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金澤活版印刷業組合（現工組の前身）の事務所前
金 沢 市 高 岡 町（ 昭 和３年８月 撮 影 ）

IPIA

石川県工組

創立１００周年記念大会開催される
石川県印刷工業組合創立１００周年記念式典が、
９

県知事表彰を、石

月７日（土）ポルテ金沢６階の金沢アートホールで谷

川県中小企業団

本正憲石川県知事、山野之義金沢市長、島村博之全

体中央会会長表

日本印刷工業組合連合会会長、中部地区の印刷工

彰を㈱谷印刷黒

業組合の理事長などの来賓、関連団体協議会の

澤康憲社長以下５

方々、組合員を含め総勢２8０名の参加のもと盛大に

名の組合員が山

開催されました。

出保石川県中小

100
式典は、橋本修一石川県印刷工業組合副理事長

永野理事長

の開会のことばによりスタートし、国歌斉唱と物故組

会長より表彰されました。永年勤続優良従業員表彰

合員への黙祷の後、永野博信石川県印刷工業組合

では、
各社から推薦された勤続２０年以上１８１名、
１０

理事長が「大正２年に金城印刷組合を設立したこと

年以上１２０名の受賞者を代表して、栄光プリントの

が始まりで以来100 年を数える。大戦と戦後の混乱

橋本 絹枝さんとカンダ印刷㈱大竹賢二さんにそれ

期など、苦難の時代を乗り越え、今や印刷産業は石

ぞれ永野理事長より賞状と記念品が授与されまし

川県の主要産業の一翼を担うまでに成長した。
これ

た。受賞者を代表して大村印刷㈱大村一史社長が謝

も先輩たちが、印刷業に心血を注がれ、お客様の多

辞を述べ、
ＩＰＩＡイメージポスターコンペティションの

大なご支援とご厚情の賜物と心より敬意と感謝を申

表彰を行い記念式典を終了しました。休憩を挟ん

し上げる。
現在われわれ印刷業は大きく変化し、時代

で、富士フイルムホールディングス株式会社代表取

の変化に見合うように企業を変える必要がある。
こ

締役会長 ＣＥＯ 古森重隆氏を講師に迎え、「経営革

のようなときだからこそ、組合員の知恵と工夫により

新」
と題し、写真フイルムから急激なデジタル化の荒

協調と団結でこの難局を乗り切り、
100周年のテーマ

波のなかを生き延びるために、リーダーとして強靱

である
『更なる100年〜柔軟かつ大胆に変革を〜』を

な精神力と勇気を持って社内の構造改革と事業構

スローガンに次なる時代に向け躍進することを誓う」

造転換等に立ち向かったお話を中心に、ご講演をい

と式辞をのべました。その後谷本知事、山野市長、島

ただきました。

村全印工連会長の順に祝辞をいただきました。
次に表彰に移り、まず大村印刷㈱大村一史社長と
㈱坂本盛文堂坂本邦夫社長の２名が谷本知事より

02

企業団体中央会

１８時から会場をホテル日航金沢３階「孔雀の間」
に移動し、２２０名あまりの参加で祝賀パーティーを
開催しました。
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谷本石川県知事

山野金沢市長

出村副理事長（綱領唱和）

島村全印工連会長

１
００周年
記念式典

100th anniversary

橋本副理事長（開会のことば）

坂本邦夫氏（県知事表彰）

大村一史氏（県知事表彰）

橋本絹枝氏（勤続２０年）

古森重隆氏（記念講演）

IPIA ポスター展表彰受賞者

黒澤康憲氏（中央会表彰）

後藤金沢美大教授（ポスターコンペ総評）
ISHIKAWA PRINTING INDUSTRY ASSOCIATION

大竹賢二氏
（勤続１０年）

式典受付
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山出石川県中小企業団体中央会会長

木野瀬全印工連副会長

福島相談役理事

１
００周年
祝賀パーティー
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中島金沢商工会議所副会頭

100th anniversary

高桑実行委員長

２０１３ＩＰＩＡイメージポスターコンペティション審査会・表彰式開催
８月３０日
（金）午後６時から印刷会館２F で、今年
で６回目となるＩＰＩＡイメージポスターコンペティショ

石川県知事賞（最優秀賞）

ンの審査会が開催されました。県内の高校、大学、専
門学校６校から５７作品の応募があり、右の通り受賞

沖
木村

IP
IA

綾伽

金沢学院大学

審査員特別賞

式は９月７日（土）の組合創立 100 周年記念式典の
席で実施され、今回初めてとなる石川県知事賞、金

金城大学短期大学部

金沢市長賞（優秀賞）

作品が決定しました。今年は石川県印刷工業組合創
立 100 周年という節目の年ということもあり、授賞

佑介

宮島
佳

ゆりあ

金城大学短期大学部
金沢学院短期大学

作

沢市長賞と審査員特別賞、佳作がそれぞれ授与され

伊藤

祐理奈

ました。
また、応募作品は、片町ラブロ裏の「金沢学生

高坂

翔梧

大原ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾚｯｼﾞ専門学校

のまち市民交流館」で 9月7日から9月19 日までの

田中

なみ

金沢学院短期大学

間展示されました。

永多

俊介

大原ﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾚｯｼﾞ専門学校

春田

友里

金沢学院大学

石川県印刷工業組合創立100周年記念
(第２２回印刷の月記念)ゴルフ大会開催
９月８日
（日）
、
能登カントリー

上位成績は以下のとおりです

クラブにて、今年度の石川県
印刷関連団体協議会の「印刷
の月」記念ゴルフ大会を兼ねて標
記ゴルフ大会が開催されました。
印刷工業組合創立 100 周年という節目の年の
記念大会ということもあって、４３社６６名という多数
の参加者があり、盛況裡に開催されました。前線の影

優

勝

藤嶋克則（富士フィルムGGS㈱）

NET

71.6

準優勝

橋本雅生（㈱橋本清文堂）

NET

72.0

３

位

成島

孝（富士ゼロックス北陸㈱）NET 72.4

４

位

田中

泰（田中昭文堂印刷㈱） NET 73.6

５

位

紺谷

修（河村㈱）

響で朝方の猛烈な雨により開催も危ぶまれました。
プレー開始頃には天候ももちなおし、まずまずのコ
ンディションの中、参加者一同日頃の腕前を競い合
いながら、大会を祝いお互いの親睦を深めました。
プ
レー終了後、親睦パーティーが開催され、創立１００
周年大会実行委員長の高桑秀治氏が挨拶、永野博
信理事長の乾杯後表彰式に移り、成績発表と賞品授
与が行なわれました。
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NET

73.8

経営革新・マーケティングセミナー開催
「販促プランナー養成塾」セミナー
昨 年 好 評であった、
「 販 促プランナー 養 成 塾 」
セミナーを、本年も粟崎町の金沢市ものづくり会
館を会場に、
６月２１日（金）の第1回目を皮切りに
８月２日（ 金 ）の 第 5 回 目 まで の シリー ズ で 、㈱
USP代表取締役

加藤 洋一氏をコンサルタント・

講師にお迎えし開催しました。主として営業職や
企画制作職の社員を対象にしたセミナーで、昨今
の激しい価格競争からの脱皮、他社との差別化を
目指すもので、USPを使った販促手法（お客様の
目線での売りや強みを販促物に落とし込む手法）
を身につけるセミナーです。
９社１４名の参加をい
ただきました。
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石川県印刷関連団体協議会平成25年度通常総会開催
平成２５年度の石川県印刷関連団体協議会通常

今年度の主な事業内容は、印刷の月記念ゴルフ大

総会は、
７月１３日
（木）
１５時から５６名が出席して金

会を平成 25 年 9 月 8 日（日）に能登カントリーク

沢市粟崎町の金沢市ものづくり会館で開催されま

ラブで、恒例の新年互礼会を平成 26 年 1 月 6 日

した。

（月）に ANA クラウンプラザホテル金沢にて開催す
ることに決まりました。
なお印刷の月記念ゴルフ大会は、今年が「石川県
印刷工業組合創立100 年」という節目の年であるこ
とから、石川県印刷工業組合の１００周年記念ゴルフ
大会と共催で実施し、業務は石川県印刷工業組合に
委託して行なう旨提案され了承されました。総会終
了後セミナーに移り、富士ゼロックス北陸株式会社
の営業統括部情報セキュリティアドミニストレーター
である本田 勉氏に『「昨今のセキュリティ事情」
〜情
報漏洩…知らないうちに漏れています。
〜』と題しご
講演いただきました。

平成25年度オフセット印刷技能検定実技試験の実施並びに学科試験対策講座の開催
平成25年度技能検定（オフセット印刷作業）試験合格者発表
合格された方々は次のとおりです。合格された皆様おめでとうございます。
１級

神田
松井
山出
高村

佳和（高桑美術印刷㈱）
光（高桑美術印刷㈱）
斉（前田印刷㈱）
吉広（安達写真印刷㈱）

2級

市田 浩二（高桑美術印刷㈱）
中島 択人（高桑美術印刷㈱）
安井
資（前田印刷㈱）
倉
隆太（㈱笠間製本印刷）
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全印工連フォーラム2013開催される
「全印工連フォーラム２０１３」が１０月４日
（金）
４５０
人の組合員、関係者の参加のもと、東京・有明の

ソリューション・プロバイダーへの６類型
（自社の強みを活かした戦略方向性）

東京ビッグサイトで開催され、産業成長戦略提言第２

①地域活性プロモーター

弾「『印刷道』
ソリューション・プロバイダーへの深化」

②特定機能プロバイダー

が発表されました。島村博之全印工連会長の挨拶に

③特定業界スペシャリスト

続いて、産業戦略デザイン室の臼田真人委員長がソ

④メディアプロダクトメーカー

リューション・プロバイダーへの深化の概要につい

⑤パーソナルメディアショップ

て紹介しました。
また江森克治副委員長が市場概況

⑥印刷製造スペシャリスト

を解説し、ソリューション・プロバイダーへの６類型
について、各担当委員が概要と事例を発表しました。
後半はテーブル毎にテーマを掲げ参加者自らが興味
関心のあるテーマについて議論を交わすオープンス
ペーステクノロジー方式で、活発な情報交流と具体
的なビジネス展開について語り合いました。
なお、提案された６類型をまとめた冊子は、右の通
りで１１月下旬に、組合員価格１冊２，５００円組合員
外１０，
０００円で頒布される予定です。

第19 回ソフトボール大会

地引き網大会の開催

ヨシダ印刷㈱チームが優勝

恒例の地引き網を、7 月２２日

8 月２５日（日）午前７時４５分から、白山市の松任

（日）、昨年に続き今年も内灘

グリーンパークソフトボール場において８社1２チー

海岸権現森海水浴場の浜茶

ムが参加して開催されました。中国地方に記録的な

屋「大日荘」で会員及び家

大雨をもたらした前線の影響により朝方まで雨が残

族総勢５５名の参加により

り、開催が危ぶまれましたが、木村 賢一郎厚生委員

開催されました。風も穏やか

長の挨拶のあと、㈱金沢シールの豊田 裕健大会運

で波も静かな絶好のコンディ

営委員長が始球式を行い、熱い戦いが繰り広げられ

ション。午前 8 時に網を入れ、引く

ました。お互い圧倒的な打撃で勝ち上がってきたヨ

こと１時間。地元漁師の方が驚くほどのひと網すべ

シダ印刷㈱チームと福島印刷㈱Ｂチームの決勝戦と

て形の良いアジで、群れごと捕獲したような見事な

なり、ヨシダ印刷㈱チームが平成１９年度以来６年ぶ

成果でした。浜茶屋では永野理事長の挨拶とカンパ

り５度目の優勝を飾りました。3位は安達写真印刷㈱

イの音頭により、捕れたてのアジのお刺身と焼き

チームと㈱金沢シールＢチームでした。大会幹事会

物、肉、野菜のバーベキューで懇親会を開始。子供

社は㈱金沢シールのみなさまでした。

さんを中心にスイカ割りや海水浴にと、大変楽しい
一日でした。
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印刷環境優良工場 経済産業省商務情報制作局長賞受賞 笠間製本印刷 本社工場
印刷産業の環境問題に対する取り組みを促進し、環

取得し、活発な従業員提案制度の運用など、PDCA

境改善および印刷企業に対する社会の一層の理解の

サイクルによる継続的改善が図られ、着実な成果を上

獲得を図ることを目的に日本印刷産業連合会が設けた

げていることなどが高く評価されました。

「印刷産業環境優良工場表彰」の表彰式が、9 月 18 日
（水）の「2013 年印刷の月記念式典」
（東京・ホテル
ニューオータニ）の中で行われました。
全印工連では最
高位の経済産業大臣賞に輝くなど８工場が受賞しまし
た。
その中で、㈱笠間製本印刷・本社工場が
『経済産業
省商務情報制作局長賞』を受賞しました。太陽光発電、
電力量のデマンド監視、照明の LED 化など省エネ活動
を積極的に進め、ISO14001 認証や GP 工場認定も

金沢市経済活動賞受賞
福島理夫氏は、平成９年に福島印刷株式会社の社長

福島

理夫氏

核とした情報加工分野での高付加価値サービスを提供

に就任して以来、
Ｉ
Ｔ化の進展や企業のコスト削減による

し、事業を拡大させ、自社独自技術による「（福島印刷）

需要の減少等による印刷市場の縮小に対応するため、

ならでは」商品・サービスの創造に注力し、
ＰＤＦから印

情報セキュリティマネジメントシステムの認証取得など

字用データを作成する
「ＰＤプリント」システムが特許登

による情報セキュリティの強化に加え、
データプリントを

録されるなど、他社との差別化を推進するとともに、
カ
ラー印刷のインキ使用料の削減や社会貢献型株主優
待制度の導入など、環境負荷の軽減や地域社会の活性
化に大きく寄与しました。また、石川県印刷工業組合理
事長、全日本印刷工業組合連合会理事として、業界の
経営基盤強化と人材の育成に取り組み、石川県中小企
業団体中央会などの経済団体の要職も務め地域経済
の振興に大きく貢献したとして、金沢市経済活動賞を受
賞しました。授賞式は、
９月６日（金）金沢市本多町の金
沢歌劇座にて執り行なわれました。
8月31日 第9回100周年記念事業実行委員会
（印刷会館）

8月 2日 経営革新・マーケティングセミナー
（金沢市ものづくり会館）
「販促プランナー養成塾」
（5回目）

9月 7日 石川県印刷工業組合創立100周年記念大会
（金沢市アートホール他）
9月 8日 石川県印刷工業組合創立100周年記念

8月 7日 オフセット印刷技術研修会
（金沢市ものづくり会館）

(第２２回印刷の月記念)ゴルフ大会
（能登カントリークラブ）

8月 8日 第2回理事会・第8回100周年記念事業実行委員会
（印刷会館）

11月10日 金沢支部ボーリング大会 （ジャンボボール）

10月22日 第3回理事会

（八百辰）

8月25日 第19回ソフトボール大会
（松任グリーンパークソフトボール場）
8月30日 ＩＰＩＡイメージポスターコンペティション審査会
（印刷会館）

1月 6日 平成２６年石川県印刷関連団体協議会新年互礼会
（ANAクラウンプラザホテル金沢）
１月18日 第４回理事会（新年理事会）

（未定）
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