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石川県印刷関連団体協議会平成21年度通常総会開催
石川県印刷関連団体協議会の平成21年度通常総会

るための「原点回帰」セミナーと題して「今こそ何をす

は、7月14日（火）石川県地場産業振興センターで会員

べきか」とのテーマで、株式会社ジェリコ・コンサル

32名が出席して開催されました。

ティング代表取締役荒川圭基氏を講師にお招きしてセ

通常総会は田中副会長の司会で始まり、福島会長の
挨拶後、議長に福島会長を選出し審議に入りました。
最初に第1号議案平成20年度事業報告及び決算承認

ミナーを開催いたしました。
受講者約90名は講師の説明に熱心にメモ等を取り
ながら受講していました。

の件について、事務局並びに会計の説明に続いて木船
監事から監査報告があり、原案のとおり承認されまし
た。次に、第2号議案平成21年度事業計画（案）及び収
支予算（案）並びに会費の口数割当（案）承認の件につ
いて事務局から説明があり、原案のとおり承認され通
常総会は終了しました。続いて午後3時から勝ち続け

平成21年度オフセット印刷技能検定実技試験実施
〜学科試験事前講習を兼ねた印刷技術研修会も開催〜
平成21年度オフセット印刷技能検定実技試験は、7

16名が受講しました。模擬テスト問題100問に取り組

月6日（月）〜10日（金）の5日間組合平版印刷研修棟

み、その正解と解説及び関連した最近の印刷技術につ

に於いて実施され、1級6名、2級10名の方が受検し

いて講義を受

ました。受検者は、印刷機械操作の事前講習会を行っ

けました。な

て本番に臨み、試験当日は緊張の中全員が標準時間内

お、合格者の

に作業を終了しました。また、
8月末に行われる学科試

発 表 は10月

験の事前講習を兼ねたオフセット印刷技術研修会は、8

2日（金）に 行

月4日（火）午後1時から社団法人日本印刷技術協会鎌

われます。

野亮二氏を講師にお招きして開催し、受検者を含めて

第 2 回レクリエーション大会（地引き網）を開催
第2回目となる標記大会を8月2日（日）去年に引続

生ビール等で参加者が大いに盛り上がり、10時頃から

きかほく市高松海岸浜茶屋「ささ舟」で会員50名が参

は太陽も照り始め海水浴などで健康づくりを行い11

加して開催されました。当日は去年の晴天とはうって

時30分 頃 に

変わって8時頃まで小雨が降っていましたが、地引き

散会となりま

網を引く8時30分頃からは小雨も止んできました。9

した。来年は、

時頃に網が引き上げられその中には、小アジ・キス・

多数の参加を

こぞくら（ブリの幼魚）
・アカイカ等3箱分が捕れ早速

お待ちいたし

浜茶屋へ持ち帰り刺身や塩焼でとれたての新鮮な味を

ております。

満喫しました。その後、バーベーキューや焼きソバと
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「中小企業人材確保推進事業」職場定着事業スタート
最終年度を迎えた標記事業は、6月 20日のデザイン研究会をかわきりに 8月 22日の職場改善研究会まで 6研究
会が開催されました。開催された内容等は以下の通りです。


    
    


デザイン研究会 

開催日時： 平成21年6月20日（土） 9：00〜17：00
テ ー マ：
「顧客視点から見たデザイン改善トレーニング」
講
師： 和田 義徳氏（グラフィックデザイナー）
受 講 者： 16社 25名
内
容： 印刷物は市場や時期を考え、効果を期待した情報を確実にター
ゲットに届ける。制作する側はクライアントのコンセプトを理
解し、論理的にデザインを構築する。デザインとは情報を可視
化、視覚化すること等を学びました。


    
    


DTP エキスパート研究会 

開催日時： 6月27日（土） 13：00〜16：00
テ ー マ：「これからの画像ビジネス」
講
師： 郡司 秀明氏（社団法人日本印刷技術協会 研究調査部長）
受 講 者： 10社 20名
内
容： デジタルデータ入稿の増加に伴う機器間のカラーマネジメント
の重要性、
ICC プロファイルの話、
CG（コンピュータグラフィッ
ク）における利用のメリットや展望、デジタルサイネージ、印刷
業界の今後の展望等を学びました。


    
    


マネジメント研究会 

開催日時： 7月11日（土） 9：00〜17：00
テ ー マ：「リーダーシップ研修」
講
師： 原 由紀子氏（㈱インソース 講師）
受 講 者： 7社 15名
内
容： 優れたリーダーは組織を成長させる。リーダーシップを発揮するために必要なファシリテーションと
はなにか。そしてミーティングや会議が円滑に運営され、組織やチームが目標達成するために、創造
や変革・問題解決・学習等を体系的に支援し、プロセスを促進させる研修方法を学びました。


    
    


新技術研究会 

開催日時： 7月25日（土） 13：00〜16：45
テ ー マ：「PDF 入稿トラブル解決法」
講
師： 百合 智夫氏（㈱カムロックシステムズ）
受 講 者： 20社 44名
内
容： PDF だからこそできる効率化ワークフローの徹底解説、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
データのプリフライトの重要性、
PDFを利用した出力方法等、
い
ま知っておくべき PDF の進化を学びました。



   
 







    
    


クロスメディア研究会 

開催日時： 8月8日（土） 13：00〜16：00
テ ー マ：「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（社団法人日本印刷技術協会 客員研究員）
受 講 者： 9社 12名
内
容： 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。今何をすればいいのか？ 21 世紀型の
印刷メディアは従来のものとどこが大きく違うのか？ 成功の最大ポイ
ントである人材育成・組織について学びました。


    
    


職場改善研究会 

開催日時： 8月22日（土） 9：00〜17：00
テ ー マ：「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（㈲石川企画 代表取締役）
受 講 者： 7社 15名
内
容： 正しい話し方、美しい言葉遣いは話し手にとって重要なことです。
『こと
ば』は心を伝える手立ての一つ。コミュニケーションの心構えと聞き手を
惹き付ける表現方法を身につけ、相手を説得させる話し方を学びました。

くみ あ い

「モデル事業普及活動事業（普及セミナー）
」開催
8月5日（水）午後3時30分から石川県地場産業振興
センター本館1階第7研修室で開催しました。
テーマは「業態変革実践プラン2010計画の説明及
び解説」で、講師に全日本印刷工業組合連合会業態変革
推進企画室委員の鳥原久資氏をお招きして、23社38
名が受講されました。始めに、全印工連が作成した「業
態変革実践プラン−全印工連2010−計画」の「実践！
業態変革ワンストップサービスで収益拡大へ」を約40
分視聴し、
その後講師の鳥原先生による「2010計画」の
背景や「ワンストップサービス」の解説と実践、
「ソ

リューションマップ」の活用方法、生き残る為の考え方、
最後に、
「リーダーの条件」等を詳細に説明及び解説を
行い、午後5時15分に終了しました。
なお、今回のセミナーの全容は、後日冊子にして組
合員の皆様へ配布の予定です。

第 8 回さわやかパットゴルフ大会開催
6月28日（日）午前9時30分から粟津温泉「辻のや
花乃庄」パットゴルフ場で10社37名が参加して標記
大会が開催されました。3コース27ホール、パー 76
で和気あいあいの中日頃の腕前を競いました。昨年に
引続き同スコアーの方が多く、ジャンケン勝負に歓声






 













が沸き上がりました。上位入賞者の方は以下の皆さん
です。
優 勝

北川 治子さん（㈱キタガワ印刷） スコアー 83

準優勝

木下 義隆さん（大村印刷㈱）

スコアー 84

第3位

竹田 奈央さん（㈱橋本確文堂）

スコアー 86

第 18 回 石川県印刷関連団体協議会 印刷の月記念ゴルフ大会開催
木村 竹芳氏が 10 年ぶり通算 3 回目の優勝を飾る
9月5日（土）能登カントリークラブ日本海・はまなす
コースで24名が参加して標記大会が開催され、参加者
は天候に恵まれて日頃の腕前を競い親睦を深めました。
プレー終了後のパーティでは、田中 泰実行委員長
の挨拶と乾杯後表彰式に移り、大きな歓声が上がる中
次々と成績発表と賞品授与が行われました。
優勝者等の挨拶があり、最後に賀谷真尚運営委員の
締めで閉会しました。
個人戦及び団体戦の上位成績は以下のとおりです。

【団体戦】
……上位3名の NET 合計点
優 勝 B 組：木村竹芳、和久田茂明、猪飼辰児、紺谷 修
NET 合計 216.0

【個人戦】

準優勝 D 組：前川 稔、斎藤武志、野城 勲、黒崎浩一

優 勝

木村 竹芳（㈱北陸サンライズ）
 NET 71.6

NET 合計 228.8

準優勝

紺谷

修（河村㈱）
 NET 72.0

第3位 F 組：黒澤康憲、小松原昌樹、前出猛男、村本 博

第3位

猪飼 辰児（ハイデルベルグ・ジャパン㈱） NET 72.4

NET 合計 231.0

リレーコラム
常務理事（経営革新委員長） ㈱栄光プリント

出村

明

8月30日は衆議院選挙で民主党が自民党に大差をつけ

私達も情報加工産業の一員としてクライアントの目標

て、
「政権交代」が決まった歴史に刻まれる変革の日となり

達成に大きな責任を感じて仕事に取り組まなければと思

ました。Web から簡単にダウンロードできたので、興味

うところです。

本位に両党のマニフェストを読んでみました。印刷会社の

今、日本の政界はもとより、世界はグローバルな危機に

立場からこのマニフェストを見ると、政策の中身はともか

呻吟しています。これはきっと時代が大きな変化を遂げる

くとして、一見して民主党の方が圧倒的に分かり易い構成

過程で迎えた谷間であり、新しい時代の夜明けに差しか

となっています。まず、政策の柱を大きな5項目で掲げ、

かっているのだと思います。新しい時代の下では、物事を

次にその実行の「工程表」をひとつの表組みで明示し、
その

判断する基準となる価値観、座標軸の大転換が起こり、人

後には重要政策毎に各1ページのプレゼン資料仕様の説

の生き方、考え方が大きく変わってきています。

明ペーパーを組み込んでいます。中身はともかくとして、
表現上の分かり易さはプロ級です。

これまでの経済では高い収益を上げることやコストを
下げて競争力を高めることが価値とされてきましたが、こ

これに対して自民党のものは、
（これも政策の中身は別

れからは自然を大事にし、エネルギーを節約して、きれい

にして）項目毎に冗長な文章による説明が延々と続きます。

な空気を保つことが重要な要件になる。更に、人の心が救

恐らくこれを粘り強く読んでくれる有権者は皆無でしょ

われるといった温かさや優しさをもった企業経営が評価

う。加えて、それならそれなりに冒頭に目次でも掲載して

される時代になり、弱い人、困っている人を大事に考える

おけば良いのですが、ダウンロード版の『自民党政策

人間性が求められてくると言われています。これは非常に

BANK』はいきなり P.19から始まっていて目次は見当た

難しいことですが、従業員を人件費コストと考えるのでは

りません。

なく、
「人的資源として考える」日本本来の考え方に回帰す

いずれもどこかのエージェントかコンサルが制作した

ることかもしれません。

ものでしょうが、ある意味民主党は本気で国民に理解して

いまだに予断を許さない世界の状況、先の見えない印刷

もらえる政治を目指している姿勢がここに表れているよ

業界ですが、労使また組合員が力を合わせて現実を見て、

うな気がしました。

外を見て新しい時代への地歩を固めて行きたいものです。



   
 






CO 2 を 3 〜 5 割削減する「石の紙」
TBM 耐久性も強く採用広がる
石からできた紙として知名度が徐々に上がってき

Keeplus を回収できればペレットに加工することで、

ている「ストーン紙」
。森林を伐採せず「非木材紙や再

別の多くの工業製品の工場で使うことができる。
もち

生紙よりは何となく環境に良さそうだ」ととらえる

ろん、再び Keeplus を作ることも可能だ。

向きが一般的だが、実は、そんなイメージよりずっと、

残念ながら現在、
回収や再利用ための工場といった

環境保護の面で持続的な社会づくりに貢献していけ

インフラは確立されていない。山増社長は「将来、流

る素材であるようだ。

通量が増えたらトライする」のが目標だ。

台湾の製紙会社が開発したストーンペーパーの日

Keeplus は耐水性、耐久性が高いという紙素材とし

本の正式販売・輸入代理店で、国内で「Keeplus( キー

ての付加価値も持つ。防水加工の必要がないため、
『リ

プラス）
」の名称で販売している TBM( 大阪市中央区）

デュース』
、繰り返し使用できる『リユース』という側

の山増敦義社長によると、
「Keeplus は製造過程での

面を持っている。

資源保護適性が優れているが、一方で一般のパルプ

山増社長は環境性能と付加価値を併せ現在、
導入先

紙に比べ、リサイクルの可能性が非常に広い」と説明

を増やすため、攻勢を掛けている。名刺や手提げ袋、

する。

ポスター、チケットなど「適材適所となるところを見

Keeplus は石灰石の粉末にポリエチレン樹脂を合
成して製造される。一般的なバージンパルプ紙に比べ、

つけて提案している」
。
大きな採用例としては今年5月、トヨタ自動車が、

燃焼時の CO2 排出量を30〜50％削減できる。製造

環境イメージの重なるハイブリッド車・新型「プリウ

時に木材パルプを一切使用しない。
一般的にパルプ紙

ス」の販促品としてメモ帳に採用した。アイスクリー

を1㌧ 製造するのに樹木約20本分の約4㌧ の木材パ

ムのハーゲンダッツジャパンは持ち帰り用のギフト

ルプが必要といわれており、
森林保護に大きく貢献す

バッグを作った。

る。石灰石は資源が豊富でもある。
また、
パルプ紙は1㌧製造するのに約100㌧の水が
必要であるとともに、
漂白剤や酸性化学薬品などが多

山増社長は「Keeplus でさまざまなビジネスモデル
を構築してほしい。そして、
近い未来に世界の紙の当
たり前にしていきたい」と語っている。

く使われる。これに対し Keeplus は、石灰石から抽
出した無機鉱物の粉末などの練り合わせにより生産
されるため、水を一切使用せず排水がまったく出ない。
原料の石灰石はもともと白色度が高く、漂白が不要で、
製造時に水質汚濁を起こさない。
一方、山増社長が今後、Keeplus に見いだしている
のは『3Rのリサイクル性』だ。
「リサイクルへの出口が
驚くほど広い」とみている。
石灰石の成分である炭酸カルシウムはさまざまな
工業製品で一般的に使用されている。使用済みの







 













 山増社長
ストーンペーパーの
売り上げの一部を寄
付する活動も展開し
ている

（株式会社印刷之世界社 提供）

従業員の皆様へ

共済のお知ら せ
全日本印刷工業組合連合会として、組合員（組合に加盟している会社）向けに割安な共済を用意してありますが、
その中には従業員の皆様や配偶者などご家族を対象に、個人としても加入が可能なものもあります。新たに保険に
入ろうとする場合や見直しをされる場合などに検討する一つの候補に加えられてはいかがでしょうか？
■ 個人で加入可能な共済及びお問い合わせ先
生命共済 幹 事 会 社 富国生命保険相互会社 TEL.076‐263‐8851 担当：片岡さん
医療共済 保 険 会 社 東京海上日動火災保険（株）
取扱代理店 共立（株） TEL.076‐441‐0226 担当：鶴乃園（つるのその）さん

組合員の皆様へ

中退共で安全手軽に退職金設計 を

※詳細については、左記
へお問い合せください。


   
 






お 知 ら せ

事務局日記

IPIAイメージポスター
授賞式のお知らせ

7月6日〜10日 オフセット印刷作業技能検定実技試験
（平版印刷研修棟）
11日 「中小企業人材確保推進事業」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通常総会及びセミナー
（石川県地場産業振興センター）
25日 「中小企業人材確保推進事業」新技術研究会
（金沢市異業種研修会館）
8月 2 日 第2回レクリエーション大会「地引き網」
（高松海岸浜茶屋「ささ舟」
）
5 日 第2回理事会 （石川県地場産業振興センター）
5 日 「中小企業人材確保推進事業」モデル事業普及
活動事業
「業態変革実践プラン2010計画の説明及び解説」
（石川県地場産業振興センター）
8 日 「中小企業人材確保推進事業」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 「中小企業人材確保推進事業」職場改善研究会
（印刷会館）
9月 5 日 石川県印刷関連団体協議会第18回印刷の月記念
ゴルフ大会
（能登カントリークラブ）

今 後 の 予 定
IPIA（石川県印刷工業組合）イメージポスターコンペ
ティション2009の授賞式および記念講演が10月30日
（金）に金沢市民芸術村アート工房で開催されます。

編集後記

9月26日 第15回親睦ソフトボール大会
（湖南運動公園野球場）
26日 「中小企業人材確保推進事業」業務改善研究会
（印刷会館）
10月 9 日 全印工連平成21年度理事長会
（東京ビッグサイト）
9 日 平成21年度全国事務局研修会
（東京ビッグサイト）
20日 第3回理事会
（印刷会館）
30日 IPIAイメージポスターコンペ授賞式及び記念講演
（金沢市民芸術村）
11月6・7日 視察研修旅行
（名古屋・伊勢方面）
8 日 金沢支部ボウリング大会
（ジャンボボール）
21日 「中小企業人材確保推進事業」モデル事業普及
活動事業
「雇用管理改善セミナー」
（金沢ニューグランドホテル）

30年近く吸っていたタバコの禁煙に成功しました。飴やガ
ム、禁煙パイプの力を借りたけれども、意外にあっさり成

会員短信

功したなという感じです。しかしその後も何か口に入れて
ないと物足りなかったり、食べること以外に楽しみがなくな
ってしまい、メタボ気味です。自分ではストレスに感じてい

■ 組合脱退
㈱ウイルコ、㈱システムプロダクツ（以上金沢支部）

ないようでも、身体と心には結構負担になってることがあ
るんだなと思いました。8月末の総選挙で政権がチェンジ
しましたが、自分をチェンジするのもなかなか難しい!
（H・M）

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

謹んでご冥福をお祈り申し上げます
●木場 文子 殿（小松支部）
木場フォーム印刷㈱（小松市犬丸町丙25）
社長のご母堂 平成21年7月6日ご逝去
88歳

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。

