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歴史と伝統を
　　未来へつなぐ。
中央区工業団体連合会は平成24年に創立50周年を迎えました。
11月17日には経済アナリストである森永卓郎氏と、シンガーソングライターの
イルカ氏を迎え記念行事を催し、本記念誌発行の運びとなりました。
このような節目の年を迎えられたのも、ひとえに関係のみなさまのおかげと感謝
申し上げます。
さらにこれから60年、70年に向け、中央区の活性化と発展の一助を担えるよう、
各団体とも研鑽を積み、親睦を深めてまいりたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

中央区工業団体連合会50周年記念事業実行委員会

実行委員長　森山 照明
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工業団体連合会歴代会長
昭和３７年（1962年）７月連合会結成

会　長　名 任　期

1 高 橋　與 作 昭和37年～昭和53年

2 白 橋　龍 夫 昭和53年～昭和57年

3 池 宮　義 久 昭和57年～昭和59年

4 宝 田　陽 一 昭和59年～昭和63年

5 児 玉　正 巳 昭和63年～平成３年

6 平 林　智 司 平成４年6月～平成10年6月

7 小 薬　忠 昭 平成10年6月～平成13年9月

8 水 野　雅 生 平成13年10月～現在に至る
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ご 挨 拶

中央区工業団体連合会 会長

水野　雅生

　中央区工業団体連合会は、昭和37年7月、区内の様々な業
種の製造業が集まって、相互の親睦を深め、中小企業経営の発
展と区内工業の振興に寄与することを目的に結成されました。
お陰様で本年50周年を迎えることができました。これもひと
えに諸先輩方や会員各位のたゆまぬご努力と、中央区や区議会
の皆様はじめ関係行政機関並びに諸団体の皆様のご指導、ご支
援の賜と、改めて感謝申し上げる次第です。
　顧みますと、工団連が創立されたのは、日本経済が本格的な
高度成長期にさしかかった時期で、東京都の常住人口が1000
万人を突破した年でもありました。その後にやってきたオイル
ショックをはじめとする景気の波は、日本経済に大きな影響を
与えました。工団連にとりましても、会員企業の統廃合、区外
への移転等、厳しい時代もありましたが、区内産業振興の一翼
を担って、本日ここに50周年を迎えることができ、誠に喜ば
しく、感慨深いものがあります。
　これまで工団連は「宿泊研修」や「経営セミナー」、「事業主・
従業員表彰」など様々な事業を展開してまいりました。昭和55
年には、現在の「中央区産業文化展」が「中央区工業文化展」と
して始まりました。この文化展は、江戸以来の伝統と技術に裏
付けられた中央区の産業を内外に広く紹介するもので、本年、
第17回目をご好評の内に開催したところです。
　この50周年を契機として、会員一同、気持を新たに、これ
まで培われてきた伝統と実績をもとに、さらなる実践と錬磨を
積み重ね、地域産業の活性化に取り組んでまいる所存です。
　今後とも、一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し
上げて、私のご挨拶とさせていただきます。
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祝 辞

中央区長

矢田　美英

　中央区工業団体連合会（工団連）が創立50周年を迎えられ、
その足跡を記す記念誌が刊行されますことは誠に喜ばしく、心
からお祝い申し上げます。
　また会員皆さま方には、日ごろから区政万般にわたり格別の
ご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　工団連は昭和37（1962）年7月、区内で活動していたさまざ
まな業種の製造業の皆さまが相互の親睦を深められ、中小企業
経営の発展と区内工業の振興に寄与することを目的に10団体
の加盟をもって設立されました。この間、本区産業振興の一翼
を担い、「工業事業主・従業員宿泊研修」や中央区商店街連合会
との共催による「経営セミナー」「新春経済講演会」、多年にわ
たり功績のあった事業主・従業員への表彰事業、さらには区内
産業の活動を広く内外に紹介する「中央区産業文化展」（へそ展）
では中心的な役割を担うなど、区内産業の発展に大きく貢献さ
れております。これもひとえに水野会長さんをはじめ歴代役員、
多くの会員の皆さまの地域工業に寄せる深い情熱と地道な努力
のたまものと深く敬意を表する次第であります。
　本区は4万1千もの事業所を擁する “日本一の商工業のまち ”
であり、中小企業の発展、地域産業の振興は極めて重要と位置
づけ、商工業融資の充実をはじめとした中小企業支援施策に重
点的に取り組んでいるところです。今後とも工団連の皆さまと
力を合わせ、経済状況に的確に対応し将来をしっかりと見据え
た「にぎわいと活力のある産業のまちづくり」を進めてまいる
所存でありますのでお力添えをお願いいたします。
　結びに、50周年を契機として中央区工業団体連合会のます
ますのご発展と、会員皆さま方のご健勝・ご多幸・ご活躍を心
からお祈り申し上げまして、お祝いの言葉といたします。



「工業文化展」〜「産業文化展」
第1回〜16回のポスターを全展示

＊このページに掲載した
文化展第1回からのポス
ター16点は、開催当時
の情況を付記して、先
の第17回“へそ展”会場
に展示しました。
【天地幅90cm×長さ約
1100cm展】】

第1回（1980年）
会場／晴海・貿易センター

◦テーマ◦
地域社会とともに歩む地場産業

第２回（1982年）
会場／紅葉川中学跡地

第３回（1984年）
会場／日本橋三越7階

第４回（1986年）
会場／日本橋高島屋8階

第５回（1988年）
会場／区立月島教育会館

第６回（1990年）
会場／日本橋プラザ

第13回以降は
8〜9ページで
ご紹介します！
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草創のころ

　発足当時（1962）の社会情勢は、いわゆる「高度成長」と

呼ばれた連続景気上昇のもとで、技術革新と消費革命、国

際化による進展に後押しされ、東京が世界初の1000万

都市になった好況の年である。さらに東京オリンピック

（1964）を控えて高速道路や新幹線、東京モノレールの開業

といった、画期的なインフラ整備の好景気に湧いていた。

　発起人代表の高橋與作氏（正進社印刷）は、既に10年前の

昭和26年（1951）11月に「区商連」が結成されていることも

あって、「工団連」の結成は必須のことであると各団体を回

り、地場産業の地位確立と活性化を図るうえで、団結と連

携の必要性を説き、さまざまな業種からの発起人をまとめ

たうえ区行政の承認を得て、昭和37年（1962）7月結成に

こぎつけたのである。氏は工団連の初代会長に就任後、会

の基盤強化を進めて実に13年間在任している。

歴代会長（／就任年〜）

初　代　高橋與作（正進社印刷）／昭和37年（1962）
第２代　白橋龍夫（白橋印刷所）／昭和53年（1978）
第３代　池宮義久（三進印刷）／昭和57年（1982）
第４代　宝田陽一（宝田紙工業所）／昭和59年（1984）
第５代　児玉正巳（信濃印刷）／昭和63年（1988）
第６代　平林智司（宮嶋印刷）／平成4年（1992）
第７代　小薬忠昭（小薬印刷所）／平成10年（1998）
第８代　水野雅生（ミズノプリテック）／平成13年（2001）〜

加盟団体

　1962（昭和37）7月、中央区工業団体連合会結成。当初

の加盟団体は、

①東京都印刷工業組合京橋支部
②東京都印刷工業組合日本橋支部
③東京都製本工業組合京橋支部
④東京都製本工業組合日本橋支部
⑤中央巻取紙工業工場団地協同組合
⑥月島工業会
⑦月島金属工業協同組合
⑧日本橋産業協会
⑨東京写真製版工業協同組合中央区支部
⑩東京紙型鉛版工業協同組合中央区支部
　の10団体（支部）であったが、その後⑤と⑩が脱退。新

たに・東京都小型自動車整備振興会中央支部の加盟（昭和

61/1986まで在籍）・東京軽印刷工業会中央支部が（昭和

54/1979）加入で、しばらくは10団体による活動が続いた。

その後自動車が脱退。平成8年（1996）に東京都総合建設協

同組合が加入。但し同組合は平成20年（2008）3月7日都

認証による「特定非営利活動法人（NPO）/地域の防災と町づ

くりを研究する会」に改組した。また⑨の写真製版組合は平

中央区工業団体連合会の
足跡と活動



第８回（1994年）
会場／日本橋プラザ

第９回（1996年）
会場／日本橋プラザ

第10回（1998年）
会場／日本橋プラザ

第11回（2000年）
会場／日本橋プラザ

第12回（2002年）
会場／日本橋プラザ

第７回（1992年）
会場／日本橋プラザ
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成13年（2001）4月、業界統合でその名を消した。従って

近年の中央区工業団体連合会は9団体で活動している。

「施設見学研修」を毎年実施

　発足後の工団連は、さっそく恒例行事の柱に優良工場の

見学会（年1度）を据えた。これは会員相互の親睦を深める

機会をつくると共に、折から目覚しい躍進を遂げている技

術革新と設備の近代化を目の当たりに研修しようというも

ので、第1回目の富士フィルム足柄工場に続き、富士重工

業スバル工場、厚木ナイロン、三菱電機大船工場、エスエ

ス製薬／日本水産／合同酒精／鹿沼木材／キッコーマンと

いった、多様な企業を訪れ、見聞を広めた。

　この見学研修は昭和51年（1967）から「工業事業主・優

良従業員宿泊研修」として事業継承し、毎年6月を定例とし

て現在も実施されている。

　また、産業福利厚生施設見学会、新規従業員講習会、優

良従業員表彰などと共に、商工業従業員スポーツ大会など

も開催。これらいずれも近年の恒例事業として継承定着し

ている。

産・学・公連携で活性化研究

　平成6年（1994）に国が高度情報化プログラムを発表した

頃から、地球規模とも云えるデジタル化、マルチメディア

化が急速に進み、印刷をはじめ全ての産業においてアナロ

グからデジタルへと生産加工方式が一変しつつあった。

　工団連では、地域産業活性化のため、ハイテクセンター

構想を専門委員会でまとめ、これをもとに平成10年暮れに

区の行政支援を要請したところ、早速、八丁堀のもと京華

小学校をリニューアルしてセンター施設とする計画が具体

化し、平成11年中（1999）ほぼ1年かけて耐震、OAインフ

ラを含めた改装が進められたのである。その間会員の期待

と夢は膨らむばかり、「交流により新たな産業を育てよう」

と誓い合っていたが、それはセンターが平成13年（2001）

2月1日オープンする前の、異業種が語り合う「ハイテクサ

ロン」（平成11年9月より7ヶ月/7回）の熱心な議論に繋がっ

ている。

　また工団連の委頼で明治学院大学・神田 良教授と同ゼミ

の学生14名による「中央区のための産業・地域活性化論研

究」が行われ、その第1回発表会が平成13年（2001）8月2

日ハイテクセンターで。第2回は「商・工・住を一体化した

…考え方」平成14年（2002）2月6日区役所8階大会議室で。

さらに第3回は平成15年（2003）2月7日、区役所8階大会

議室に100名を超える多数の参加者が詰めかけ、実態調査

を踏まえた研究内容と提案は感動を呼び、会場から熱い声

援が寄せられていた。

「中央区工団連会報」の発行

　平成7年（1995）11月に創刊。年2回発行。コンセプトは

「正確な情報：品位ある誌面」。各団体に専門委員を委嘱し

広報委員会を設け、会議で方針企画を策定し、手分けして

情報を収集。制作印刷は会員に印刷業が多いので業界で内

製とした。広報委員長・原田啓治は創刊から26号まで15

年間在任。特筆すべきは、第２号で矢田区長を囲む座談会

を主催。各業種が当面する課題、意見を率直に披瀝する機

会をつくり意志の疎通を計った。同様「リーマン・ショック」

による大不況に際し、本誌主催による緊急座談会を催し、

情況把握と、起死回生策を模索した。

ハイテクセンター・ランチセミナー

　ハイテクセンターにおけるランチセミナーは、トレン

ディーな「産・学・公（官）」の連携事業として工団連会員を

対象に、各分野の学識経験者による最新情報また知識教養

の講義を、昼食を共にしながら親しく受講しようという趣

旨で、平成16年（2004）5月18日に第1回目を開講。以後

4月と8月を除く毎月の第2火曜日（原則 /後に第4水曜日に

変更）、年10回催すことになった。

　ハイテクセンターの上の階は、社会人教育専門の「早稲田

大学エクステンションセンター」なので、ここに講座のプロ

デュースを担当してもらい、会員受講者の希望（アンケート）

により、時宜に適した政治・経済・法律・ビジネス関連の情報、

またスポーツや医学、趣味の世界では落語・浮世絵・仏像

のルーツに至るまで、実に広範多彩なプログラムについて

それぞれ専門の講師が登場してきた。このセミナーは現在

まで既に8年半、84回以上継続している。



第13回
中央区産業文化展

第14回
中央区産業文化展
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産業と文化を地域につなぐ祭典、
晴海トリトンで2年毎に開催！

●中央区産業文化展（へそ展）

　「中央区産業文化展」は1980年の第1回開催以降、
中央区の産業と文化を紹介し、地域産業の振興と PR
を目的として偶数年に開催されています。
　また、中央区内の小学生の校外授業の一環として多
数の児童が来場しています。
　工団連は毎回、その企画立案から運営の中心的役割
を担い、地域の活性化に貢献しています。

情報はじける中心地

いろんな個性が集まるイベント

中央区の産業の魅力を「産業観光」という新しい視点から再発見

していただこうと、参加型・双方向型のイベントをめざしました。

会場内にふれあいのステージを設けたほか、区内に点在する資料

館との連携や生活関連産業の新規展示など、さまざまな企画に取

り組みました。

「産業観光」をメインテーマに、来場者と楽しくふれあいながら、

中央区の産業を知っていただき、中央区のもの作り文化との出会

いの場にしようと趣向をこらし、“中央区の個性”を「活きいきと

した中央区」「おしゃれな中央区」「真面目で熱い中央区」など、10

の切り口でアピールしました。

期間：2004年10月31日（日）～3日（水・祝）

期間：2006年11月1日（水）～4日（土）

●ステージイベント
《トークショー》松木安太郎さん
《ゆかたショー・ふろしき実演》東京織物卸商業組合 
《キャラクターショー》

ハム太郎「とっとこひみつのプレゼント
●各団体の展示ブースと中央区銘店が出店の物販ゾーン

●ステージイベント
《トークショー》戸張 捷さん、玉置 宏さん、中山千夏さん
《ゆかたショー・ふろしき実演》東京織物卸商業組合 
《キャラクターショー》

轟轟戦隊ボウケンジャー、ふたりはプリキュアSplash Star
●各団体の展示ブースと中央区銘店が出店の物販ゾーン



第15回
中央区産業文化展

第16回
中央区産業文化展

第17回
中央区産業文化展
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会場内を“粋”のコンセプトのもと、「粋な技術」「粋な暮らし」「粋な装

い」など6つのゾーンで展開し、伝統の技から最先端の技術までさま

ざまな“粋”を皆さまに感じていただくイベントをめざしました。また、

エコロジーに対する取組みを皆さまに身近に感じていただこうと、各

種産業のエコロジーへの取組みを紹介しました。

MONO心 (モノごころ )、ECO心 (エコごころ )。
中央区MONO物語

“粋”を受け継ぐ中央区。
Edoから Ecoへ

伝統をあしたに架ける中央区。

“MONO心、ECO心”のコンセプトのもと、伝統の技から

最先端の技術までさまざまな“心”を皆さまに感じていた

だくイベントをめざしました。また、ものづくりに対する

思いを皆さまに感じていただこうと、各種産業のものづ

くりへの取組みなどを紹介しました。

「伝統をあしたに架ける中央区。」をテーマに、伝統に裏打

ちされた各産業の技術や将来展望などの展示や、ものづ

くりへの取り組みを紹介しました。また、出展者と参加者

とのふれあいを通じて、中央区の産業の魅力を体験でき

るコミュニケーション型イベントも開催されました。

期間：2008年11月2日（日）～5日（水）

期間：2012年11月4日（日）～6日（火）

●ステージイベント
《エコモノワークショップ》

ソーラーパワーでブルブル動き出すバッタ作り。
《出前授業》エコトークショー：日本工業大学 ものづくり環境学科 
《キャラクターショー》名探偵コナン着ぐるみショー
●各団体の展示ブースと中央区銘店が出店の物販ゾーン

●ステージイベント
《トークショー》松居 一代さん
《キャラクターショー》

ドラえもんショー、仮面ライダーキバショー
●エコロジー川柳コンテスト「エコセン」
●各団体の展示ブースと中央区銘店が出店の物販ゾーン

●ステージイベント
《トークショー》野村忠宏さん
《楽しく走るワンポイントアドバイス》弘山晴美さん
《心と心で対局する将棋》島 朗 九段／森下 卓 九段／加藤 桃子 女流王座
《パフォーマンス紙芝居》「お父さんはミナクルマスク～友情の架け橋編～」
●各団体の展示ブースと中央区銘店が出店の物販ゾーン

期間：2010年10月31日（日）～3日（水・祝）



「大江戸商工業サイト」TOPページ▶

▲1995年11月発行「創刊号」 ▲2012年10月発行「第31号」

◀▲支部の活動報告や
　　会員企業の紹介等
　　毎号充実した内容
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多彩で活発な
事業活動が行われました

●事業活動

組織拡充

本会の活動内容や事業目的を広く宣伝するため、会報やホー

ムページを活用し、広く加入促進に努めました。

また、工団連主催事業はもとより、関係団体との共催事業な

どの情報提供を行い、事業への参加促進を図るなど、会員相

互の連携強化を図りました。

情報発信

●工団連会報の発行 (年2回)
会員の活動状況や会員企業の紹介、業界情報等中小企業の

経営情報、最新の融資制度などを幅広く会員に提供いたし

ました。

●工団連ホームページ「大江戸商工業サイト」の管理運営
工団連の活動内容や最新

の情報を、会員及び区民

等へ発信してまいりまし

た。また、区商連との合

同運用により区商連 ･観

光協会との情報交換及

び連携を図りました。

　工団連では、会員相互の親睦や地域産業
の発展を目指し、「ハイテクセンター・ラン
チセミナー」「事業主・従業員宿泊研修旅行」
など主軸となる活動をはじめ、多岐に渡る
事業活動を行なってまいりました。



Kodanren50th 事業活動　11

表彰事業

多年にわたり中央区の中小企業産業の振興に寄与した工業関

係事業主・優良従業員を対象に、事業意欲並びに勤労意欲の

高揚と区内における産業の安定を図り中小企業の発展に資す

ることを目的に、毎年多くの方々が表彰されました。

各種講座・研修

事業主及び従業員を対象に多様なな知識を習得するため、「ラ

ンチセミナー」のほかに次の事業が行われました。

▪経営セミナー
(中央区、区商連、東京商工会議所中央支部共催 )

▪新春経済講演会
(中央区、区商連、東京商工会議所中央支部共催 )

▪異業種交流会
(中央区、区商連共催 )

地域社会への貢献

地域杜会への貢献、街の美化、環境保全、交通安全等各種地

域活動に積極的に参加協力してまいりました。

企業活動支援

区が実施する中小企業向け各種事業制度を利用して、企業の

活性化 ･近代化を促進し、業界発展に寄与してまいりました。

また、「中央区立ハイテクセンター」の有効活用により、産業

高度化支援や情報交換研究会を開催し、産業活性化の促進に

努めてまいりました。

商工団体ソフトボール大会

会員の健康の増進と商店街連合会との親睦を図り、相互理解

を深めるために商工団体ソフトボール大会を催しました。

各委員会の活動

●企画委員会
工団連事業の円滑化を図るため、各種事業の実施計画及び

講座、講習及び視察事業等の計画･調査等を行いました。

●広報委員会
工団連会報の編集発行並びにホームページで工団連の情報

を発信しました。

●地域産業活性化検討小委員会
地域産業活性化及び産業文化展等に関する調査 ･研究を行

いました。

事務局の運営

中央区工業団体連合会事務局は、中央区商店街連合会並びに

中央区観光協会事務局と互いに協力する体制「央区商工観光

団体合同事務局」の効率的運営により、工団連の事務 ･事業の

円滑かつ活発な活動を推進しました。
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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・ランチセミナーは産学連携の一環として、工団連の会員を対象に、各分野の学識経験
者による最新情報や研究成果を、昼食を共にしながら親しく受講しようという企画です。平成16年5月に
開校以来、毎年10回（状況により9回）にわたり開催してまいりま
した。毎回、早稲田大学エクステンションセンターのご協力をいた
だき、各分野の著名講師を迎え、豊富な知識や情報の収集により各
企業の啓発に　寄与してまいりました。
　これからもこの集まりを通じて会員相互の親睦を深め、企業経営
の振興と連携強化を図り、地域産業の発展を求めてまいります。

平成16年度（全10回）

第1回　平成16年5月18日（火）
講師：藤巻　健史先生（フジマキ ジャパン代表取締役）

『日本経済 ･マーケット予想』
第2回　6月8日（火）
講師：荒木　新五先生（弁護士）

『改正民法施行後の抵当権と賃借権』
第3回　7月6日（火）
講師：田辺　洋二先生（東京国際大学言語コミュニケーション部

学部長）
『あなたももう一度英語にチャレンジ！』
第4回　9月7日（火）
講師：甲木　寿人先生（日本カイロプラクティック･フォーラム会長）

『姿勢と健康』
第5回　10月5日（火）
講師：篠田　正浩先生（早稲田大学　特命教授）

『浮世絵を作ったネットワークについて
～東洲斎写楽の名前が意味するもの～』
第6回　11月9日（火）
講師：大野　高裕先生（早稲田大学　理工学部教授）

『循環型生産システムと企業利益 ～逆工程革新は宝の山～』
第7回　12月7日（火）
講師：日比野　弘先生（早稲田大学　人間科学部教授）日本ラグ

ビーフットボール協会副会長　会長代行
『ラグビーに学ぶ　強い組織づくり

～目標達成のためのブロセス～』
第8回　平成17年1月18日（火）
講師：斉藤　富由起先生（大正大学 CECセンター講師　臨床心

理士）
『職場のストレス・マネジメントとメンタル・トレーニングの方法

～ストレスを効果的に予防し、やる気を引き出すために～』
第9回　2月22日（火）
講師：福田　育弘先生（早稲田大学　教育 ･総合科学学術院教授）

『不利な条件を糧としておいしいワインを作るようになった
ブルゴーニュの試み』

第10回　3月8日（火）
講師：中択　弘先生（中沢塾代表　早稲田大学名誉教授）

『リーダーシップ論』

平成17年度（全10回）

第1回　平成17年5月24日（火）
講師：石井　貫太郎先生（目白大学助教授）

『シャルル・ド・ゴール ー知られざる現代史の英雄』
第2回　6月28日（火）
講師：二村　忍先生（JTB添乗員）

『“匠人（たくみ）”が語るシルクロード・バスの旅
～シルクロードの楽しみ方を学ぶ～』

第3回　7月12日（火）
講師：増田　勝紀先生（聖路加国際病院予防医療センター／内

視鏡科医長）
『ピロリ菌はどんな菌？～ピロリ菌の除菌で何が変わるか～』
第4回　9月13日（火）
講師：立川　志らく先生（落語家）

『落語「文七元結」を聴く』
第5回　10月11日（火）
講師：大島　さくら子先生（早稲田大学エクステンションセン

ター講師）
『やさしいビジネス英会話 ～ここから始める英語学習 ABC ～』
第6回　11月8日（火）
講師：金　哲彦先生（プロランニングコーチ、ニッポンランナー

ズ理事長）
『日本のマラソン界の現状について』
第7回　12月13日（火）
講師：磯田　道史先生（茨城大学助教授）

『武士の家計簿からみた日本人』
第8回　平成18年1月24日（火）
講師：卯月　盛夫先生（早稲田大学芸術学校　教授）

『公共空間をみんなの手に取り戻そう！』
第9回　2月14日（火）
講師：木口　宣昭先生（総合格闘技　木口道場会長）

『継続は力なり ～青少年の育成35年～』
第10回　3月14日（火）
講師：石山　卓磨先生（日本大学法科大学院法学部教授、弁護士）

『「会社法」の現代化−』

平成18年度（全10回）

第1回　平成18年5月30日（火）
講師：大西　良雄先生（東洋経済新報社　常務取締役・第1編

集局長、早稲田大学エクステンションセンター講師）
『日本の景気と今後の株式市場』
第2回　6月13日（火）
講師：織田　啓成先生（薬剤師・鍼灸師・早稲田大学エクステ

ンションセンター講師）
『健康への条件を与えること～生命力をもっと尊重しよう～』
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第3回　7月11日（火）
講師：進藤　斉先生（東京農業大学講師、早稲田大学エクステ

ンションセンター講師）
『“焼酎と泡盛の決定力”酒を自分で選ぶために』
第4回　9月12日（火）
講師：柳谷　晃先生（早稲田大学複雑系高等学術研究所研究員、

早稲田大学エクステンションセンター講師）
『統計数字の本当と嘘』
第5回　10月10日（火）
講師：三遊亭　歌之介先生（落語家）

『新作爆笑落語「B型人間」を聴く』
第6回　11月21日（火）
講師：高島　明彦先生（（独）理化学研究所脳科学総合研究セン

ター・アルツハイマー病研究チーム チームリーダー）
『アルツハイマー病に迫る』
第7回　12月12日（火）
講師：重村　智計先生（早稲田大学　教授）

『朝鮮半島と日本』
第8回　平成19年1月16日（火）
講師：大島　さくら子先生（早稲田大学エクステンションセン

ター講師）
『やさしいビジネス英会話～スモールトーク編～』
第9回　2月13日（火）
講師：進藤　茂先生（早稲田大学エクステンションセンター講師

国際浮世絵学会常任理事、『浮世絵芸術』編集委員長）
『浮世絵で楽しむ～江戸の虫たち～』
第10回　3月13日（火）
講師：武田　勝彦先生（早稲田大学名誉教授）

『「三際」の薦め』

平成19年度（全10回）

第1回　平成19年5月29日（火）
講師：中島　国彦先生（早稲田大学教授・前エクステンション

センター所長）
『「文学」の肖像～その書き手・読み手・伝え手～』
第2回　6月19日（火）
講師：秋永　一枝先生（早稲田大学名誉教授）

『東京弁のいろいろ～東京弁は消えてゆく～』
第3回　7月10日（火）
講師：岸　朝子先生（食生活ジャーナリスト）

『伝えたい残したい　日本の食文化』
第4回　9月11日（火）
講師：天児　慧先生（早稲田大学大学院教授）

『新段階に入った日中関係～戦略的互恵関係は可能か～』
第5回　10月9日（火）
講師：野上　忠興先生（政治ジャーナリスト）

『2007政局裏表～前代未聞の安倍退陣を追う～』
第6回　11月13日（火）
講師：柳家　紫文先生（寄席音曲師）

『三味線から見えてくるもの』
第7回　12月11日（火）
講師：根本　幸夫先生（薬学博士、昭和大学兼任講師）

『経営者の健康学～孫子の健康法～』
第8回　平成20年1月15日（火）
講師：大島　さくら子先生（早稲田大学エクステンションセン

ター講師）
『失礼な英語　丁寧な英語』

第9回　2月12日（火）
講師：齋藤　理恵子先生（早稲田大学講師）

『仏像鑑賞入門～如来と菩薩の姿と由来～』
第10回　3月18日（火）
講師：今尾　恵介先生（地図研究家・関東学院大学講師・（財）

日本地図センター客員教授）
『東京の地名の変遷』

平成20年度（全10回）

第1回　平成20年5月28日（水）
講師：松田　忠徳先生（札幌国際大学教授）

『日本人と温泉～なぜ、日本人は温泉に浸かるのか～』
第2回　6月25日（水）
講師：守屋　洋先生（中国文学者）

『中国古典に学ぶ～徳は事業の基なり～』
第3回　7月23日（水）
講師：加藤　諦三先生（早稲田大学名誉教授）

『反社会性と非社会性～何が会社を崩壊させるか？～』
第4回　9月24日（水）
講師：柳家　三三先生（落語家）

『落語家の身分と昇進ばなし～悋気（りんき）の独楽の実演も～』
第5回　10月22日（水）
講師：松本　幹夫先生（社会保険労務士）

『平成20年医療保険制度の改正について
～後期高齢者医療で患者負担はどう変わったか～』

第6回　11月26日（水）
講師：野上　忠興先生（政治ジャーナリスト）

『08政局裏表』
第7回　12月10日（水）
講師：谷口　眞子先生（早稲田大学講師）

『忠臣蔵」の虚と実～大石内蔵助の場合～』
第8回　平成21年1月28日（水）
講師：大島　さくら子先生（早稲田大学エクステンションセン

ター講師）
『やさしいビジネス英会話』
第9回　2月25日（水）
講師：西野　博道先生（明治大学講師）

『新視点で観る日本の城郭』
第10回　3月25日（水）
講師：山本　多喜司先生（広島大学名誉教授）

『職場のメンタルヘルス～心とからだの健康増進～』

平成21年度（全10回）

第1回　平成21年5月27日（水）
講師：野上　忠興先生（政治ジャーナリスト）

『09政局裏表』
第2回　6月24日（水）
講師：原　剛先生（早稲田大学特命教授・早稲田環境塾塾長）

『百面相の中国社会～環境と農業の現場から～』
第3回　7月22日（水）
講師：加藤　諦三先生（早稲田大学名誉教授）

『最近の青少年犯罪と家庭教育』
第4回　9月16日（水）
講師：伊早　坂昭夫先生（中小企業診断士）

『『二宮尊徳』流の経営哲学～富貴貧賤の分かれ目を知る～』
第5回　10月28日（水）
講師：大西　良雄先生（経済ジャーナリスト）
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『世界同時不況とこれからの日本経済』
第6回　11月25日（水）
講師：谷口　眞子先生（早稲田大学講師）

『享保改革と公儀目安箱』
第7回　12月9日（水）
講師：柳家　喬太郎先生（噺家）

『落語実演』
第8回　平成22年1月20日（水）
講師：西脇　康先生（早稲田大学エクステンションセンター講師

日本近世史研究者）
『小判の不思議』
第9回　2月24日（水）
講師：大島　さくら子先生（早稲田大学エクステンションセン

ター講師）
『やさしいビジネス英会話』
第10回　3月24日（水）
講師：富田　康裕先生（鉄道書籍編集社・株式会社クラッセ代

表取締役）
『首都圏の今後の鉄道整備について』

平成22年度（全9回）

第1回　平成22年5月26日（水）
講師：桐山　勝先生（NPO法人江戸しぐさ副理事長）

『江戸商人たちが読んだ経営書』
第2回　6月23日（水）
講師：河野　哲也先生（立教大学教授）

『脳科学は我々を幸せにするか？～脳科学ブームのとらえ方～』
第3回　7月28日（水）
講師：佐藤　能丸先生（早稲田大学講師）

『幕末の志士　吉田松陰』
第4回　9月22日（水）
講師：松平　美和子先生（早稲田大学エクステンションセンター

講師、成蹊大学 講師）
『シルクロードの十字路、アフガニスタンの美術』
第5回　10月27日（水）
講師：大西　良雄先生（経済ジャーナリスト）

『日本経済の課題～円高デフレは克服できるか～』
第6回　11月24日（水）
講師：柳家　喜多八先生（噺家）

『落語実演』
第7回　12月8日（水）
講師：笹原　宏之先生（早稲田大学教授）

『漢字文化圏の中の日本語』
第8回　平成23年1月26日（水）
講師：小野　佳代先生（早稲田大学高等研究所客員研究員）

『仏像鑑賞入門』
第9回　2月23日（水）
講師：野上　忠興先生（政治ジャーナリスト）

『政局裏表』

平成23年度（全9回）

第1回　平成23年5月25日（水）
講師：佐藤　能丸先生（早稲田大学講師）

『幕末の人物と思想～徳川慶喜～』
第2回　6月22日（水）
講師：宮本　英昭先生（東京大学准教授）

『宇宙資源～鉄とレアメタル～』

第3回　7月27日（水）
講師：桐山　勝先生（NPO法人江戸しぐさ　副理事長）

『江戸しぐさに学ぶリーダーシップ～高田屋嘉兵衛にみる～』
第4回　9月14日（水）
講師：大西　良雄先生（経済ジャーナリスト）

『エネルギー政策の転換と日本経済』
第5回　10月26日（水）
講師：鶴松　房治先生（池波正太郎記念文庫指導員）

『池波正太郎と江戸』
第6回　11月16日（水）
講師：岡戸　敏幸先生（早稲田大学講師）

『浮世絵の鑑賞～永井荷風の『江戸芸術論』に沿って～』
第7回　12月7日（水）
講師：岩田　英義先生（養生文化協会 代表）

『「経絡動功」健康法』
第8回　平成24年1月25日（水）
講師：柳田　公市先生（経済産業省地域中小企業アドバイザー）

『地域再活性化のヒント～地域課題と地域資源は車の両輪～』
第9回　2月22日（水）
講師：堀口　俊英先生（株式会社珈琲工房 HORIGUCHI 代表取

締役）
『スペシャルティコーヒー～ 1杯のコーヒーから世界を見る～』

平成24年度（全9回一部予定）

第1回　平成24年5月23日（水）
講師：山本　多喜司先生（広島大学名誉教授）

『こころの健康学～ストレスと上手に付き合う方法～』
第2回　6月27日（水）
講師：樋口　広芳先生（慶應義塾大学特任教授）

『カラスと人間生活～よりよい関係を求めて～』
第3回　7月25日（水）
講師：澄谷　晃先生（ワイズ・スポーツ（株）取締役）

『ネットで変化する社会～フラット化と繋がりの再発見～』
第4回　9月26日（水）
講師：小野　佳代先生（早稲田大学奈良美術研究所客員主任研

究員）
『斑鳩・法隆寺の仏たち～飛鳥仏の魅力に迫る～』
第5回　10月24日（水）
講師：桐山　勝先生（NPO法人江戸しぐさ　理事長）

『江戸しぐさに学ぶリーダーシップ～田沼意次～』
第6回（予定）　11月28日（水）
講師：岡田　友輔先生（合同会社 DELTA代表）

『2012年プロ野球で価値のある選手は誰だったのか？
～選手価値の測り方～』

第7回（予定）　12月5日（水）
講師：瀧口　雅仁先生（芸能史研究家、恵泉女子学園大学非常

勤講師、演芸プロデューサー）
『落語とコミュニケーション』
第8回（予定）　平成25年1月23日（水）
講師：今尾　恵介先生（財団法人日本地図センター客員研究員）

『地図に見る鉄道』
第9回（予定）　2月27日（水）
講師：皆川　美恵子先生（十文字学園女子大学教授）

『雛の経済～江戸時代、娘のために投じたお金～』
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●事業主・従業員宿泊研修旅行
　中央区の中小企業事業主や従業員の繁栄と活性化を図ると
ともに、共同化 ･協業化を調査検討するため、中央区と中央
区工業団体連合会の共催で、工場視察を実施するなど宿泊研
修旅行が実施されてまいりました。
　毎年、いろいろな施設や会社・工場などを訪問してまいり
ましたが、近年の研修旅行は下記の通りです。

●クボタ宇都宮工場／アサヒビール福島工場視察と
　磐梯熱海温泉
実施期間：平成15年6月6日～ 7日
参加人数：77名

●野辺山宇宙電波観測所／竹屋味噌諏訪工場／高橋製作所と
　上諏訪温泉
実施期間：平成16年6月11日～12日
参加人数：89名

●秋元水力発電所視察と
　芦ノ牧温泉・会津観光カリスマ講演会
実施期間：平成17年7月1日～ 2日
参加人数：90名

●TEPCO新エネルギーパーク／サッポロビール千葉工場と
　小湊温泉
実施期間：平成18年6月9日～10日
参加人数：76名

●小森 Coつくばプラント／アクアマリンふくしまと
　いわき湯温泉
実施期間：平成19年6月22日～ 23日
参加人数：97名

●ヤクルト富士裾野工場／山梨県立美術館と
　下部温泉
実施期間：平成20年6月13日～14日
参加人数：83名

●信濃毎日新聞社／善光寺参詣と
　戸倉上山田温泉
実施期間：平成21年6月12日～13日
参加人数：86名

●日産自動車栃木工場／福島県立美術館と
　母畑温泉
実施期間：平成22年6月11日～12日
参加人数：76名

●山櫻八王子の森工場／富岡製糸場と
　磯部温泉
実施期間：平成23年10月14日～15日

（東日本大震災のため日程変更）

参加人数：27名（日程変更の影響で参加者が少ない年となりました）

●大塚製薬高崎工場／たくみの里と
　水上温泉
実施期間：平成24年6月22日～ 23日
参加人数：59名
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この50年をふり返って…
●工団連9つの支部／代表者ご挨拶

京橋支部とは

工団連50周年にあたり

製本産業を知ってもらうへそ展

　東京都印刷工業組合には、地区別に22

支部がありますが、その中でも印刷発祥の

地として京橋支部は、多くの組合企業を抱

え、常に中心的な役割を担っています。歴

史は古く平成25年には90周年を迎えま

す。創立は大正12年になりますが、その

年9月8日の支部発足を前に関東大震災に

遭遇し、全支部員が壊滅的な危害を被りま

したが同月25日に東京都印刷同業組合京

橋区支部として発足いたしました。灰塵の

中から立ち上がった先人たちの苦労のほど

がしのばれます。やがて昭和の大恐慌、第

2次世界大戦そして敗戦、政治経済の困窮、

混乱、高度成長と未曾有の歴史を歩んでき

ました。平成の今日は、長引く不況に、今

まで以上に厳しい淘汰の時代に直面してい

ますが、現在支部員123社一丸となってこ

の時代を乗り越えるべく活動中です。

　中央区工団連50周年、おめでとうござ

います。

　古くから商業の中心地として栄えた日本

橋。我が日本橋支部は中央区の地場産業で

ある印刷産業として、この地で来年90年

という永い歴史を持つ組合です。

　同じ区内の京橋支部さんとも緊密に連携

して工団連の活動に参加させていただいて

おります。

　加盟各業界を取り巻く環境は年々厳しさ

を増しておりますが、こういう時こそそれ

ぞれの組合活動の利点を活かし、加盟各社

が「連帯」して業界全体の活性化を図ってい

く必要があると考えます。

　今後も工団連の活動に期待します。

　このたび、中央区工業団体連合会創立50

周年を迎えられましたことを心よりお喜び申

し上げます。

　工団連におかれましては、半世紀にわたり、

会員相互の交流・経営改善・産業文化展へそ

展の開催など中央区工業の振興、発展に向け

ての積極的な活動を続けられ、中央区の基盤

を築かれておられますことは誠に同慶の至り

でございます。

　一口に50年と申しますが、さまざまなこと

が刻みこまれていることと思います。そのひ

とつが、製本業を広く知ってもらう機会を持

たせていただいているへそ展です。製本を体

験し物づくりの素晴らしさを知り将来製本を

してみたいと思ってもらえている子供達がい

れば幸いでございます。私ども東京都製本工

業組合京橋支部も来年度は創立90周年を迎

え周年事業計画の最中であり当組合は今後も

製本業を通じて、中央区の産業基盤のひとつ

として貢献してまいる所存でございます。

東京都
印刷工業組合
京橋支部

東京都
印刷工業組合
日本橋支部

東京都
製本工業組合
京橋支部

代表者

森山　照明

代表者

小西　義雄

代表者

橋本　勝政
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技能を大切に

日本の「ものづくり」を支えて90年

高品位テクノロジー追求

　当支部は1928年（昭和3年）9月に発足し、先輩諸氏の

築いてこられた歴史と伝統を守るべく現在組合員4社と

わずかではありますが、頑張っております。

　私共製本業界はいま大変厳しい局面に置かれています。

情報伝達手段の多様化 ･顧客の二一ズの変化、そのスピー

ドば加速化するばかりですが、業態面から考えるとそん

なに変わり身を速くは出来ないというのが現実です。旦

旧態としての存在にその価値が無くなってしまったかと

いうと必ずしもそうとばかり言えない事に気づかされた

のです。それは昨年の東日本大震災で受けた被害の中に

ありました。貴重な蔵書類が破損し、修複も手つかずの

状態にあるという現状を聞くにつれ、急速に進むデジタ

ル化社会の中にあっても文化の担い手の役目を課せられ

た職種の一つであるという誇りを持ちつつ、現代社会の

変化をも見すえながら、基本的な技術の修得・向上に日々

邁進する事が大切であると改めて痛感させられたのです。

　印刷関連の業種は、中央区においては地場産業です。

私共は、次の60周年に向けて頑張りたいと思います。

　月島工業会は1921年（大正10年）発足

以来、今日まで幾多の困難を乗り越えて昨

年90周年を迎えることが出来ました。ま

た、月島工業会は、中央区工業団体連合会

の結成に当初から参画し、区内工業の振興

に尽力してまいりました。この間、我が国

基幹産業の中心的な存在として、関東大震

災、太平洋戦争、戦後そして復興期と活躍

し、我が国工業の基礎を築いてまいりまし

た。しかしながら有力会員企業の他地区へ

の転出とそれに伴い傘下の下請協力工場も

転出減少し、月島・佃地区での「ものづく

り」は大変厳しいものとなってまいりまし

た。このような厳しい環境下ではあります

が、堅実な企業努力と時代を先取りする積

極的な姿勢で高付加価値の製品を産み出す

「ものづくり」を目指して、今後もたゆまぬ

努力を続けてまいる所存であります。

　工団連50周年おめでとうございます。

　工団連企画の年中行事に毎度参加をさせ

ていただき、その都度、楽しく過ごせた事

を思い出します。各理事さん、事務局の方々

に感謝致します。

　工団連の益々のご発展を願っています。

　月島金属工業会として現在に至りました

が、昭和33年月島鋲螺懇親会が結成され

ました。その後、昭和38年月島金属協同

組合として発足し、一時期、参加企業50

数社という時もありましたが、移転・廃業

などにより10年程前から4社となりまし

た。そのため、協同組合としての維持・運

営が難しくなり、平成23年7月に解消後、

月島金属工業会として親睦を兼ね毎月会合

を開いています。

東京都
製本工業組合
日本橋支部

月島工業会

月島金属工業会

代表者　丸山　啓一

代表者

石井　宏治

代表者

竹林　聡明
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異業種の集まり

私たちは百年企業をめざします

今後起るであろう災害被害をより少なくするために

　工団連創立50周年おめでとうございます。

今日の様に素晴らしい工団連を創り上げられた

歴代会長様を始め関係者各位の労に感謝申し上

げます。

　日本橋産業協会も工団連設立当初から参加

し、いろいろとご指導いただいて参りました。

当時の会員は皆元気でそれぞれの事業主として

仕事に携わっておりましたが、ここ10年は町

も様変わりし、商業の町の地の利を生かし、不

動産賃貸業を営む会員が増え、本来の会の趣

旨とは外れ親睦会的要素が強まりました。それ

では、と隔月で開催する様になった勉強会「華

陽会」も毎回大勢の参加者で賑わい大変好評で、

本年9月には14回目を迎える事ができました。

　へそ展に出展して盛業を営まれている会員も

おり、時代のニーズに合わせた情報交換、特に

行政および商工会議所の指導など、工団連の会

員だけが得られる魅力ある得策を充分に活かし

て若き新会員を増強し、会を発展させ60周年

に向け心新たに励んで参ります。

　中央区工業団体連合会50周年、おめで

とうございます。

　私たち東京グラフィックサービス工業

会・中央支部は、軽印刷を主舞台に東京の

中心・中央区で活躍してまいりました。く

しくも私たちの団体も昨年50周年を迎え

ました。この節目を機に、従来の組合員相

互の親睦や情報交換の場から脱皮し、新た

な事業の構築を目指してまいります。

　さらに組合員各社が新しいドメイン（事

業領域）の構築を目指し、「印刷業」から「印

刷を行う新たなドメイン」を模索してゆき

ます。

　「開拓と継承の50年−未知なる新領域へ

−」を50年の合い言葉として、中央区とい

う地域に貢献しながら、行政・産業のお手

伝いができる百年事業団体へ変革してまい

ります。

　工団連50周年記念、おめでとうござい

ます。企業の平均寿命30年といわれる現

代において、異業種の団体が結束して活動

し、50年を迎えられたことは本当に慶ばし

い限りです。それもこれも各企業、団体、

会員の皆様が中央区を愛し、中央区をより

素晴らしい区にしようという日々の努力の

表れと考えます。

　我々 NPO地域防災研でも従来の活動に

増して、今後起りうるであろう地震等の災

害について如何に被害を小さく出来るかと

いう活動を、あらゆる機会を通して区民の

皆様にお知らせしていきたいと思っており

ます。現在、中央区、設計事務所協会、中

小建築業協会と我々 NPO地域防災研と合

同で耐震促進協議会を立ちあげ、区民の

方々の「住」という点につき相談にのらせて

いただいてます。

　こういうことが出来るのも工団連という

屋台骨があってこそです。

日本橋産業協会

東京グラフィック
サービス工業会
中央支部

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

代表者

小川　浩一

代表者

早坂　淳

代表者

吉田　外喜雄
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東京都印刷工業組合
京橋支部

株式会社 金陽社印刷所
代表者：細田 益造
小宮山印刷株式会社
代表者：小宮山 貴史
三徳印刷株式会社
代表者：尾島 育四郎
秀英堂紙工印刷株式会社
代表者：堀澤 宏
日英舎印刷株式会社
代表者：山田 明光
株式会社 モリイチ
代表者：森 清高
株式会社 森山印刷
代表者：森山 照明
冬水印刷株式会社
代表者：永島 洋一郎
正栄堂印刷株式会社
代表者：山中 孝夫
有限会社 広栄社印刷所
代表者：本間 浩一
株式会社 文海堂
代表者：松岡 誠一郎
オノデラ印刷
代表者：小野寺 正彦
株式会社 ティーシィ企画
代表者：青木 茂
株式会社 小西印刷所 東京支店
代表者：小西 順三郎
研友社印刷株式会社
代表者：新井 修次
有限会社 三青社
代表者：小倉 光晴
株式会社 恒本紙工所
代表者：恒本 平
東京印刷株式会社
代表者：石田 秀明
神林印刷株式会社
代表者：神林 宗彦
信誠印刷株式会社
代表者：小林 恒夫
株式会社 シール竹山
代表者：竹山 房雄
株式会社 昇寿堂
代表者：瀬戸 良教
大東印刷工芸株式会社
代表者：花崎 博己
株式会社 法文社
代表者：浅野 秀夫
コクダイ印刷株式会社
代表者：大嶋 和十三

熊谷印刷株式会社
代表者：岡田 智夫
小森印刷株式会社
代表者：小森 彰
福田印刷工業株式会社 東京支店
代表者：橋場 武雄
株式会社 双葉印刷社
代表者：福田 誠子
山之内印刷株式会社
代表者：布施 繁
杜陵印刷株式会社
代表者：大野志郎
弘報印刷株式会社
代表者：津下 勉
小筆印刷株式会社
代表者：小筆 正敏
三秀印刷工業有限会社
代表者：小林 秀達
中島印刷株式会社
代表者：中島 康信
株式会社 ユニットプランニング
代表者：岩間 家富
ステラグループ株式会社 
代表者：川井 昇
中和印刷株式会社
代表者：石崎 政男
永井印刷工業株式会社
代表者：永井 直裕
株式会社 ナプコジェーピー
代表者：長崎 茂
株式会社 小薬印刷所
代表者：小薬 雅江
有限会社 赤澤印刷
代表者：赤澤 忠文
大日本ピーアール株式会社
代表者：小澤 潤
ミズノプリテック株式会社
代表者：水野 泰子
株式会社 王友社
代表者：松橋 純子
長田印刷株式会社
代表者：長田 光一郎
株式会社 吉田印刷所
代表者：吉田 昇弘
有限会社 タンポクリエイト
代表者：丹保 マスエ
有限会社 羽生印刷
代表者：羽生 直
株式会社 三和印刷社
代表者：市川 征雄
日昇印刷株式会社
代表者：石井 光雄
松川印刷株式会社
代表者：松川 信一
リンガ印刷株式会社
代表者：米田 穣

有限会社 ミナト印刷社
代表者：中村 和美
文行堂印刷株式会社
代表者：斎藤 忠敏
株式会社 越州社
代表者：加藤 英夫
グリーン・フォーム株式会社
代表者：金子 洋一郎
株式会社 ディグ
代表者：杉井 康之
八代印刷
代表者：八代 東海夫
有限会社 青柳印刷所
代表者：青柳 晴男
株式会社 進和堂印刷所
代表者：鈴木 隆
小暮印刷箔押所
代表者：小暮 欣也
有限会社 松本印刷所
代表者：松本 尚武
加賀美印刷株式会社
代表者：加賀美 健二
株式会社 興文堂
代表者：寺町 元安
正和印刷株式会社
代表者：西田 正己
株式会社 蓬莱屋印刷所
代表者：森山 徹太郎
株式会社 サンヨープロアート
代表者：鈴木 勝二郎
金木印刷工業株式会社
代表者：金木 豊
株式会社 ミズタニ
代表者：熊田 泰子
西和印刷株式会社
代表者：西山 昇
明文社印刷株式会社
代表者：村上 佳久
有限会社 大橋印刷所
代表者：大橋 正
有限会社 文星堂
代表者：井上 秀一
朝川印刷株式会社
代表者：朝川 健二
石澤印刷株式会社
代表者：石澤 勉
株式会社 コッシー
代表者：白子 白
株式会社 坂本印刷社
代表者：坂本 史雄
三雄舎印刷株式会社
代表者：十文字 明雄
合資会社 昭三堂印刷所
代表者：大作 元夫
株式会社 白 橋
代表者：白橋 明夫

●工団連会員名簿（2012年11月現在）
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株式会社 実誠堂
代表者：田中 芳江
株式会社 相互美術印刷本社
代表者：小倉 昭夫
タカラ印刷紙工株式会社
代表者：本郷 眞理子
株式会社 錦光社
代表者：徳田 憲昭
株式会社 三田村印刷所
代表者：濱野 秀世
有限会社 和田印刷所
代表者：和田 和芳
株式会社 ノスメディア
代表者：長屋 貢司
有限会社 幸文堂印刷所
代表者：山本 征一
株式会社 三省社印刷所
代表者：富田 尚男
信濃印刷株式会社
代表者：児玉 秀丸
株式会社 マイハラ
代表者：毎原 喜代志
マルダイ印刷有限会社
代表者：桜井 五男
朝日印刷有限会社
代表者：広瀬 節子
伊坂美術印刷株式会社
代表者：伊坂 晃太郎
宇野印刷株式会社
代表者：宇野 一男
大城印刷株式会社
代表者：大城 満
金山印刷株式会社
代表者：金山 智一
株式会社 久栄社
代表者：田畠 久義
株式会社 谷島
代表者：谷島 豊
中庭印刷株式会社
代表者：中庭 修
明祥株式会社
代表者：小森 洋一
有限会社 吉田印刷所
代表者：吉田 太郎
株式会社 ティエムピィ
代表者：三澤 敏男
有限会社 和田工芸印刷
代表者：和田 永男
株式会社 東都工芸印刷
代表者：土屋 秀平
有限会社 エーピーアイ
代表者：田中 恒太
株式会社 幸文社石井印刷所
代表者：石井 治久
昌平堂印刷株式会社
代表者：伊森 英明
プリントネットワーク株式会社
代表者：吉川 清一
株式会社 セントラルプロフィックス
代表者：田畠 義之

株式会社 東京コンフアス
代表者：山口 一夫
有限会社 岸印刷所
代表者：岸 健作
三幸かわさき株式会社
代表者：川崎 裕
誠文社印刷株式会社
代表者：荒川 治彦
株式会社 長正社
代表者：増田 光辰
株式会社 美山堂
代表者：鎮目 竜大
室田印刷株式会社
代表者：室田 一郎
銅版印刷株式会社
代表者：鈴木 聡

東京都印刷工業組合
日本橋支部

コニシ印刷株式会社
代表者：小西 義雄
大成印刷株式会社
代表者：古畑 桂子
株式会社 斎木印刷所
代表者：斎木 政宏
株式会社 クルー 
代表者：米山 進
株式会社 高春堂
代表者：高木 明裕
千加真印刷株式会社
代表者：吉成 徹郎
株式会社 グリーンパックジャパン
代表者：李 曄
青樹印刷株式会社
代表者：青木 修
株式会社 アイエス
代表者：石川 智朗
カラー印刷株式会社
代表者：川崎 努
イエズミ印刷株式会社
代表者：家住 英樹
株式会社 ヤマダクリエイティブ 
代表者：山田 晃子
株式会社 南玉堂
代表者：岡本 友行
株式会社 王子堂
代表者：須合 忠廣
文港堂印刷株式会社
代表者：瀬戸 充
有限会社 博栄社
代表者：前田 博
有限会社 長谷川印刷所
代表者：長谷川 豊
株式会社 美馬印刷
代表者：美馬 貴志
日本印刷紙器株式会社
代表者：鈴木 佳典

株式会社 いろは堂
代表者：早川 知幸
土山印刷株式会社 東京営業所
代表者：中嶋 恒雄
片貝印刷株式会社
代表者：片貝 真巳
株式会社 インデックス
代表者：梶山 雅司
内山印刷株式会社
代表者：内山 直也
株式会社 一山堂
代表者：佐久間 中
株式会社 スサト
代表者：寿里 美貴雄
株式会社 成島印刷所
代表者：成島 辰美
株式会社 ユーティックス
代表者：児玉 英之
辰巳織布印刷加工株式会社
代表者：辰巳 善文
杉山メディアサポート 株式会社　
代表者：大高 里枝子
株式会社 プレス
代表者：柳迫 豊
株式会社 ナカニワ印刷
代表者：中庭 藤夫
協栄印刷株式会社
代表者：竹尾 克己
東海印刷株式会社
代表者：中村 正信
有限会社 スパイス
代表者：佐久間 真之
同和ビジネスフォーム株式会社
代表者：上野 明伸
有限会社 片山製本
代表者：片山 文雄

東京都製本工業組合
京橋支部

有限会社 丸中製本所
代表者：丸山 稲生
孝彩堂
代表者：鈴木 孝治
東群製本株式会社
代表者：橋本 勝政
有限会社 東京渡邊紙断所
代表者：渡邊 仲造
有限会社 永倉製本所
代表者：永倉 篤
有限会社 今村製本所
代表者：今村 康雄
有限会社 大塚製本所
代表者：大塚 耕司
株式会社 城所紙工
代表者：城所 虎雄
有限会社 宇佐見紙工
代表者：宇佐見 佐一
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有限会社 大同紙工
代表者：伊藤 正一
株式会社 斎藤紙工
代表者：斎藤 恒男
有限会社 誠文社製本所
代表者：島村 博
有限会社 磯部製本所
代表者：磯部 和彦
有限会社 青柳紙工所
代表者：青柳 隆司
有限会社 進栄紙工
代表者：安部 安弘
株式会社 同文社
代表者：戸塚 多喜男
有限会社 小川製本所
代表者：小川 嘉洋
有限会社 高地製本
代表者：高地 敏行
寿製本有限会社
代表者：鈴木 忠好
有限会社 松本製本所
代表者：松本 幸雄
有限会社 小柳製本
代表者：小柳 光
有限会社 笠松製本所
代表者：笠松 忠男
有限会社 松木製本所
代表者：松木 信義
江尻製本所
代表者：江尻 賢
国弘印刷紙工株式会社
代表者：関根 光博
株式会社 京益社
代表者：相澤 宏彰
松谷製本紙工所
代表者：松谷 慶久
株式会社 吉田忠作商店
代表者：吉田 和司
株式会社 谷島
代表者：谷島 豊
有限会社 大貫製本所
代表者：大貫 哲也
有限会社 下羽箔押所
代表者：下羽 敬一
スドウナンバー
代表者：須藤 義勝
有限会社 錦製本所
代表者：村田 錦次
大立製本株式会社
代表者：井上 貴司
株式会社 長山製本
代表者：長山 浩
株式会社 博伸社
代表者：牧野 伸充
有限会社 酒井製本所
代表者：片岡 肇
株式会社 王冠印刷製本社
代表者：安部 三男
有限会社 吉添製本所
代表者：吉添 健一

有限会社 長光堂製本所
代表者：佐立 哲彦
有限会社 関口製本所
代表者：関口 真徳
有限会社 大徳製本所
代表者：木村 利垣
有限会社 共正社島佐製本所
代表者：嶋佐 博明
有限会社 村松製本所
代表者：村松 衛
有限会社 小串製本所
代表者：小串 秀樹
有限会社 三ツ和紙工
代表者：駿河 和寿
油矢製本株式会社
代表者：油矢 博
泉製本所
代表者：泉 博之
東海紙工株式会社
代表者：東海 貴裕
もがみ紙工有限会社
代表者：佐藤 稔幸
双和紙工株式会社
代表者：金子 清
株式会社 蔵王印刷
代表者：渡辺 りん太郎
有限会社 高須製本所
代表者：高須 啓邦
有限会社 栗原製本所
代表者：栗原 義昭
株式会社 北信社
代表者：丸山 宏幸
株式会社 松進社製本
代表者：松本 政男
株式会社 中條製本工場
代表者：中條 一
株式会社 山本製本所
代表者：山本 雅夫
有限会社 渡部製本所
代表者：渡部 金美

東京都製本工業組合
日本橋支部

有限会社 丸山裁断製本所
代表者：丸山 啓一
幸進堂製本株式会社
代表者：安斎 卓
勇光堂紙工業有限会社
代表者：秋庭 光夫
有限会社 ナガノ製本
代表者：小林 淳

月島工業会

株式会社 石井鐵工所
代表者：石井 宏治
月島機械株式会社
代表者：牧 虎彦
株式会社 巴コーポレーション
代表者：山納 茂治
株式会社 日高製作所
代表者：櫻井 良尚
有限会社 谷内木型製作工場
代表者：谷内 敏
本橋発動機株式会社
代表者：本橋 儀一
有限会社 小船鉄工所
代表者：小船 秀二郎
富士内燃機工業株式会社
代表者：梛野 英明
株式会社 東京鉄工所
代表者：磯田 健太郎
株式会社 須田製作所
代表者：萩原 弘行
株式会社 為我井製作所
代表者：為我井 行雄
月島ビジネスサポート株式会社
代表者：長島 正
丸善機工株式会社
代表者：斎藤 善行
株式会社 つきじ入船
代表者：青山 一郎
株式会社 脇村工業所
代表者：脇村 孝友
株式会社 森田内燃機
代表者：森田 勝利
文明堂製菓株式会社
代表者：吉川 精二
株式会社 泉興産
代表者：田中 宗一
月島建設株式会社
代表者：山本 晴保
株式会社 麻生商店
代表者：麻生 紀一

月島金属工業会

有限会社 安達製作所
代表者：安達 武志
有限会社 上垣熔接工業所
代表者：上垣 はま子
丸善桟工株式会社
代表者：斉藤 善行
有限会社 竹林製作所
代表者：竹林 秀仁
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日本橋産業協会

株式会社 立石建設
代表者：立石 晴康
有限会社 花見屋
代表者：宮沢 一郎
有限会社 南洲研究所
代表者：常山 南洲
石田ひでお事務所
代表者：石田 英朗
今井たばこ店
代表者：今井 得司
株式会社 双美堂
代表者：小川 浩一
新いしき
代表者：石木 一良
株式会社 鶴巻運送
代表者：鶴巻 喜一郎
株式会社 ハヤシ
代表者：林 一彦
株式会社 魚久
代表者：廣田 光明
有限会社 イシダ断裁
代表者：石田 真吉
都圏不動産株式会社
代表者：斎藤 美福
宮田
代表者：宮田 利文
エクセレントK
代表者：加藤 善蔵
有限会社 小林喜太郎商店
代表者：小林 丈夫
岩見家
代表者：岩見 久子
有限会社 山本工務店
代表者：山本 勝雄
有限会社 双葉
代表者：田中 金一
株式会社 新報社
代表者：両角 幸治
株式会社 サンビルムラカミ
代表者：村上 好成
有限会社 秋山伊之助商店
代表者：秋山 保司
阪田屋
代表者：戸塚 建三
永田 朗
ブラシ製造・販売　株式会社 江戸屋
代表者：浜田 捷利
大野 秀太郎
有限会社 新井タイル
代表者：新井 一雄
産和商事株式会社
代表者：水戸部 雅昭
ドトールコーヒー浜町店
代表者：堀部 龍次郎

大伝馬町郵便局長
代表者：星 和男
富士ウェザー工業
代表者：森脇 清
佐藤 龍雄
代表者：佐藤 龍雄

東京グラフィック
サービス工業会
中央支部

有限会社 アート・レイアウト
代表者：原田 啓治
株式会社 いろは堂
代表者：早川 知幸
有限会社 ウメダフォトスタジオ
代表者：梅田 玲
株式会社 エキスパートスタッフ
代表者：坂本 季美枝
株式会社 エンゼル
代表者：綿貫 勝夫
株式会社 協有社
代表者：奥村 悠諭次
株式会社 クレスト・アイ
代表者：杼窪 孝雄
株式会社 ケーヨー
代表者：早坂 淳
株式会社 光芸社
代表者：佐武 正道
株式会社 光文社
代表者：大庭 公哉
小宮山印刷株式会社
代表者：小宮山 貴史
株式会社 山王プリント
代表者：永澤 明夫
有限会社 三和
代表者：今井 武彦
タナカ印刷株式会社
代表者：田中 孝久
中桜印刷株式会社
代表者：古市 英夫
株式会社 東 美
代表者：高橋 禎夫
日新事務器株式会社
代表者：金井 宏之
ヒューネット株式会社
代表者：小林 明憲
株式会社 フジテクノス
代表者：糸賀 一穂
有限会社 フラワープリントセンター
代表者：白井 雅男
株式会社 プリントボーイビジネスサポート
代表者：及川 一教
株式会社 文栄社
代表者：渡邊 文隆
有限会社 宝文社 
代表者：原 和子
ホクセイ印刷興業株式会社
代表者：坂梨 孝美

有限会社 マル企画
代表者：丸山 高志
メディアランド株式会社
代表者：中村 岩
株式会社 山櫻
代表者：市瀬 豊和
株式会社 ワープ
代表者：井口 伸一

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

株式会社 加藤商店
担当者：加藤 英明
鎌田工業株式会社
担当者：山谷 幸輝
北野建設株式会社 東京本社
担当者：中村 明芳
埼京美装興業株式会社
担当者：辻田 秀之
株式会社 相谷組
担当者：相谷 寿一
三幸建設工業株式会社 
担当者：山中 毅信
株式会社 新星建設
担当者：湯本 俊夫
大豊建設株式会社
担当者：松雪 謙一
月島建設株式会社
担当者：杉江 章孝
坪井工業株式会社
担当者：丸谷 達彦
株式会社 ティーディーイ
担当者：貞方 信義
株式会社 徳祥
担当者：吉田 外喜雄
株式会社巴コーポレーション
担当者：蛭川 芳久
株式会社 友菱
担当者：水野 亨次
株式会社 則武工務店
担当者：則武 孝政
萬世建設株式会社
担当者：境 孝司
平井工業株式会社 東京支店
担当者：光川 有信
株式会社古川組
担当者：高根 亨充
三井住友建設株式会社
担当者：片平 昭宏
緑電気株式会社
担当者：清野 収
美濃羽税理士事務所
担当者：森山 悦行
深山建設株式会社
担当者：深山 秀樹
持永 喜夫
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中央区工業団体連合会　事務局
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TEL：03‐6228‐7906　FAX：03‐6228‐7908

中央区工業団体連合会
創立50周年記念誌

役　職 氏　名 所　属 会社名

会　長 水 野 　 雅 生 東京都印刷工業組合　京橋支部 ミズノプリテック株式会社

副会長 小宮山　貴史 東京都印刷工業組合　京橋支部 小宮山印刷株式会社

副会長 森 山 　 照 明 東京都印刷工業組合　京橋支部 株式会社 森山印刷

副会長 長 谷 川 　 豊 東京都印刷工業組合　日本橋支部 有限会社 長谷川印刷所

副会長 小 西 　 義 雄 東京都印刷工業組合　日本橋支部 コニシ印刷株式会社

副会長 油 矢 　 　 博 東京都製本工業組合　京橋支部 油矢製本株式会社

副会長 橋 本 　 勝 政 東京都製本工業組合　京橋支部 東群製本株式会社

副会長 小船　秀二郎 月島工業会 有限会社 小船鉄工所

副会長 中 村 　 　 岩 東京グラフィックサービス工業会中央支部 メディアランド株式会社

副会長 吉田　外喜雄
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

株式会社 徳祥

会　計 永 井 　 　 博 東京都印刷工業組合　京橋支部 永井印刷工業株式会社

会　計 林 　 　 一 彦 日本橋産業協会 株式会社 ハヤシ

監　事 山 本 　 雅 夫 東京都製本工業組合　京橋支部 株式会社 山本製本所

監　事 小 川 　 浩 一 日本橋産業協会 株式会社 双美堂
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