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平成27年度
石川県印刷工業組合通常総会
日

時：平成27年5月9日（土）午後5時開会

場

所：山代温泉

ゆのくに天祥

2階「鳳凰の間」他

参加者：総会（本人出席33名、委任状41名、欠席6名）
懇親会34名、宿泊30名

今年度の通常総会は、9年ぶりに金沢を離れ加賀支部での

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

開催となる。これは総会を通じて、日頃より交流の少ない支

場異議なく原案のとおり承認された。

部組合員とのコミュニケーションを高める目的で、今回は加
部組合員

◎第2号議案 平成27度事業計画及び収支予算 ( 案 ) 決定の件

賀支部が会場となった。最初に、吉田理事長からの挨拶があ
賀支部が会

事業計画概要を吉田理事長が行い、事業計画案を大村副理

り、去る4月4日に亡くなった前理事長の永野博信氏への追
去る4月

事長に、収支予算を小杉専務理事が説明した後、これを議場

悼のことばが述べられた。
また、総会の場を山代温泉にした
悼のこ
悼の
こ
ことばが
こと

に諮ったところ満場異議なく原案のとおり決定した。

ことで、
この場を
で お世話をいただいた支部役員への感謝と、
お世

◎第3号議案 平成27年度経費の賦課金及び徴収方法 ( 案 ) 決定の件

通じてより一層組合員相互の交流を深めて欲しいと話された。

原案を吉田理事長が説明し、これを議場に諮ったところ、

引き続き、木村常務理事の司会で総会が進行し、議長を福島

満場異議なく原案のとおり決定した。

相談役・理事を選出し議案の審議が進められた。議案の審議

◎第4号議案

は、以下の通り。
（平成26年度事業報告及び決算、平成27年度事業計画及び予算

平成27年度借入金残高最高限度額決定の件

原案を吉田理事長が説明した後、これを議場に諮ったとこ
ろ、満場異議なく原案どおり、3,000万円に決定した。

等の詳細は、既に配布済みの平成27年度通常総会資料を参照）
以上で、通常総会の議案全部の審議を終了し、午後5時50
以
◎第1号議案 平成26年度事業報告及び決算関係書類承認の件
の件

分に閉会した。引き続き、7時から小畠常務理事の司会で懇
分に閉
の司会で懇

平成26年度事業概要報告を吉田理事長、実施事業説明を
明を

親会が開かれ、出席者一同は山代の夜と共に組合員相互のコ
親会が
に組合
合員
合員相互のコ

出村副理事長が行い、決算関係を小杉専務理事が説明。橋本
本

ミュニケーションを深めた。
ミュ
深めた

IPIA
平成27年度

第１回理事会・第２回理事会

□第1回理事会
日

時：平成27年６月25日（木）午後２時〜

場

所：石川県印刷会館

２階会議室

参
参加者：本人出席16名、委任状11名、合計27名、欠席3名
主な
主な内容：全印工連平成27年度通常総会、中部地区印刷協議会平成27年度上期会議、委員会・支部報告、
平成27年度石川県印刷関連協議会通常総会及びセミナー他
□第2回理事会
日

時：平成27年8月4日（火）午後2時〜

場

所：石川県印刷会館

2階会議室

、欠席5名
参加者：本人出席17名、委任状8名、合計25名、欠席5名
主な内容：全印工連創立60周年記念事業、委員会・支部報告、第24回印刷の月ゴルフ大会他

第58回全国印刷緑友会 金沢総会

日 時：平成27年5月16日（土）
場 所：金沢商工会議所 他
主 催：全国印刷緑友会

第58回全国印刷緑友会金沢総会が2015年（平成27年）5月16日（土）に開催
され、来賓、オブザーバー、報道を含め全国から175名の参加登録を頂きました。
天気予報では雨が心配されましたが、当日は穏やかな晴天に恵まれ、越原寿朗実
行委員長をはじめ、金沢青年印刷人クラブメンバーが参集頂いた仲間たちを終日
おもてなしました。
総会では、金沢商工会議所の大ホールにて臼井伸夫氏（千代田印刷人新世会所
属）の会長退任、島田星平氏（広島青年印刷研究会所属）の会長就任が承認可決さ
れました。また、新たに常任幹事13名が島田会長より指名を受け承認可決され、
新生島田丸の新たな期が始まりました。総会では特段の質疑応答もなく予定時間
よりも早く無事終了しました。
総会終了後、グループ長・常任幹事会議が行われるなか、会議に参加されない
会員の方々のために金沢メンバー手作りのエクスカーションを企画開催し、
「今川弘敏氏が亭主をつとめる茶道体験茶会」
「兼六園内の兼六亭で日本酒セミナー」と金沢の伝統文化を体験頂き、短い時間ではありましたが金沢を満喫頂きました。
懇親会は、今回の企画の目玉でもあります金沢城公園内五十軒長屋に会場を移し開催されました。小杉善文金沢青年
印刷人クラブ会長の歓迎挨拶、島田会長挨拶と続き作道孝行元会長の乾杯で宴席がスタートしました。
飲食では金沢の海の幸、山の幸、地酒をふんだんに用意し、金沢の食に舌鼓を打って頂きました。またアトラクション
では、金沢ひがし茶屋より8名の芸妓が踊りに太鼓にと歓待してくれました。
恒例の「靴が鳴る」で佐藤靖之会計より『ちょっと待った〜！』からの金沢青
年印刷人クラブの挨拶で終焉いたしました。
また、総会旗は越原実行委員長から埼玉緑友会の長谷川太一実行委員長へと
伝達されました。
とても有意義で楽しい時間を過ごしました。計画や準備は大変でしたが、全
国の仲間からは数多くの感謝やねぎらいの言葉を頂き、大いに達成感を感じた
一日でした。
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MUD（メディア・ユニバーサル・デザイン）
教育検定３級を共催

日

時：平成27年6月20日（土）午前10時〜午後5時

場

所：金沢商工会議所

主

催：NPO 法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会

共

催：石川県印刷工業組合

2階「研修室1」

講師及びスタッフ：伊藤裕道氏（同協会理事長）
小粥将直氏・阿部浩之氏（同協会理事）
大村副理事長、安達常務理事、西川事務局長
参加者：61名（石川県工組9社49名、富山県工組3社6名、その他6名）

高齢者疑似体験の様子

【国家検定】

験
試
定
検
能
ト印刷技

オフセッ
実技講習

学科技術講習会

実技試験
□実技講習
日 時：1級受検対象者 平成27年6月27日
（土）午前9時〜午後5時
2級受験対象者 平成27年6月28日
（日）午前9時〜午後4時
場 所：石川県印刷会館 平版印刷研修室
主 催：石川県印刷工業組合
指 導：株式会社ドック・オトヨシ 音丸覚思氏及び当工組の技能検定員
（組合教育担当他）
参加者：1級対象者5社9名、2級対象者5社5名 計14名
□実技試験
日 時：技能検定試験１級 平成27年6月29日
（月）〜7月1日
（水）午前8時〜午後7時
技能検定試験２級 平成27年7月2日
（木）〜7月3日
（金）午前9時〜午後5時
場 所：石川県印刷会館 平版印刷研修室
主 催：石川県職業能力開発協会
技能検定員：石川県職業能力開発協会職員の他、当工組の技能検定員、検定員補佐
受験者：1級対象者5社9名、2級対象者5社5名 計14名
□学科技術講習会
日 時：平成27年8月7日（金）午前10時〜午後5時、8月8日
（土）午前10時〜午後3時
場 所：1日目 金沢市ものづくり会館 2階会議室／2日目 石川県印刷会館 2階会議室
主 催：石川県印刷工業組合
講 師：（社）日本プリンティングアカデミー 特別講師 大塚 彰氏
参加者：学科試験受検対象者5社11名、体験参加1社1名
□学科試験：平成27年８月30日
（日）石川県地場産業振興センター
□学科試験合格発表：平成27年10月2日
（金）組合事務局に連絡が届く予定
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IPIA
全印工連・中部地区
印刷協議会

平成27年度基本方針・事業計画が発表される!!
（愛知・岐阜・三重・石川・富山の各県工組より62名が出席）

平成27年度上期会議
（岐阜県会議）

日

時：平成27年6月12日
（金）午後1時開会

場

所：岐阜グランドホテル

2階「月の間」他

石川県工組の出席：吉田理事長、出村副理事長、小杉専務理事、
木村常務理事、田上常務理事、安達常務理事、
田中常務理事、西川事務局長（8名）

愛印工組が制作した「印刷産業 PR ムービー」
（http://www.
ai-in-ko.or.jp/）の紹介もされた。小休止を挟み、分科会・理事
長会に移った。
分科会は、①経営革新・マーケティング分科会、②環境・労
務分科会、③組織・共済分科会、④教育・研修分科会、⑤取引公
正化分科会の5分科会と理事長会が行なわれた。
全体会議後半では、分科会・理事長会での討議内容の報告
が行なわれた。
経営革新・マーケティング分科会／田上裕之（石川県常務理
はじめに、開催県を代表して岐阜県工組の大鹿副理事長の

事）
、環境・労務分科会／寺田俊之（富山県副理事長）
、組織・共

挨拶では、
「中小企業の景況が悪い中、印刷業界では原材料の

済分科会／大洞正和（岐阜県常務理事）、教育・研修分科会／

値上げに加え、製造原価が上がるも価格に転嫁できず利益が

木村吉伸（愛知県理事）、取引公正化分科会／塚本誠（三重県

減少している。価格への転嫁は個々の企業では、営業上不利

副理事長）
、理事長会／吉田克也（石川県理事長）。分科会報告

になり厳しいが、地区協のような場で値上げについて検討し

終了後、質疑応答が行なわれ、全印工連の生井専務理事らが

ていきたい。
」と述べた。引き続き、中部地区協の四橋会長か

説明にあたった。閉会の辞を中部地区協の細井俊男副会長
（愛

らは、ラスベガスで行われたボクシングの試合や織田信長が

知県工組副理事長）が行ない岐阜県会議は終了した。会議終

武将に与える論功行賞に茶器を使用したことを上げ、
「我々は、

了後は、同ホテル内で交流会が行なわれ、各県工組間の情報

ただ単に印刷は幾らという形で商売をやっているのではない

交換と親睦に華やいだ。
（以上、愛知県工組発行「あいちの印

かと思う。付加価値とか、物語の作り方、このあたりが印刷業

刷」7月号より転載・引用）

界にとって、最も大切な要素となる。そういう意味では、自分
ひとりで考えるのではなく、大勢の皆さんが意見を解禁しな
がら、人の意見を聞いて、それを参考にして考えるいい機会

■平成27年度 全印工連・事業計画
［Ⅰ］基本方針

にして欲しい。」と述べた。また、全印工連から、木野瀬副会

日本経済は好転への薄明かりが差してはいるものの、中小

長（愛知県工組理事長）が挨拶を行い、日本印刷技術協会が発

印刷業界においては、電力料金及び円安による原材料費の上

行した『未来をつくる』という書籍の一文を取り上げ「『市場

昇、人件費や消費増税によるコストアップが大きくのしかかり、

には不確実なことがあまりにも多く、目下のところ当社はア

経営の安定に向けては未だに多くの課題に直面している。加

クションを控えている。』という文章が出てくる。殆どの印刷

えて、各種メディア媒体の電子化への移行、2年後の消費税率

業はこの状態に陥っている。要するに何もしなかったら衰退

の再引き上げへの対応の準備、日本の特異な人口バランスに

して行くだけである。何か行動をしようとした時に、我々は

よる社会構造の変化など、今後もめまぐるしい環境変化が予

そのシステムを組む人間とシステムを組んで課金する方法を

測される。

学ぶ。そしてそれを仕事に活かす。こんな工夫を業界全体で

このような厳しい経営環境の中で、組合員企業が成長、発

やれば、印刷物だけで値段の競争をするということもなくな

展を遂げるためには、中小印刷業の地域性という特性を最大

るだろうし、本当の意味の付加価値を生むような仕事ができ

限に生かし、日本全国のそれぞれの地域において、これまで

るのではないかと思う」と述べた。

の信用と実績を基盤とした新しい力の創出が不可欠であり、

全体会議前半では、四橋会長を議長に、議案審議に入り、
「平

さらなる「ソリューション・プロバイダー」へと深化するため

成26年度収支決算」、
「平成27年度予算（案）
」が上程され、原

には、地域の纏め役としての責任と役割を十分に果たし、地

案通り承認された。次いで「全印工連平成27年度事業」の概

域経済に貢献できる企業へと成長しなければならない。

要を生井専務理事が説明した。
（別掲載）また、
「課題解決型ビ

この意味からも、本年度、創立60周年を迎える全印工連で

ジネスモデル構築に向けた5つのステップ及び共創ネットワー

は、これを節目とし、これからの厳しい経営環境を乗り越え

ク通信について」、
「DTP 検定について」などの説明があり、

る強い決意を持って、各工組との一層の連携、協調の強化を
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図り、傘下全組合員企業の経営の安定と成長、発展を期して、
諸事業を推進していく。
具体的には、産業戦略デザイン事業として2025年の中小
印刷業界の新しい立ち位置を創造する「全印工連2025計画
策定プロジェクト」の立ち上げ、女性活躍推進事業では、多く
の女性が集い、安心して活躍できる職場環境づくりを支援す
る「中小印刷業向け女性活躍推進ガイドライン」の研究、印刷
産業連携推進室では印刷関連業界全体の発展に向けた関係強

ノベーションを生むためのガイドブックの発信、業態変革・

化、経営革新・マーケティング事業では、経営イノベーション

ワンストップサービスを推進できるような共創ネットワーク

支援のためのガイドブックの活用と共創ネットワーク通信の

の構築・運用、セミナー・研修を通じての情報提供等の活動を

円滑な運用、環境・労務事業では各種認定・認証制度の取得支

行なう。具体的な施策として『7Keys/5Doors』を再度研究

援、組織・共済事業では、各種共済制度の加入増強、教育・研修

し、経営環境の変化も踏まえ、バージョンアップを図り発信

事業では、見える化による収益改善の啓発と制度教育事業全

する。また、組合員各社が取り組んでいる独自のサービス・技

体の見直し、新 DTP 技能検定の実施に向けた PR 活動、CSR

術を互いに利用できる共創ネットワークの仕組みを構築・運

事業では上位認定制度「ツースター認定」の運用開始とワン

用する。さらに、ソリューション・プロバイダーの事例研究と

スター認定の更新促進とクラウドバックアップサービス事業

して、最新のマーケティング手法、他産業のマーケティング、

の拡充、さらには全印工連特別ライセンス事業の推進など、

IT 産業のソリューション事例、クリエイティブ業界のソリュー

傘下組合員企業が組合加入のメリットを十分に享受し得る

ション事例など、セミナーを通じ情報発信する。

様々な事業展開を積極的に図っていく。

研究・課題推進の実務については、開催数の制約から東印

さらに、印刷用紙値上げ問題をはじめとする資機材問題へ

工組の経営革新・マーケティング委員会を中心とし、地区協

の対応、入札制度の改善に向けた官公需対策への取り組み、

委員長との連携を強化しながら、各地の事例の情報共有、課

次世代の全印工連を支える全青協活動への支援に加え、引き

題対策支援を進める。

続き事務局機能の強化を目指した業務改善も推進していく。

■環境・労務事業の推進

なお、本年度は10月に全印工連創立60周年記念行事を開

印刷会社の環境対応の改善や労務管理を支援するため、法

催し、併せて全印工連60年の歩みのコンテンツの製作にも

令の周知及び関連情報の収集・提供を進める他、セミナーの

取り組んでいく。

企画及び開催支援、グリーンプリンティング（GP）認定制度
の普及拡大、インターネットを活用した ISO14001取得支

［Ⅱ］実施事業
■産業成長戦略のデザイン

援事業「環境経営印刷ネットワーク」を推進していく。
また、組合員企業の GP 認定取得を促進することを目的に、

「全印工連2025計画策定プロジェクト」を核として、
「印刷

昨年度から全国展開を開始した、GP 認定取得の前段階とな

産業の再定義」となる 新しいビジョン の策定を各委員会と

る認定制度「環境推進工場登録」について、周知啓発及び講習

密接な連携を図りながら進めていく。併せて、自由民主党中小

会開催に向けた支援を積極的に進めていく。

印刷産業振興議員連盟への振興施策の提言、印刷産業の事業

■組織・共済事業の推進

領域拡大を見据えた新積算手法の研究、印刷業経営動向調査

生命共済、医療・がん共済及び総合設備共済を中心とした

実施による現状掌握とそこから見える課題解決に努めていく。

各共済制度の積極的な加入促進を行なう。併せて、組織関連

■印刷関連産業との連携強化

情報の収集・提供を行ない、組合機能の強化に努めていく。

印刷関連業界との相互理解を深め、印刷関連業界全体の成

また、10月に開催される全印工連創立60周年記念行事の

長と発展を目的として各種研究活動ならびに情報交流の活性

参加目標達成のため、各地区での周知に努める。その他、全日

化に努める。また、全印工連の各委員会とも連携し、委員会事

本印刷産業政治連盟と連携しながら、政策的課題への対応を

業の支援を行なう。

図っていく。

■女性活躍の推進

■教育・研修事業の推進

男女共同参画社会の形成に向けて、中小印刷業界の特性に

経営情報の「見える化」による収益改善の啓発を進めると

合わせた女性が活躍できる職場環境の整備、改善を進めるこ

ともに、制度教育事業においては「制度教育に関するアンケー

とを目的に、ライフイベントによって変わる女性の働き方の

ト」結果を基に抜本的な事業の見直しを行う。また、平成28

施策、WLB（ワークライフバランス）制度の研究など、性別を

年度の技能検定製版職種 DTP 作業の全国的な検定実施に向

超えた働き方を提案して行く。また、女性ネットワークの構築、

けて、検定内容のリニューアルを図り、併せて積極的な広報

中小印刷業向けガイドラインの研究、女性の視点を取り入れ

活動に努めていく。MUD 事業については、引き続き「東京オ

た広報事業など各種の研究活動を行なう。

リンピック／パラリンピック」に向けて、各工組と連携を取

■経営革新・マーケティング事業の推進

りながら事業の普及・推進を図っていく。

組合員各社が業態変革を起こし、ソリューション・プロバ
イダーヘと事業を深化させる支援を行なうことを目的に、イ

■ CSR 事業の推進
CSR セミナーや CSR 認定制度を通じて、社員が会社や仕
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事に誇りをもち、顧客や地域から必要とされるパートナーと

行なっていく。

して成長する企業を多数輩出するため事業を推進していく。

■協議会の開催

本年度は、全印工連 CSR 認定の標準認定であるワンスター

地区印刷協議会／官公需対策協議会／全国印刷メディア協議

認定の普及拡大、2015年6月から認定を開始するツースター

会／全国青年印刷人協議会

認定（上位認定）の運用及び周知、スリースター認定（最上位

■全印工連創立60周年記念行事の開催

認定）の制度化、CSR 情報語「shin」の発行に取り組むととも

■その他

に、クラウドバックアップサービス事業、日本印刷個人情報

各種刊行物の発行／印刷文化財保存への協力／関係行政機

保護体制認定制度（JPPS）など、組合員のコンプライアンス

関、関係団体との連絡／共同販売事業の推進

や BCP を支援する事業を継続して取り組んでいく。
■全印工連特別ライセンスプログラム事業の推進
作業効率の向上による収益改善、電子化による市場領域拡
大への対応、CSR・コンプライアンスの推進等を目的として、
新規契約の獲得ならびに参加企業へのサポート・サービス体
制の強化に努める。
■資機材問題への対応
用紙価格等動向調査の実施などを通じて、関連資機材の動
向を把握し、有益な情報の提供に努める。併せて、関係団体と
の緊密な連携を図り、対策の協議、立案ならびに啓発活動を

石川県印刷関連団体協議会

平成27年度通常総会 / セミナー

日

時：平成27年7月15日 （総会）午後2時開会 （セミナー）午後3時〜

場

所：IT ビジネスプラザ武蔵

主

催：石川県印刷関連団体協議会

6階「交流ホール」

参加者：（総会）会員参加36名、委任状出席44名
セミナー

計80名、欠席49名 ／（セミナー）34社81名

演題「21世紀、印刷業界の可能性と使命」
〜ある新橋の印刷会社の歩みとビジョンをヒントに〜
講師

臼田真人氏（東京都 ㈱アドピア 代表取締役社長／全印工連 副会長）

今年度の石川県印刷関連団体協議会の通常総会は、石川県印刷工業組合の小杉善文専務理事
（会
計担当）
の司会で始まり、吉田克也会長の挨拶のあと、議長に吉田会長を選出し議案の審議に入った。
第1号議案

平成26年度事業報告及び収支決算の承認について、小杉会計担

当より内容説明があり竹内照生監事が監査報告を行い、原案通り承認された。
次に、第2号議案

平成27年度事業計画及び収支予算（案）並びに会費の口数割

当（案）承認の件について、吉田議長、小杉会計担当より提案説明が行われ、これ
も原案通り承認された。また、第3号議案

役員の構成では、吉田議長より説明

が行われ、前会長永野博信氏の死去に伴い今年度は相談役の席を空席とする件
及び、空席となっていた専務理事を石川県印刷工業組合専務理事の小杉善文氏
に任命する件、さらに、所属団体名称の変更について（石川県グラビア協同組合
の名称を北陸グラビア協同組合とする）の説明を行い、会場より異議なしの声
を受け、満場一致で承認され平成27年度通常総会が終了した。
引き続き行われたセミナーでは、講師の臼田氏は、全印工連の副会長という
立場ではなく、都内の個人経営の印刷会社を引き継いだことから始まり、現在
に至る事業の変遷と、それに伴って開発してきた様々な取り組みを率直に語っ
ていただいた。また、汎用ビックデータである REASA
（地域経済分析システム）
の最新事例の紹介もあり、参加者には業務に役立つリアリティのあるヒントを
多く提供さたれた内容であった。
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INFORMATION
事務局日記

今後の予定

5月9日

平成27年度通常総会
山代温泉ゆのくに天祥
5月16日
全国緑友会 金沢総会
金沢商工会議所
6月12日
全印工連・中部地区印刷協議会上期会議（岐阜県会議）
岐阜グランドホテル
6月20日
ＭＵＤ教育検定3級
金沢商工会議所
6月25日
平成27年度第1回理事会
石川県印刷会館
6月27日〜28日 オフセット印刷技能検定 実技講習会
石川県印刷会館
6月29日〜7月3日 オフセット印刷技能検定（実技試験）
石川県印刷会館
7月15日
石川県印刷関連団体協議会
平成27年度通常総会／セミナー
IT ビジネスプラザ武蔵
8月4日
平成27年度第2回理事会
石川県印刷会館
8月7日〜8日
オフセット印刷技術講習会
金沢ものづくり会館／石川県印刷会館
9月5日
第24回印刷の月ゴルフ大会
能登カントリークラブ
9月11日
平成27年度先進企業視察研修（東京都内）
国会議事堂／ヨシダ印刷㈱東京本社他

9月18日
9月27日
10月16日
10月29日
11月3日
11月20日

〜平成28年〜
平成28年石川県印刷関連団体協議会 新年互礼会
1月6日
ANA クラウンプラザホテル金沢
1月16日
平成28年新年理事会（平成27年度第4回理事会）
金沢石亭
1月29日
全印工連経営革新・マーケティング部会 金沢会議
金沢商工会議所
2月26日
全印工連・中部地区印刷協議会下期会議
キャッスルプラザ名古屋

会員短信

お悔み 〜謹んでご冥福をお祈り申し上げます〜

□代表者変更
金沢支部 永野印刷㈱ 代表取締役社長
㈱中川印刷 代表取締役社長
小松支部 鵜川印刷㈱ 代表取締役社長
加賀支部 ㈲なかむら印刷 代表取締役
□組合脱退
金沢支部

第6回ポスターグランプリ審査会
メディアージュ愛知
秋の収穫祭 BBQ 大会
内灘サイクリングターミナル
全印工連創立60周年記念事業
パレスホテル東京
平成27年度第3回理事会
石川県印刷会館
第6回ポスターグランプリ表彰式
愛知県芸術文化センター
経営革新・マーケティングセミナー
石川県地場産業振興センター

• 新田昭彦様（小松支部）
英文堂印刷㈱ 小松市竜助町67
代表者のご尊父
平成27年5月2日ご逝去 70歳

永野琢也
中川皓平
鵜川和久
中村隆泰

• 山越由美子様（金沢支部）
㈱山越 金沢市千木町ル70-1
代表者のご母堂
平成27年5月10日ご逝去 69歳

㈱金沢印刷

□社名変更
マルト印刷工業株式会社（小松支部）
⇒マルト株式会社（平成27年9月1日より）

ス
会員トピック

• 源田外夫様（小松支部）
㈱源田美術印刷 小松市丸の内町2-32
代表者のご尊父
平成27年8月20日ご逝去 80歳

株式会社笠間製本印刷（金沢支部）が、
（一社）日本印刷産業連合会の「第14回印刷産業環境優良工場
表彰」で最高賞である『経済産業大臣賞』を受賞。北陸三県では初めての受賞であり、省エネによる
環境への対応や廃棄物の処理、資材のリサイクル率99％などが評価される。
（平成27年8月26日）

「第21回ソフトボール大会」は、
雨天のため中止 ! となる。

平成27年8月29日（土）専光寺ソフトボール場で、開催予定の第21回
ソフトボール大会は、当日雨天となり、中止となりました。参加申込みをさ
れた9社14チームの方は、来年の大会にご期待願います。また幹事会社と
して、万全の準備をされた高桑美術印刷㈱の皆さまには、感謝申し上げます。
なお、来年も今回と同じ「第21回大会」として、平成28年8月27日（土）
に開催を予定していますので、皆さまの参加をお待ちしています。なお、来
年度の幹事会社は、恒例により能登印刷㈱の皆さまにお願いをいたします。

http://www.ishikawa-pia.jp / E-mail：info@ishikawaken-pia.or.jp

