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平成21年度

通常総会
7 議案が原案どおり承認可決される
石川県印刷工業組合平成21年度通常総会は、5月9

支部と能登支部）より

日（土）午後5時30分から昭和町の ANA クラウンプラ

支部交付金及び支部

ザホテル金沢3階「鳳」で開催されました。

活性化補助費につい

総会は斎藤武志組織運営委員長の司会で始まり、得

て質疑があり、福島理

桑秀治顧問を議長に選出し、平成20年度事業報告・収

夫理事長より答弁を

支決算・剰余金処分（案）
、平成21年度事業計画（案）
・

し、改めて議場に諮っ

収支予算（案）をはじめ7議案が審議され、原案のとお

たところ賛成多数に

り承認可決された。

より原案のとおり承認された。

議事の経過及びその議決結果は以下のとおりです。

第4号議案 平成21年度借入金残高最高限度額決

第1号議案 平成20年度事業報告及び収支決算並
びに剰余金処分（案）承認の件
事業報告については田中泰副理事長から、収支決算、
貸借対照表、財産目録及び剰余金処分（案）については
千田行一路会計理事からそれぞれ説明があり、宮下邦

定の件
福島理夫理事長から説明があり、これを議場に諮っ
たところ、満場異議なく原案のとおり3 ,000万円と決
定した。
第5号議案 平成20年度「中小企業人材確保推進事

昭監事より監査報告がなされ、これを議場に諮ったと
ころ満場異議なく原案のとおり承認された。
第2号議案 平成21年度事業計画（案）及び収支予
算（案）承認の件
第3号議案 平成21年度経費の賦課及び徴収方法

業」事業報告及び収支決算承認の件
津路文彦事務局長から説明があり、宮下邦昭監事よ
り監査報告がなされ、これを議場に諮ったところ満場
異議なく原案のとおり承認された。
第6号議案 平成21年度「中小企業人材確保推進事

一部改正（案）承認の件

業」事業計画（案）及び収支予算（案）承

第2号議案並びに第3号議案は関連があるため、
事業

認の件

計画（案）については橋本修一副理事長から、収支予算

津路文彦事務局長から説明があり、これを議場に

（案）並びに経費の賦課及び徴収方法一部改正（案）につ

諮ったところ満場異議なく原案のとおり承認された。

いては千田行一路会計理事からそれぞれ説明があった。

第7号議案 石川県印刷工業組合定款変更（案）承認

議場に諮ったところ収支予算（案）について2名（金沢

の件
津路文彦事務局長から説明があり、これを議場に
諮ったところ満場異議なく原案のとおり変更すること
に決定した。
以上をもって通常総会の議案全部の審議を終了し、
午後6時20分閉会となった。
なお当日の出席組合員は32名、委任状出席49名、
合計81名が出席。
この後午後6時30分から懇親会が開催され、得桑顧
問の乾杯で宴が始まり和やかな雰囲気の中懇親を深め、
永野副理事長の中締めで終宴となった。







 












石川県管財課、金沢市監理課と情報交換
6月9日午後、福島理夫石川県印刷工業組合理事長は
じめ副理事長3名が、石川県管財課を訪問宮崎吉則課
長、村田拓也課長補佐等と意見交換を行った。
最低価格制限制度、知的財産権等について有意義な
意見交換が出来た。
終了後、正・副理事長は金沢市役所監理課を訪れ、
西野金沢支部長同席の下、宮本博之担当課長、池田光
穂課長補佐と特に知的財産権について意見交換を
行った。

平成 21 年度
中部地区印刷協議会上期会議開催
中部地区印刷協議会は6月19日（金）
、
富山市のANA

術を駆使して、様々な相手に情報と感性を発信できる。

クラウンプラザホテル富山で平成21年度上期会議を

持続可能な社会づくりのため、印刷が果たす役割は大

開催、5県工組の役員ら72名が出席しました。

きい」と訴えた。

須垣純夫富山県工組理事長による開催県挨拶に続き、

全印工連報告・連絡事項では、武石三平専務理事が

四橋英児会長が「景気が厳しい状況は当分の間続くと

「21年度事業計画」の概要に触れ、このうち昨秋発表し

思われ、我々は小さな業態変革を繰り返しながら企業

た「業態変革実践プラン」の具体的推進策として、①実

存続を図らなければならない。来年は（全日本印刷工業

践事例の収集と提供（10月を目途に冊子を制作）
、②セ

組合連合会の）全国大会を岐阜で行う。主催団体の一つ

ミナー形式による教育プログラムの企画・提案、③マ

である中部地区協として全力を挙げていく必要があ

イケルマーキン米国印刷工業会会長によるビジネス

る」と協力を求めた。引続き水上光啓全印工連会長が

チャンス獲得のための講演会開催（10月9日）
――など

「社会環境が大きく変化する中、我々は社会に『印刷力』
を強くアピールしなければならない。印刷は様々な技

を説明しました。
次いで水上会長の「業態変革実践プラン−特化と多
様化−」との講演が有り業態変革実践の意義について
説き、
「市場が激変する中、企業が現状維持のまま存続
することはあり得ない」としたうえで、
「顧客は自社に
都合のいい会社をパートナーに選ぶ。企業規模は関係
ない。求められるのは、営業マンがどこまで顧客の懐
に入れるか。ニーズを聞き取るヒアリング能力とコ
ミュニケーション能力が重要であり、そうした力をぜ
ひ全印工連の研修で養ってほしい」と講演されました。
その後は、各分科会・理事長会に移り、終了後全体


   
 






会議後半で各分科会・理事長会の報告を行い、意見交
換等の後、木野瀬愛知県工組副理事長の閉会の辞で終
了しました。当工組からは、福島理事長、田中副理事
長、斎藤組織運営委員長、出村経営革新委員長、大村
教育・労務委員長、南環境委員長、安達広報・共済委
員長、津路事務局長が出席しました。各分科会の報告
内容は次の通り（要旨）です。

環境問題については「必要だと思っていても、何から

経営革新・マーケティング委員会
（出村 明副委員長＝石川）

手を着けていいのかわからない」との意見も寄せられ

官公需に係る各種権利（所有権・著作権）の帰属問題

るので、全印工連から指標を出してほしい。カーボン

については、ある公共団体の会報の印刷発注が他社に

フットプリントに対しては、角度を変えれば、パッケー

移り、イラスト等をそのまま流用されたが、
（苦情を申

ジ等へのCO2 排出量表示という部分で印刷物の新たな

し入れるなど）なかなか事を荒立てることができない

仕事につながるとの意見も出た。環境事業は参加者が

という実例が出た。また印刷物と PDF と双方を納入す

少数になりがちなので、愛知では、経営革新委員会と

ることが慣例化される一方で、PDF の制作料金が取れ

合同で勉強会を企画し開いている。

ないとの意見もある。用紙価格は、下がったという実
感は各県ともないようだ。そのほか経営に関する問題
として、高付加価値的な提案を進めるためにも経営数

組織運営委員会
 （楠 行博委員長＝富山）

字に強くなるべきとの意見が出た。

組合員が減少する中での活性化策として、例えばこ
の協議会の情報をどのように伝えていくのか、更に業

教育・労務委員会
 （岡田邦義委員＝愛知）

態変革実践の重要性についても、どのように伝えてい

地域の実情に合った教育研修を組んで欲しいとの意

ランと組織運営委員会の活動方針をリンクさせ、単年

見があった。業態変革に関するフォローアップも必要

度でどうするのではなく、
3年計画で今期はこういう活

であり、各県工組でその仕組み作りを考えていく。あ

動をするという形にしてはどうか。また全印工連が掲

と地区協議会の年2回開催は少ないのではないかとの

げる委員会の事業計画も「〜の研究」という抽象的な表

意見が出、メール・FAX で様々な情報交換を行っては

現でなく、より具体的なテーマを組んだ方が良いので

どうかという提案があった。更に企業規模によってセ

はないか。

くべきかが大きな課題になっている。業態変革実践プ

ミナーの内容を変えているが、その場合、内容によっ
て参加者数にばらつきが出るとの課題も聞いた。
また会場を中心都市だけでなく全域に散らせ、非組
合員の参加、他団体とのタイアップでより活性化した
研修会を開催することも必要ではないか。

共済事業委員会
 （畠山三恵子委員長＝三重）
加入を呼びかける案内を作成するときに、こういう
場合はこれだけ補償されたという実例紹介があると非
常に PR しやすい。
その情報を事務局で常備しいつでも



環境委員会
 （細井俊男委員長＝愛知）

利用できるようにしておくといいのでは。団体契約と

リサイクル可能な資材であることを証明するため、

とも大きな訴求ポイント。この点も訴えたい。また加

官公需で提出が求められる「資材確認票」は、電子入札

入のメリットを紹介した DVD もあり、内容も非常に

の場合どのような形になるのかなど不明な点が多々

濃いものなので、
こちらの活用を積極的に進めて頂き

ある。

たい。





 












してのスケールメリットで割安な掛金で加入出来るこ

「JP2009 情報・印刷産業展」が
盛況のうちに閉幕
西日本最大の印刷総合機材展「JP2009情報・印刷
産業展」が5月28日（木）〜30日（土）の3日間、大阪
市住之江区のインテックス大阪 4号館で開催され、3
日間で2万7377 人の来場で賑わった。
33回目の開催を迎えた今回は、昨今の経済危機に
よって出展への影響を受けたが、
「プリントプロモー
ション 社会につなぐ印刷力」をテーマに93社・290
小間の規模で催され、
出展各社から印刷産業の永遠の
命題である「品質」
「生産性」
「デジタル化」をはじめ、
「新たな営業戦略」へ挑戦する姿勢が示されました。
会場では、プリプレス・プレス・ポストプレスといっ
たシステムベンダーが最新システムを紹介したほか、
アプリケーションソフトや工場の省エネを支援する
システム、環境対応型の製品が数多く展示された。
同時に、
印刷関連企業からも自社のビジネス展開が
アピールされ、
コラボレーションの実現に向けて積極
的な意見交換が行われた。
各分野における出展概要は次の通り。
【プリプレス、ビジネスソフト】
JDF ワークフローやオンライン入稿・校正システム、
カラーマネジメントシステムなどで最新バージョン
のデモが見られたほか、ビジネス関連では、見積り・
作業指示・管理などのシステムの詳細が紹介されたほ
か、
クロスメディア対応としての電子ブック制作ソフ
トも複数出展された。
【プレス】
LED による UV 印刷システムが関西初出展された
ほか、
実機による最新のデモが行われた。このほかに
も、
サービスソリューションやメンテナンスソリュー
ションなど、
印刷現場の力の向上に向けた提案を行う

出展社もあった。
【製本機・後加工機】
中型・小型の綴じラインに動きが見られたほか、
PUR 接着剤を使った製本の実演も行われた。一方で、
ラミネート分野ではデジタルプリンターへの対応や
新しいフィルム素材の提案が見られたほか、カレン
ダー、
紙リングといった特定用途向けのシステムで充
実したデモも行われた。
さらに、穿孔・帯掛け・ベルトサクション・丁合
機・折り機・線糊封かん・卓上箔押しなど、多様な加
工システムも注目を集めた。
【環境関連】
印刷関連の機械やソフトなどの技術と、
環境対応に
向けた考え方を両立した総合的な業界の仕組みづく
りが今後、必要になり、情報の架け橋として生きてい
る産業として取り組みを考える必要が出てくる中で、
直接的に目に見える出展としては各種洗浄剤や回復
「エコ資材」を展示す
液、添加剤などがあったほか、
るメーカーも数多く見受けられた。また、
ほぼすべて
のブースで効率化を通じた環境対応を示唆された。
【コラボレーション】
印刷現場から自社製品がアピールされ、
スクラッチ
やカードの印刷、封筒印刷の効率化、不織布への印刷、
高付加価値の印刷表現、印刷素材へのこだわり、低料
金での切り抜きや組版、多彩なノベルティーの紹介、
オンデマンドプリントの受託、特殊な折り・抜きなど
の提案、特色使用の極小ロット印刷のアピール、糸ミ
シンとじなどが披露された。
【周辺機器・工場環境】
製造の効率化を支援するさまざまな機器が見られ
た。中でも、調色・インキディスペンサー、デジタル
プリンターの安定稼働につながる装置、検査機、工場
内の枚葉紙の物流効率化システム、紙積み・反転装置、
噴霧機、水の循環系などの最新動向が注目された。
一方、印刷機のバージョンアップシステムとしては、
後付けのインラインフォイルシステムや分光濃度計、
オペレータの足腰の疲労を軽減するマットやドライ
ヤーの熱効率を高めるシートにも注目が集まった。
（株式会社印刷之世界社 提供）



   
 






広報・共済委員会からのお知らせ

せつび共済のおすす め
以前から事務局より各種共済のパンフを送付しましたり、この「石川の印刷」
でもお知らせいたしましたが、今月はせつび共済をご案内いたします。と申し
ますのは、今年3月に広報・共済委員会のメンバーである筆者の会社で、実際
に印刷機にトラブルが起こり、
修理代金が約90万円かかることになってしまい
ました。年間の保守契約を結んでいるような機械ではありませんので困ったと
思ったのですが、せつび共済に加入していたので取扱い代理店（共立）に相談し
たところ、共済金が支払われるということで大いに助かったということがあり
ました。もちろん消耗品的な場合は支払われませんし、全ての修理代に共済金
が支払われるとは限りませんが、突発的な事故はいつでも十分起こりうること
ですし、印刷設備だけに限らず電気や空調・給排水設備なども包括的補償され
る契約になっています。もし他の機械保険に加入していなかったり、加入して
いる場合でも比較のためにぜひ一度ご検討されてはいかがでしょうか？
引受保険会社 東京海上日動火災保険
取扱い代理店 共立
（担当：鶴乃園
（つるのその）
さん TEL.076‐441‐0226）

リレーコラム
常務理事（環境委員長） ㈱長谷川印刷

友裕

前回の橋本副理事長さんのコラムの中に、独り言をいう

ある五日市剛先生の講演を聞きました。この本は26歳の

のは危ない前兆と書かれていましたが、あえて私の実践し

時、イスラエル旅行で知り合ったお婆さんから教わった魔

ている「独り言」を紹介したいと思います。

法の言葉が人生の好転に繋がったことが書かれています。

昨年8月、仕事の関係のお客様より「一緒に畑で野菜を

魔法の言葉、それは実に簡単です。悪い事や嫌な事があっ

作らないか」との誘いがあり、どうしても断りきれず、正

たら、このような機会を与えてくれたことに「ありがとう」
、

直嫌々参加することになった。場所は金沢市郊外の野田町

良い事があったら素直に「感謝します」と自分自身に「声

という所で、眼下には外環状線が走り、遠くに金沢の街並

を出して」言い聞かせる、この繰り返しが必ずツキを呼ぶ

みが広がる素敵なロケーション、晴れた日などはボーッと

ということで実践しています。貴重な紙面をお借りして、

いるだけでも本当に気持ちが良い。現在メンバーは7人、

このような事ばかり書いていると、正直少し危ない気持ち

農政局関係者も3人いるが野菜作りに関しては全員ど素

になります。これからも仕事はもちろん、組合活動も微力

人。しかし、畑の所有者で野田町のなんと野田さんという

ながら頑張りたいと思います。どうかご支援宜しくお願い

お婆ちゃんが、私達の師匠で実に頼もしい。
「野菜一つ一

いたします。

つにも愛情をもって優しく話しかけてごらん。それが何よ

今、春先に植えた野菜が我が家の食卓にも出始めた。女

りも一番の肥し」といつもにこやかに話す。私もその教え

房からは「もう冷蔵庫の中、いっぱいやよ」と小言、この夏

に従って、野菜への「話しかけ」を心掛けているが、これも

も虫・雑草との闘い、また水やりと何かと忙しい。仕事の

また案外楽しい。

方も本当の意味で暑くなって欲しいと心から願うもので

そして、もう一つ。先般、口コミで100万部突破の大ベ
ストセラーにもなった「ツキを呼ぶ魔法の言葉」の著者で
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中小企業人材確保推進事業職場定着事業

講座カリキュラムのお知らせ
★お申し込みは石川県印刷工業組合まで

人材育成プラン：平成21年度
7月

8月

マネジメント リーダーシップ研修
■

講師：原

新技術
■
PDF入稿トラブル解決法

講師：百合

クロスメディア クロスメディアビジネス成功のための人材育成・組織
■

講師：佐々木雅志氏 ／クロスメディアエキスパート認証委員

職場改善
コミュニケーション・センスアップ
（応対編）
■

講師：石川

豊子氏（ 大阪芸術大学教授
／有限会社石川企画代表取締役 ）

講師：青野

佑一氏（株式会社インソース講師）

9月 ■
業務改善
タイムマネジメント

7月開催予定講座

リーダーシップ研修

由紀子氏（株式会社インソース講師）
智夫氏（株式会社カムロックシステムズ）

（ 社団法人日本印刷技術協会客員研究員 ）

7月11日
（土）9時〜17時（7時間）

ね ら い：ファシリテーションとは、ミーティングや会議が円滑に運営されるように働きかけたり、組織やチームが目標を達成す
るために、創造や変革・問題解決・学習などを体系的に支援し、プロセスを促進させることです。ファシリテーションを
学ぶことにより、会議を活性化し、より効果的な会議へ向上させることが可能となります。

講

定員：20名

師：株式会社インソース講師 原 由紀子氏

主な項目：・リーダーとは
・指導・教育力のポイント〜与えられた人材を活かす〜
・改善力のポイント

7月開催予定講座

・会議力（ファシリテーション）のポイント
・ファシリテーション（会議）演習

PDF入稿トラブル解決法

7月25日
（土）13時〜17時（4時間）

ね ら い：いま知っておくべきPDFの進化！
PDFだからこそできる効率化ワークフローを徹底解説。印刷入稿用PDFの作成時におけるトラブル対策ケーススタディ、
プリフライトの機能と重要性などを学びます。

講

定員：20名

師：株式会社カムロックシステムズ 百合 智夫氏

主な項目：・PDFが生み出す効率的なワークフローの数々
・PDFデータのプリフライトの重要性
・印刷入稿用PDFの作成ポイント（トラブル対策ケーススタディ） ・PDFを利用した出力方法

8月開催予定講座

クロスメディアビジネス成功のための人材育成・組織

8月8日（土）13時〜16時（3時間）

ね ら い：今なにをすればいいのか？
デジタルネットワークが浸透した現在、印刷メディアには新たなポジションと役割が求められている。21世紀型の印刷メディ
アビジネスは従来のものとどこが大きく違うのか？ 成功の最大ポイント、人材育成・組織について具体的に学びます。

講

師：社団法人日本印刷技術協会客員研究員／クロスメディアエキスパート認証委員 佐々木雅志氏

主な項目：・デジタル化がもたらしている変化
・目指すリーダー人材とは？

8月開催予定講座

定員：20名

・求められる視点と能力
・育成と組織戦略

コミュニケーション・センスアップ（応対編）

8月22日
（土）9時〜17時（7時間）

ね ら い：話し方や説明の基本、態度等の実務能力の向上
コミュニケーションの心構えと聞き手を惹きつける表現方法を身につけ、相手を説得する話し方を学びます。

講

師：大阪芸術大学教授／有限会社石川企画代表取締役 石川 豊子氏

定員：20名

主な項目：・正しい話し方・美しいことばとは
・わかりやすい「説明・説得」の仕方
・話し方の基礎「発声・滑舌・腹式呼吸・母音の練習・アメンボ」 ・スピーチについて実習・アドバイス・
「表情・視線・
・接遇マナー・挨拶・敬語表現・電話応対
立ち居振る舞い」など



   
 






お 知 ら せ

事務局日記

IPIAイメージポスターの
募 集

4月22日 第1回理事会
（印刷会館）
5月 9 日 平成21年度通常総会
（ANAクラウンプラザホテル金沢）
6月19日 中部地区印刷協議会上期会議
（ANAクラウンプラザホテル富山）
20日 「人材確保推進事業」デザイン研究会
（印刷会館）
27日 「人材確保推進事業」DTPエキスパート
研究会
（金沢市異業種研修会館）
27日 DTPエキスパート認証試験対策講座
（印刷会館）
28日 第8回パットゴルフ大会
（粟津温泉・辻のや花乃庄）

今 後 の 予 定

IPIA（石川県印刷工業組合）イメージポスターを県
内の学生の皆さんを対象に募集しています。優秀作品
は10月30日に金沢市民芸術村にて発表されます。第
1回の昨年は51点の作品が寄せられました。今年はど
んな作品が集まるか期待されます。なお、問い合わせ、
提出先は組合事務局です。

会員短信

編集後記
本を読むことが好きでよく書店に行くのですが、何冊か
まとめ買いをする上に、前に買った本を読みきる前にまた
新しい本が欲しくなって、結局「つんどく」になったり、もし
くは読んでも内容を咀嚼せず、ページだけめくっているだ
けの時もあります。結局読書そのものではなく、書店の雰
囲気を楽しんだり、本を買うことが趣味なのかも知れません。
ところで、広報委員になり、この「石川の印刷」に携わ
って丸3年経ちました。この冊子は最初から最後まで熟読
していただかなくても、何か少しでもお役に立てればうれ
しく思っています。

7月6 〜 10日 オフセット印刷作業技能検定試験
（平版印刷研修棟）
11日 「人材確保推進事業」マネジメント研究会
（印刷会館）
14日 石川県印刷関連団体協議会総会および
セミナー（石川県地場産業振興センター）
25日 「人材確保推進事業」新技術研究会
（印刷会館）
8月 2 日 第 2 回レクリエーション大会「地引き網」
（高松海岸）
8 日 「人材確保推進事業」クロスメディア研究会
（金沢市異業種研修会館）
8 日 DTPエキスパート認証試験対策講座
（印刷会館）
22日 「人材確保推進事業」職場改善研究会
（印刷会館）

（M・A）

■ 組合脱退
フタバ印刷㈱、米田大正堂印刷（以上能登支部）
■ 住所等変更
高桑美術印刷㈱（金沢支部）
新住所：〒923‐1261 能美郡川北町土室か16‐1
T E L ：代表（076）277‐3188
F A X：代表（076）277‐9188
■ 会社名変更
（旧）大徳美術印刷㈱
（新）㈱ダイトクコーポレーション（金沢支部）
なお、住所・電話・FAX番号に変更はありません

http://www.ishikawa-pia.jp/

E-mail:info@ishikawaken-pia.or.jp
この広報紙は「中小企業人材確保推進事業助成金」で作成いたしました。

