も非常に有効
です。特に食後血糖
値が上がっている30
分を目安に運動する

と、血糖値を下げ、余分な脂肪をつけ
ずにすみます。世の中が便利になるとよ
り運動量が少なくなっていくことが予想さ
れます。運動と食事の食べ方を工夫して、
健康に暮らしていきましょう。

AIと聞くと万能のも
ののように思えてしま
いますが、現段階で
は、過去に例のない
ことに関しては対応
が難しい。車の自動

運転の実現にもAIの力が欠かせません
が、法的な面などにおいては課題がま
だまだ残されています。今後AIが人間
にとってどのように役に立つ存在になる
かは、我 自々身にかかっています。

イングスタッドがい
なければ「ランス・オ・
メドウ」が人々の興味
を惹くことはなかった。
化石愛好者がいなけ
れば「メッセルピット」

はごみ処理場になっていた。あの「ナス
カの地上絵」もマリア・ライへがいなけ
れば今に残っていないだろう。一生をさ
さげた名もなき人々のおかげで、これら
の世界遺産と出会うことができる。

講師　須磨 章 氏
（元 NHK世界遺産プロデューサー）

2019年9月25日（水）

世界遺産が語ること
〜名もなき人々の旅路〜 人工知能の光と影

2019年10月23日（水）
講師　室山 哲也 氏

（元 NHK解説主幹）
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京橋支部東印工組

日本橋支部東印工組

令和２年「新春のつどい」を開催

青年部の勉強会と役員会の忘年会および新年会

2020年1月30日に東京都印刷工業組合京橋支部の令和最
初の「新春のつどい」が、第一ホテル東京で開催され、約120
人が集いました。
挨拶に立った金山智一支部長は昨年を振り返り、「京青会が

40周年を迎えられた御礼」に続き、「総会で地区合同の促進を
指摘され、京橋・銀座地区および新富・築地・入船地区では
すでに合同地区会が開かれおり、残された湊・八丁堀地区、月島・
新川地区についても合流を推進するものと考えている。」と、地
区活動活性化に向けた再編の意向を示しました。また、「東京オ
リンピック・パラリンピックや働き方改革などの課題は山積みだが、
この変革・変化をピンチと捉えるよりも、『ピンチをチャンスに』
を合い言葉に乗り越え、組合員数の増強、各地区の強化を図り
たい。」と意気込みを示し、協力を要請しました。

ご来賓からのご祝辞では、まず山本泰人中央区長より「IT化、
IoT技術の進化によって紙による伝達が今後どのように変わって
いくのか大きな課題かと思うが、紙の文化は恐らくなくならない
し、共存の流れが続くと思う。皆さんの仕事が新しい時代に向け、
次の活路をつくりながら進んでいくことを祈念する。」と激励をい
ただきました。
続いて森山照明中央区工業団体連合会会長は「夏のオリンピッ

ク・パラリンピックでは、昨年のラグビーワールドカップ以上の賑
わいが見られると思うが、交通渋滞や電車の遅延等によって納品・
営業への支障がでる可能性もあり、十分な手当をしてもらえれば」
と注意を促し、その後の11月に開かれる第21回中央区産業文
化展（へそ展）への協力を要請しました。
関連会社代表祝辞では小森善治株式会社小森コーポレーショ

ン会長が「印刷業界は業態変革の時代に入っており、関連業界
としても6月に開かれる4年に一度のdrupa2020で新しい技術
情報を発信していきたい。」と情報の交換・共有化を訴えました。
その後、松岡誠一郎支部顧問が乾杯の発声で祝杯を上げ、
京青会による抽選会で大いに盛り上がり、美味しい料理とともに
楽しい時間を過ごしました。

記　三幸かわさき株式会社　川崎　裕

支部　　活動報告

東京都印刷工業組合日本橋支部は、古畑支部長体制が間も
なく終了します。
支部長マニフェストの「楽しい会」にする。がこの２年間で達

成できたものと、支部員一同認識しています。
さて、青年部では、2019年11月14日に初めて主催となる勉
強会を実施しました。マナー講師を招いた青年部らしい勉強会
となりました。

年末に実施された
忘年会は、水天宮の
ロイヤルパークホテル
で執り行われました。
今後の日本橋支部

の在り方や、それぞれ
の役割等について話
し合いが行われ、より
一丸となって日本橋支
部を盛り立てていくこ
ととなりました。

記　青年部／株式会社コタム　田村巧次

○これまでの動き

★8月23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。今年は墨田支部の担当で本所吾妻橋の割烹
「とんぼ」で開催され32名が出席しました。
★9月17日
京橋製本会館にて新規事業参入セミナーを実施。

京橋支部製本組合

▲マナー講座

▲忘年会
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月島工業会は、山本中央区長、髙谷臨港消防署長、千葉月島
警察署長をお招きして、2月20日に新年会を開催いたしました。
冒頭、石井鐵工所の中西会長より、日頃の会員各社のご協力

に対し感謝の意が伝えられた後、本年11月開催予定の中央区産
業文化展（へそ展）への出展協力のお願いが述べられました。
次に、山本中央区長のご挨拶をいただきました。
その中で区長より東京オリンピック・パラリンピックの成功に向け

ての協力のお願いと、中央区の新型コロナウイルスへの対応につ
いてのご説明がありました。
その後、巴コーポレーションの山内副会長の乾杯のご発声によ

り懇談が始まり、美味しい料理とお酒に、懇親会場に隣接するオ
リンピック選手村の話題も加わり、会は大いに盛り上がりました。

途中、髙谷臨港消防署長と千葉月島警察署長から興味深いお
話を交えご挨拶をいただきました。
中締めは月島機械の川﨑副会長の一本締めで少し遅い新年会

の幕は閉じました。
100年を超える伝統ある月島工業会を、会員の皆様のご協力を
得て益々発展させて参りたいと、心を新たにした新年会となりました。

月島工業会

日本橋産業協会では9月28日にバス研修として中央区の森に
て視察を行ないました。当日は天候も程よく視察日和となり、また、
道中にも井上食品のこんにゃく工場の見学も行ない、充実した
研修となりました。
12月には忘年会を行い、会の親睦を高めました。
2月15日には新年会を人形町「魚久」にて行ない、中央区長

山本泰人氏をはじめ多数のご来賓の方々からご祝辞をいただき、
今年の区政やオリンピックの話など色々な話題や課題について
も話し合うことが出来ました。また、昨年同様、落語や小唄を鑑
賞し、日本の伝統文化を楽しみながら料理をいただきました。

日本橋産業協会

バス研修、忘年会、新年会を開催しました

新年会を開催いたしました

「新規事業参入への取り組み」を既に実施している下谷支部
の渡辺氏を講師に招いて、体験や対策、方法を学びました。
製品を自社で開発するだけではなく、様々な展示会に出品し
て知って貰うことの重要性を感じました。
★10月18日
SAPPS更新講習と働き方改革セミナーを京橋製本会館にて
実施。コンサルタントの講師を招いて「製本産業個人情報保
護体制」（SAPPS）の更新講習を機構の承認を経て支部独自
で行っています。休憩を挟んだ後半は働き方改革によって考
えられる値上げに関連する項目を中心に学びました。
★11月18日
京橋支部では90％を占める商業印刷製本の全体会議が銀
座東武ホテルにて開催されました。併せて（株）遊技通信社の
方を講師に目的を持ってグループで取りかかるチームビルリン
グのセミナーがありました。
★1月16日
「製本新春のつどい」が東京ドー
ムホテルにて開催されて、当支部
からは16名が出席しました。長
渕剛の物まね芸人英二さんの歌
で盛り上がりました。

★1月23日
支部新年研修会が銀座
東武ホテルにて開催され、
山本区長、森山工団連
会長にもご臨席を賜りま
した。恒例のビンゴ大会
で盛り上がりました。

○これからの動き

★4月27日
健康診断が実施されます。昨年はがんの早期発見に繋がっ
たケースもあります。
★5月中旬
支部総会が開催されます。
★7月18〜19日
商業印刷製本部会の全体会議が金沢で開催されます。工場
見学の後ひがし茶屋街の金城樓で懇親会が行われます。
★11月14日
京橋支部創立100周年記念行事が銀座「治作」にて開催さ
れます。

▲新年会：山本区長挨拶 ▲新年会：来賓と協会役員の懇談 ▲新年会：「さこみちよ」さんの演芸を楽しみながら料理に舌鼓

▲山本中央区長ご挨拶 ▲山本中央区長と談笑される中西会長



中央区ビジネス交流フェア2019が開催されました
　2019年11月19日（火）に日本橋プラザ展示ホールにて、中央区ビジ
ネス交流フェア2019が開催されました。前回を上回る70社のビジネス
関係者向けに商材をPRしたい中小企業が出展し、大盛況でした。
　2020の開催も予定されています。出展を検討されてみてはいかがで
しょうか。

◀︎京はし満津金
（株式会社金陽社印刷所）

◀︎株式会社伊場仙 ▲株式会社江戸屋

※写真は第 20回へそ展の様子です

今年は第21回へそ展が開催されます！
第21回中央区産業文化展「へそ展」が今年

11月8〜10日の3日間開催されます。
へそ展は1980年の第1回から隔年で開催さ

れ、毎回テーマに沿ってさまざまな産業団体や
事業所が日頃の取り組みを披露します。
詳細は次号でご紹介します！

※欄外右側の▶印は2穴開けのセンター位置です。


