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No.

穏 や か な 日 常 が 早 く 戻 り ま す よ うに

上段右上：2015年度作品「佃の春」熊谷 昭紀氏／ 2015年4月撮影／撮影場所：佃
上段右下：2018年度作品「春、明石町」増田 侑氏／ 2018年4月撮影／撮影場所：明石町
上段左：2011年度作品「都会のオアシス」熊谷 昭紀氏／ 2011年4月撮影／撮影場所：浜離宮恩賜庭園
下段右：2015年度作品「花ざかりの住吉神社」長谷川 庸子氏／ 2015年3月撮影／撮影場所：住吉神社
下段左：2008年度作品「満開の頃」斉藤 清氏／ 2008年4月撮影／撮影場所：佃
◎写真提供：一般社団法人中央区観光協会
（中央区観光写真コンクールより）

令和 2 年度中央区中小企業工業関係者表彰 受賞者の皆様へ
工団連の動き 令和 2 年 4 月〜令和 3 年 3 月
P.4 シリーズ／企業探訪第16 回 株式会社セントラルプロフィックス
目次
「コロナ禍のニューノーマルは未来の前倒し。積極的な予定の前倒しの展開が肝要！」
P.7 支部活動報告／東京都が新型コロナウイルス感染症の自宅療養者対象支援を強化しました
P.8 ランチセミナー 2020 年度第 3 回〜第 4 回講義内容／ 2021 年度第1回〜第10 回開催日程予定
P.2
P.3

令和 2年度中央区中小企業工業関係者表彰
受賞者の皆様へ
中央区工業団体連合会会長の森山でござい
ます。

止になりました。
令 和 3 年 度 はコロ

令和 2 年度中央区中小企業工業関係者表彰

ナ収束を願い、総

を受賞された皆様、誠におめでとうございま

会、宿泊研修、ラ

す。コロナウイルス蔓延のため二度目の緊急

ン チ セミナー など

事態宣言が発令され、 表彰式並びに祝賀懇

の行事が開催でき

親会を中止せざるを得ませんでした。工団連

ることを祈ります。

にとりましても初めてのことで、非常に残念に
思います。

昨年11月に開催
予 定だった「第 21

この表彰は、区内中小企業工業関係者のう

回中央区産業文化

ち、多年にわたり中央区の工業の振興に寄与

展（へそ展）」は中

された事業主と従業員等に対して、今日まで

止となりましたが、今夏には東京 2020 オリン

のご尽力と日頃のご労苦に報いるものでござ

ピック・パラリンピックがやってまいります。長

います。

引くコロナ不況がいくらかでも改善すればと願

栄えある受賞者、従業員（勤続 20 年以上）
2 名、
（勤続 10 年以上）1 名は、それぞれの会

▲中央区工業団体連合会 森山会長

うばかりです。
最後になりましたが、皆様の今後の益々の

社において永年にわたり堅実な歩みを重ね、

ご活躍と、皆様方、そして、今日まで皆様方

企業の進展に大きな功績を残された方ばかり

を支えてこられたご家族のご健勝、ご多幸を

です。日々刻々変化する経済状況の中にあっ

心から祈念申し上げまして、お祝いの言葉と

て、各分野で創意と工夫を重ねながら力を蓄

させていただきます。

え、企業の発展に尽力されてこられたことに対
し、心から敬意を表する次第であります。
受賞された皆様には、長い間培ってこられ
た豊富な経験と知識を活かし、これからも後
輩の指導にご尽力いただくとともに、企業並
びに中央区工業界の発展のため、一層のお力
添えをいただきたいと願っております。
本年度はコロナ禍でほぼすべての行事が中

“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

田畠 義之

☎ 03-3552-1855 会員数：95

“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：28

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

地域の防災と町づくりを研究する会

2

境 孝司 ☎ 03-5651-5621

“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：32

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

美しい町並、強い町づくりを
特定非営利活動法人
理事長

▲受賞された皆様

会員数：25

日本橋産業協会
会

長

小川 浩一 ☎ 03-3668-2193 会員数：22

令和2年4月〜令和3年3月

工 団 連 の 動 き

※今号の「工団連の動き」は、書面決議・
オンライン開催・中止等も含め、令和2
年度をまとめて掲載しています。

●定期総会
第 1回 令和 2年 6月 8日（月） 書面決議
議題 令和元年度事業経過報告・収支決算報告について／会計監査報告について／役員改選について
令和２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 2年 5月 13日（水） 書面決議
議題 令和 2年度定期総会について 他
第 2回 令和３年３月９日（火） 京橋プラザ区民館多目的ホール
議題 令和３年度定期総会について／令和３年度事業計画（案）について
●企画委員会
議題

他

アンケート形式で実施

令和 3年度事業計画及び予算について

●広報委員会
第 1回 令和 2年５月 27日（水） 議題
第 2回 令和 2年 10月 7日（水） 議題
第 3回 令和 2年 12月
議題

他

会報第 47号について
会報第 48号について
会報第 49号について

メールにて実施

●各種講座・研修
ハイテクセンター・ランチセミナー
8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１回 令和 2年９月９日（水）
販路拡大に向けた補助金・助成金活用セミナー 〜小規模事業者持続化補助金等申請＆経営計画策定のポイント～
講師 株式会社 GIMS 代表取締役・中小企業診断士 寳積 昌彦氏
第２回 令和 2年 10月 20日（火）
Beyond Coronaを見据えた働き方 ～コロナを乗り越えながら働き方を整える～
講師 東京都社会保険労務士会中央支部支部長・特定社会保険労務士 飯野 正明氏
第３回 令和 2年 11月 24日（火）
事業承継対策セミナー ～事例から学ぶはじめの一歩～
講師 株式会社プラスタスパートナーズ 代表取締役・中小企業診断士 荒谷 司聖氏
第４回 令和 2年 12月 21日（月）
いまこそ経営の仕組みを刷新するとき ～ With コロナ時代を勝ち残る企業とは～
講師 株式会社インヴィニオ 代表取締役 日本 CHRO協会 主任研究委員 土井 哲氏
第５回 令和 3年 2月 18日（木） オンラインにて開催
経済収縮下における取引先の与信管理のポイント
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６回 令和 3年 3月 10日（水） オンラインにて開催
コロナに負けない！「IT」
を使った生産性向上
講師 株式会社ナーツ 代表取締役 野中 栄一氏
オンラインにて開催
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３年 1月 13日（水） 2021年 どうなる日本！ 日本経済の明日を読む
講師 ジャーナリスト 法政大学名誉教授・元朝日新聞編集委員 萩谷 順氏

●事

業

中止
❖事業主・従業員宿泊研修
中止
❖第 22回中央区産業文化展
中止
❖新年初顔合せ会
（1）「工団連会報」
の発行
① 第 47号 令和 2年 7月発行 特集号
② 第 48号 令和 2年12月発行 別冊付
③ 第 49号 令和 3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 3年1月21日
（木） 区役所 8階 第 5会議室
中止
② 表 彰 式
従業員 3名（勤続 20年以上：2名、10年～ 19年：1名）
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シリーズ第16回

株式会社セントラルプロフィックス

コロナ禍のニューノーマルは未来の前倒し。
積極的な予定の前倒しの展開が肝要！
株式会社セントラルプロフィックス

代表取締役

田畠 義之

氏

どんな時代でもチャレンジを続ける株式会社セントラルプロフィックスは、コロナ禍と
なった昨年もマスク型飛沫シールドや抗菌マスクケース、飛沫防止用コロナウイルスプ
ロテクションパネルなど、様々な新型コロナウイルス関連製品を打ち出して攻め続けて
きました。今回の取材は、新型コロナウイルス感染者の大幅な増加による２回目の緊急
事態宣言が発令されたため、直接お会いして話を伺うことが難しくなり、メールで質問
にご回答いただく形をとりました。
2020年に創業70周年を迎

ルーター」との考えにて、たくさんある他社のサイトに埋

えた株式会社セントラルプロ

没しないよう弊社の売りの PR の極限化を目指しつつ、

フィックスは、1950年に田畠

閲覧側からの視点を大事に直感的に分かりやすく整理

久男氏により「株式会社セン

され、操作しやすいサイトを目指しました。

トラル・プロセス社」として

—リニューアル後、売り上げに影響はありましたか？

設立されました。
設立当時17名の技術者集

田畠社長：リニューアル後はアクセス数や問い合わせも

団は写真平版製作の専門会
社として技術に磨きをかけ成

▲田畠義之社長

長しつつ、2001年に田畠義之氏が代表取締役社長に
就任。その2年後の2003年10月1日に社名を「株式会
社セントラルプロフィックス」と改めました。プロフィック
スは「プロフェッショナル＋グラフィックス」の造語で、
グラフィックス分野全般で高品質を目指し、顧客の事業

増え、売り上げに貢献しています。
—素晴らしいですね！ 御社にとって、Web の役割につ

いてどのようにお考えですか？

田畠社長：営業展開の補佐、ステークホルダーへの情

の発展に寄与すべく努めるという決意を表現しています。

報提供、人材募集の補佐、アウター・インナーブラン

その後も常に顧客の要望に対応し、3D ＆プリントな

ディング、従業員のモチベーション向上が主な役割と考

どデジタル技術を駆使した製品づくり専門の事業部を立
ち上げるなど事業展開を続け、また、印刷だけではな
く企画やデザイン・Web サイト構築も行なうなど、対応
分野は多岐にわたっています。

えています。

従業員満足度の向上は会社経営の要
—御社は一般的な印刷だけではなく、特殊印刷・加工

サイトは重要な営業マン兼リクルーター

にも力を入れていますが、お客様からの要望が多かっ

—御社のサイトはシンプルで見やすいのに迫力も感じ

う企業理念のもと自発的に製品・サービスの開発を行

られますね。2017 年 2 月に今のサイトにリニューアルさ
れましたが、全体の構成

▲目をひく華やかなTOP ページ

たのでしょうか？ それとも「選ばれ続けるために」とい
ない、他社との差別化を図っているのですか？

や内容、見せ方などにど

田畠社長：両方の展開の理由が存在します。要望があっ

ちでしたか？

して展開したものもあります。

田畠社長：
「サイトも重要

—なるほど、いただいた要望を形にするだけではなく、

のようなこだわりをお 持
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▲本社ビル

な営業マン、およびリク

ての展開と、要望を予想して、また期待して差別化策と

要望を予想して先回りする事も大切ですね。

コロナ関連
商品の数々
▲可動型 FACE SHIELD
創業 70 周年の記念に ▶
抗菌マスクケースを配布

▲オリジナル抗菌マスクケース

▲マスク型飛沫シールド
（意匠登録申請済み）

▲ Ear-friendly バンド

▲飛沫防止用コロナウイルスプロテクションパネル：THE BURGER SHOP do 様 施工事例

ところで、御社の福利厚生はとてもしっかりしていて、
従業員の皆さんが安心して働ける環境作りができてい

ていると思いました。会社にとって、従業員の皆さんは

どのような存在ですか？

田畠社長：上場企業と比較すると、しっかりしているレ

▲ソーシャルディスタンスEASYPOP

消毒、マスクの常時着用、時差出勤、自宅待機、飛沫
感染防止パネルの設置、換気、ソーシャルディスタンス
等を実施しました。
—新型コロナウイルスの影響はありましたか？

ベルではありませんが、弊社の経営計画書にも記載して

田畠社長：第1回目の緊急事態宣言の際に閉鎖となっ

いる通り「従業員満足度の向上なくして顧客満足度の

たテーマパークや映画館、各種イベントに関わる印刷

向上なし」は真実と思っており、従業員満足度の向上

物も多く扱っており、売り上げが前年同月比で半減する

は会社を経営していく上で表裏一体であり非常に重要な

等、大きくマイナスの影響が出ました。基本、広告宣

課題と認識しています。

伝に関わる印刷仕事が多いので、現状も７割くらいの

—元社員（OB）の皆さんとも長く交流をお持ちですね。
田畠社長：最近は OB 会が開けていないのですが、先
輩方があっての現在であり敬意を表すると共に、これま
での歴史や逸話を聞けたりと、交流させていただくこと

売り上げにて大きく赤字が膨らみ苦戦しております。
—次々とコロナ関連商品を発表し、中には意匠登録の

申請も行なうなどコロナ禍でも攻め続けていますね。
商品開発などご苦労もかなり多かったと思います。

で弊社の DNA を感じ取り大変勉強になっています。

田畠社長：商品開発は大変でしたね。

コロナ関連商品開発はスピードが重要

めの工夫、色々な使用状況を想定しての問題点の洗い

—2020 年は新型コロナウイルスに翻弄され続けた年と

制作、競争力があり、かつ商売になる価格設定、生産

なりました。感染予防対策として御社が行なった事はあ

りますか？

田畠社長：世間一般と同様に、入り口でのアルコール

売れるレベルまでへの商品力の昇華、模倣されないた
出しと改良。そして売るための効果的な広告宣伝物の
体制の構築、在庫の確保、各種販売チャネルの構築な
ど。それらすべてをスピード感を持って展開せねばなら
ず、ゴールデンウィーク返上にて色々と試行錯誤してお
りました。
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◀︎▲デジタルグラマラス箔がデザインのひき
だし38
（2020 年）
にて紹介される
▲特殊印刷・加工をはじめ様々
なサンプルが展示されるショー
ルームでは実際に見て触って
体感できる

モニター・各種 DDCPから本機▶︎
校正や印刷まで、どのマシンを
使っても同じ色になるオリジナ
ルカラーマネジメントシステム

▲高精度精密レーザー加工

—コロナ関連商品の反響はいかがですか？
田畠社長：累計ウン千万円レベルで売れていて、まず

—2 社の経営を任され、グループ事業の再構築を行な

う際に合併はお考えにはなりませんでしたか？

まずの反響でありますが、新型コロナウイルスの影響に

田畠社長：それぞれ歴史があり社名が浸透しているし、

よる通常の売り上げダウンが激し過ぎて、その売り上げ

それぞれの社員の考え方もあり、合併は簡単ではない

を打ち消されてしまう感もありますね。

のでグループの部門移動による全体最適化とグループ

—それだけ売れても……やはりコロナによる損害は甚

大ですね。今年もコロナ禍は続きそうですが、どう思

われますか？

田畠社長：コロナ禍からの大きな影響には抗えない以

強化による相乗効果の最大化からスタートしました。
—株式会社久栄社と株式会社セントラルプロフィック

ス、名付けてK&C GROUPはうまく連携および両社の差
異化はできていますか？

上、状況を冷静に把握し今後を予測し、適切な施策を

田畠社長：まだまだ道半ばではありますが、以前と比

迅速に打っていくしかないと考えます。

較すれば格段に連携が強化され役割分担も明確になり

—コロナ禍において、どのような方針をお持ちですか？
田畠社長：コロナ禍によるニューノーマルについては未
来の前倒しを感じ、嵐が過ぎ去るのを待っていても、新
型コロナウイルス前には戻れないと思うので、弊社とし
ても積極的な予定の前倒しの展開が肝要かと心に銘じ

相乗効果も発揮しています。

感染しても耐えうる体づくりを
—最後に、同じくコロナ禍で戦っている工団連会員の
皆さんへのメッセージはありますか。

ております。

田畠社長：まだまだ新型コロナウイルスとの付き合いは

老舗印刷企業 2社の経営を担う

しない事が重要ですが、感染しても耐えうる体力・免疫

—2017 年 2 月に株式会社久栄社の代表取締役社長に
就任され、2 社の社長を兼任となりましたが、創業 90

年越えと創業 70 周年越えの両社の経営を担うお気持ち

をお教えください。

田畠社長：就任する前の予想以上に大変ですが、それ
を乗り越えた後に明るい未来があると信じブレずに邁進
してまいります。新型コロナウイルスは余計でしたが、
でもこれも現実であり人生ですね。
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続きます。感染も身近で発生しています。もちろん感染
力を蓄えるよう、食事・睡眠・運動に気配りし適切に実
行しつつ、外出自粛中も喫煙・深酒など体に悪いこと
は積極的に控えて無事に乗り切りましょう。日常が戻り
皆さまとお会いできることを楽しみにいたしております。
—イベントの縮小や中止、旅行や外食の自粛など人の

流れが減ったことで様々な業種が経営の危機にさらさ

れています。そんな時だからこそ万が一感染しても一日

も早く回復して態勢を立て直せるように日頃から強い体
づくりが大切なのかもしれません。（文責／株式会社東美

内藤）

支部
東印工組

活動報告
京橋支部

令和２年度の活動を振り返って。
4月9日
（木）／○地区長会 中止
4月17日
（金）／本部 ◎理事会 中止
4月23日
（木）／□京青会「通常総会」 Zoomオンラインで
5月8日
（金）／本部 ◎理事会 中止
5月11日
（月）
／本部 ◇『総代会』
（書面議決による開催に変更）
5月14日
（木）／○地区長会 中止
5月28日
（木）
／★京橋支部「通常総会」
（書面議決による開催に変更）
6月11日
（木）／○地区長会（東印工組 5階会議室）
6月12日
（金）／本部 ＊支部長会（田畠 義之）
7月6日
（月）／本部 ◎常任役員会・理事会
7月6日
（月）／●顧問・相談役・参与の会（十文字 明雄） 中止
7月22日
（水）／☆拡大幹事会（吉田 太郎） 中止
7月28日
（火）／○地区長会 Zoomオンラインで
9月3日
（木）／本部 ＊支部長会（荒川 治彦）
9月10日
（木）／○地区長会 一部オンライン参加
9月19日
（土）／★京橋オープン
（鳩山カントリー 新井 修次）
10月1日
（木）／本部 ＊支部長会（榎本 哲郎）
10月6日
（火）／本部 ＊敬老の集い（恒本 平） 中止

製本組合

京橋支部

○これまでの動き
昨年 3 月よりコロナ対策を実施して、総会を含めた全ての行
事、事業を中止いたしました。
○来年度の予定
★11月13日
京橋支部創立 100 周年記念行事を 1 年延期して銀座
「治作」
で実施する予定で準備は進めていますが、30 人以上の規模
の宴会が出来る状態にないと行政により指導が行われた場合
は完全中止となります。

10月8日
（木）／○地区長会 一部オンライン参加
11月5日
（木）／本部 ◎常任役員会・理事会
（ビジョンセンター田町で開催）
11月5日
（木）／●顧問・相談役・参与の会 中止
11月8日～ 10日／○第21回中央区産業文化展（永井 博） 中止
11月12日
（木）／○地区長会 一部オンライン参加
11月20日
（金）／☆拡大幹事会 中止
12月3日
（木）／本部 ＊支部長会（十文字 明雄）
1月12日
（火）／本部 ○「新春の集い」 中止
1月14日
（木）／○地区長会 一部オンライン参加
1月28日
（木）／★京橋支部「新春のつどい」
（恒本 平） 中止
2月4日
（木）／本部 ＊支部長会（吉田 太郎）
2月18日
（木）／○地区長会 一部オンライン参加
3月4日
（木）／本部 ＊支部長会（小澤 潤）
3月11日
（木）／○地区長会 一部オンライン参加
3月18日
（木）／本部 ◎常任役員会・理事会（理事全員）
○地区長以上 ●執行部以上 ◎東印工組役員 ＊支部長・本部常務理事
☆地区幹事以上 ★支部員全員 ◇本部総代 □支部長・京青会会員他

月島工業会
例年2月下旬に新年会を開催しておりますが、本年は新型コ
ロナウイルス感染症の拡大の状況を考慮し、大変残念ですが
中止することといたしました。
令和 2 年度は新型コロナウイルスのため、どの支部も思うように
活動ができない 1年となりました。ワクチン接種が始まり、明る
い兆しが見え始めましたが終息まではまだまだ時間が必要です。
それでも令和 3 年度は、感染予防をしながらも少しずつ活動の
機会を増やして行けることを願います。 （文責／編集 東美 内藤）

東京都が新型コロナウイルス感染症の自宅療養者対象支援を強化しました
1 自宅療養者フォローアップセンターの対象地域の拡大
令和 3年 1月25日（月）より、準備の整った都内保健所設置
区市の保健所において下記の支援内容を順次導入します。
① LINEを活用した健康観察
自宅療養をする方に対して、専用 LINEアカウントから
チャットボットにより日々の健康状態について観察します。
②食料品等の配送
自宅療養をされる方が外出せずに療養できるよう、7日
分の食料品等を配布します。
③ 24時間対応・自宅療養者専用医療相談窓口
自宅療養をされている方専用の電話相談に 24時間対応。
2 パルスオキシメーター貸与の開始
令和 3年 1月15日（金）より、容態の変化を早期に把握する
ため、酸素飽和度を測定する「パルスオキシメーター」の
貸与を都内全域の自宅療養者を対象に開始。当面は、高
齢の方など優先度の高い方から優先的に貸与します。

3 自宅療養者向けハンドブック（第 1版）
を作成
東京 iCDC 専門家ボードの感染制御チームが、自宅療養者
とその家族など同居者を対象に作成。自宅療養期間中に
気をつけること、感染予防対策についてまとめています。
右の QRコードから
ハンドブック（PDF）
を
ダウンロードできます。

問合せ先

自宅療養者フォローアップセンターおよび
パルスオキシメーター貸与に関すること
東京都福祉保健局防疫・情報管理課
☎0 3 - 5 3 2 0 - 4 2 6 8

「自宅療養者向けハンドブック」
に関すること
東京都福祉保健局感染症対策部
☎0 3 - 5 3 2 0 - 4 2 5 4

※感染症対策の状況等により、ハンドブックの内容は更新される場合があります。
（最終更新日：令和 3 年 1月28日）
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ハイテクセンター

ランチセミナー
令和 2 年度ランチセミナーは、新型コロナウイルス感染拡大防止のためマスク着用・入室の際の検温・手指の消毒を実施し、
マスクを外すことを防ぐため昼食は取りやめて開催していましたが、二度目に発令された緊急事態宣言が延長された事など
から全 4 回の開催となりました。
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、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。新年度は皆様とともに和やかに開催できる事を願います。
2020年度 第3回

報道キャスターが語る“話題のニュース”
の見方
2020年11月18日
（水）
講師

須田 哲夫 氏 （元フジテレビ エグゼクティブアナウンサー）

「和敬清寂」という言葉をご存じだろう
か。茶道の心得を表した言葉で、茶道の
方によれば平和への道を示したものだそ
うだ。しかし2020年のニュースを読み解
くキーワードを挙げるとすれば、「分断と
対立」になるのではないか。コロナ禍に
見舞われている状況下で、「分断と対立」は今まで以上
に深刻になっている。 日本人はマスメディアを信用しす
ぎるといわれている。日本人は7割がマスメディアを信用

しているが、ドイツ
では4割、アメリカ
では2割になるとい
う。私はテレビ局に
入ってから、マスメ
ディアは不偏不党、
公平公正でなけれ
ばならないという教育を受けてきた。しかし世の中に数
多ある出来事の中からある出来事をニュースにすると選
択する時点で、報じる側の意思が入ってしまうのは避けら
れない。「分断と対立」の時代において、新聞記事やテ
レビ報道を鵜呑みにせず、自分の考えをもっていくことが
重要だろう。

第4回

箱根駅伝の今昔と功罪
2020年12月16日
（水）
講師

滝川 哲也 氏 （時事通信社編集局・解説委員）

箱根駅伝は視聴率が30％を越える
（2019年）ほどの人気イベントであるが、
一方で日本のマラソン界は長年低迷を続
けてきた。箱根駅伝にあこがれて陸上を
始める選手が多いのは事実だが、一方で
大学の指導者は箱根駅伝での結果を求
められるため、どうしても箱根駅伝偏重のメニューとなり、
スピード練習がおろそかになってしまう事実がある。また、
大会が多く、それぞれの大会でピークを合わせることで怪

我のリスクも上がっ
ている。さらに、箱
根がゴールとなって
しまい、そこで燃え
尽きてしまう選手も
多い。素質のある
選手は箱根で疲弊
させずに、世界を見据えた練習を組んでいく必要がある
だろう。マラソンの日本記録は長年更新されていなかっ
たが、ここ数年で立て続けに新記録が樹立され、止まっ
ていた時間がやっと動き始めた感がある。東京オリンピッ
クが開催されれば、初の箱根駅伝出身の日本人メダリス
トが生まれるかもしれない。

2021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

原

師

英史先生 （元経産省官僚、株式会社政策工房 代表取締役）

タイトル

コロナ禍の経済政策

第①回

2021年5月19日
（水）

第②回

6月23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③回

7月14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
自然災害と社会
宇宙活動〜有人探査の歴史と展望〜

第④回

9月15日
（水）

室山

哲也先生 （元NHK解説主幹）

第⑤回

10月20日
（水）

柳川

孝二先生 （JAXA社友、Koshoya2020 代表）

第⑥回

11月17日
（水）

晴香

葉子先生 （作家、心理学者）

第⑦回

12月15日
（水）

小倉

孝保先生 （株式会社毎日新聞社・編集編成局次長）

バイデン政権と米中関係

第⑧回

2022年1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）

江戸の暦と庶民の四季の暮らし

第⑨回

2月16日
（水）

近藤

二郎先生 （早稲田大学教授）

古代エジプト考古学

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9日
（水）

＊5月19日は開講式も行ないます。

※原則：水曜日。

“新しい生活様式”時代のメンタルヘルス

※講師・セミナー内容等変更になることもございます。

※欄外右側の▶印は2 穴開けのセンター位置です。

