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年頭会長挨拶
新年おめでとうございます。
皆様におかれましては、健やかに新年を迎えられましたことと、
心よりお慶び申し上げます。
このたび、石川県印刷関連団体協議会平成28年新年互礼会のご案内を差し上げましたところ、
公務ご多用にも関わりませず、
石川県知事 谷本正憲 様、金沢市長 山野之義 様、金沢商工会議所 副会頭 中島秀雄 様、
石川県中小企業団体中央会 専務理事 中村 明 様
のご臨席を賜り、誠にありがとうございます。
石川県印刷関連団体協議会 会長
また、遠方より多くのメーカー、ディーラーの代表の皆様、そして当協議会の歴代会長の皆
（石川県印刷工業組合 理事長）
様にご臨席賜りましたこと、
さらには大勢の皆さんにご参加いただきましたことに重ねてお礼
吉田 克也
申し上げます。
さて、昨年3月14日には待望の北陸新幹線金沢開業が実現しました。その後の当地の活況については私が語る必要もな
いほどであり、印刷産業においても直接的・間接的に恩恵を受けたことに感謝いたしております。そして、新幹線効果が続く
よう、印刷産業の立場で協力しなければならないと考えています。
しかしながら、本年は、新幹線効果に頼るだけではなく、各企業が「自社の得意分野を見定めて、特色を持って進む」
ことが
求められる一年になると考えています。
印刷業界のシンクタンクとも言える日本印刷技術協会
（JAGAT）
が発行する
『印刷白書2015』
に次のような一文が掲載されました。
『JAGAT はこれまで、DTP 化や標準化を推進してきた。印刷物の質感を高めるという志向性は、
ある意味では標準化と対
極にある。
しかし、
印刷技術における今後のキーワードは表面処理を始めとした
「質感」だと思われる。』
この一文は、
見方を変えれば JAGATの方針変更宣言だと受け取ることができると思います。
それは、印刷物製造において、
「他社と同じことが出来ること」
を推奨してきた JAGAT が、
これからは
「自社ならではの技術
を磨くこと」
をすすめて行くと理解できるからです。
JAGAT が言うまでもなく、
誰もが独自の強みを伸ばしたいと考えています。
したがいまして、
ここにお集まりのメーカー・ベンダー
の皆さまには、
各企業の特性を理解したうえで、強みを伸ばせるような的確な提案や情報提供をお願いしたいと思います。
永らく印刷産業は産業として縮小の時代が続いてきましたが、
その原因は同質化競争を続けるあまり、
事業領域拡大の努力
を怠ってきたからではないでしょうか？
事業領域が拡大され、
印刷産業全体が活性化するものと確信しています。
各社が独自の取り組みを行なうことで、
独自の取り組みを行なうためには自社の立ち位置を明確にしなければなりません。永年培われた石川県の印刷産業の絆を
いかして学び合うことで自社の立ち位置を確認し、
助け合いながら共に成長していくことを、
ここに誓い合おうではありませんか。
以上、
甚だ簡単ではございますが、
年頭の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
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「申年」を祝う

石川県印刷関連団体協議会新年互礼会
時：平成28年1月6日（水）午後5時開宴

場

所：ANAクラウンプラザホテル金沢3階

全日本印刷工業組合連合会
会

鳳の間

長

新

日

島村 博之

ある。これよりネットの世界が劇的に広がってきたが、この間、最
も影響が大きかったのは印刷関係の仕事が挙げられる。この20

克也会長が年頭の挨拶をのべた。

年余り、翻弄された会社や、その間に新しい取り組をして大きく成

そして、来賓の祝辞では、谷本正憲石川県知事、山野之義金沢

長した会社もあったと思う。業態転換をして行くことで、新たなス

市長、中島秀雄金沢商工会議所副会頭よりそれぞれ祝辞を頂いた。

テージで新たな発展の場を見出した会社もあると思う。恐らくこ

谷本知事は、
「 石川県全体とし

れからは、更に大きな変換を求められて来る時代であり、印刷関

ては新幹線 の 金沢開業が実現し

連団体の皆さまには、より激しい勢いの中で、時代への変化へ対

て、大変な賑わいを見せている中、

応が迫られてくると考えている。そんな時だからこそ、吉田会長
が言っている、業界の連携を密にしながら、一緒に変って行くこと
が求められている。石川県の印刷分野は、美術的なものも含めて、

ど様々な分野で貢献を頂いており、

日本の中でも光り輝く業界だと考える。金沢市としても、業界内

改めてお礼を申し上げる。想定を

の横の連携と同時に行政とも連携を密にしながら、更に皆さま方

遙かに上回る開業効果ということで、

が全国レベルで活躍することを期待すると同時に、行政としても

多くのお客様がお越しになり高い

支援できることを皆さまに誓って挨拶とする。」と語った。

評価の部分もあるが、お叱りをいただく所は謙虚に反省をして、
「お

次いで中島副会頭は、深山会頭の祝辞の代読の後、石川県洋

もてなしの原点」に立ち戻ることが、開業効果を持続させて印刷

紙会の会長として用紙需要について触れ、
「全国の紙の需要が低

業界の活性化にも繋がってくると思うところである。

迷する中、夏ごろから富山・石川で何とか需要をキープしている

そして、印刷は紙を媒体としたイメージのある中、紙の需要が段々

様子があり、これは新幹線の開業効果ではないかと言われてい

と減っていると思われていることは、情報産業の需要が、IT 技術

る。そして、情報化の進展ということで紙・印刷業界には、厳しい

の進歩・革新により動画やインターネットなどの様々な分野に拡散

風が吹いているわけであるが、数字を見ると一番堪えているの

しているためと見える。印刷業界も、このような状況に迅速かつ

は、新聞用紙であり、各企業のペーパーレス化の中、実は PPC 用

スムーズに対応していく必要性がある中、既にそのようなことを

紙を含む情報用紙は、何とか需要を保っているのが現状である。

敏感に感じ取り、様々な分野へ積極的にアプローチをしている方

2015年11月製紙連合会発表の数字を観ての印象では、まだ紙

も見受けられる。吉田会長の言う通り、お互いに交流を深め合い、

と印刷の重要性は認識されていると考えている。また、日本印刷

切磋琢磨し合い、そして自分の立ち位置を見極め、自分の持ち味

技術協会の研究では、ペーパーとそれ以外のメディアの役割といっ

を最大現に発揮していくことが、印刷業界全体の繁栄にも繋がる

た研究も進められており、そう一概に悲観することもないと思っ

と考えている。石川県では、十数年前から「石川新情報書府」促

ている。しかし、世間的には厳しい風が吹いていることは間違いなく、

進事業を通して印刷業界の取り組みをサポートしている。今後も

新幹線開業の恩恵にあずかっている間に、企業体質の変換といっ

この事業を継続し、印刷業界の革新的な取り組みをしっかりとサ

たことが大切に思う。」と述べた。

ポートして行きたい。そのことが石川県の印刷業界をさらに大き

その後、来賓・協議

く特徴づける結果に繋がって行くと考えている。印刷業界は、縮

会元役員及び現役員、

全 印 工 連
創立60周年
記 念 事 業

石川県工組より「全印工連会長特別表彰」を
4名の方が表彰を受ける

小の歴史をたどってきたとの指摘がされる中、独自性を見極めて

会員代表18名による

日

時：平成27年10月16日（金）14時〜19時

それを発揮して行くことが、印刷業界の存在感を示して行くこと

「鏡開き」が華々しく

場

所：パレスホテル東京（東京都千代田区丸の内）

内

容：記念式典、表彰式、

になる。大変な賑わいがある今だからこそ、脇を締めて印刷業界

行われた。

のこれからの方向性をしっかりと見極めて、皆さま方それぞれの

乾杯 の 音頭は、福

頑張りが業界の発展と曳いては石川県の産業全体に繋がる。」と

島理夫元会長が行い、

述べた。

乾杯に先立ち、
「今年

また、山野市長は、
「実は今朝、

た万有を出して行きたいと願っている」との挨拶の後、出席者の

を迎える人のささやかな成人を祝

ご多幸と弥栄を祈念して乾杯を行った。

う会を行った。顧みれば今年度成

また、祝電の披露では、全日本印刷工業組合連合会島村博之会

人を迎える人は、平成7年4月〜平

長の電文を披露され、他13社の社名の紹介も

成8年3月生まれとなる。この年は、

行われた。宴もたけなわの中、賀谷真尚

Windows95の登場で、日本がイ

協議会常務理事の中締めで終宴した。

ンターネット元年と呼ばれた年でも
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記念講演【講師：堀江貴文氏（元ライブドア）】
、記念パーティー
参加者：吉田克也理事長、出村 明副理事長、大村一史副理事長、北川和也
副理事長、小杉善文専務理事、木村賢一郎常務理事、田上裕之常務理事、

は、本当に知恵を持っ

金沢市 の 職員 の 中で今年度成人

拶

県内の印刷業界も観光パンフレッ
トを始め記念品の作成、包装紙な

明けましておめでとうございます。
旧年中は、当連合会に格別のご支援とご協力を賜りましたことを厚くお礼申し上げますとともに、
本年も一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます。
また、昨年10月に行いました「全印工連創立60周年記念行事」では、900名を超える方々にお集ま
りいただき、60周年という節目を盛大に祝うとともに全印工連の団結と協調、さらには将来の業界発
展に向けての強い気概を再確認することができましたことは、全国の印刷工業組合の役員、組合員、関
連業界の皆様のご理解とご協力の賜物と深く感謝を申し上げる次第です。
さて、昨年、国内では議論を呼んだ安全保障関連法が成立し、
「マイナンバー法」が施行されました。
国外では、ギリシャの金融危機､ TPP の大筋合意、フランス・パリでの連続テロ事件などがあり、国内
外ともに先を見越すことが難しい混沌とした状況が続いています。
このような中、今年、全印工連では「印刷産業新成長戦略2025計画」を発表します。
環境、地域創生、女性活躍、ダイバーシティ、CSR などの様々な座標軸から印刷産業の新しい立ち位
置を考え、自らが印刷に繋がる新しいプロセス変革を興し、地域経済、延いては日本経済に貢献でき得
る事業者へ成長するためのシナリオです。加えて、これまでとこれからの lnsatsu と人とのつながり、
22世紀の印刷人に向けたメッセージ、印刷組合のこれからの在り方など、中小印刷業界の発展の可能
性に満ち溢れた示唆に富んだ内容となっており、これまでソリューション・プロバイダーの進化
（深化）
で研究し、実践してきたことがさらに大きく拡がる幾多のチャンスが説かれています。
61年目を迎えた全印工連、
「印刷産業新成長戦略2025計画」という新しい魅力的なステージに登る
ため、日本全国の組合員企業とともに、自信を持って大きな一歩を踏み出す年にしたいと考えております。
結びに、2016年が皆様にとって明るく希望に満ちた素晴らしい一年となりますよう心から祈念
いたしまして、年頭のご挨拶といたします。
（日本の印刷 2016年1月号より引用）

のご挨
の

新年互礼会は、小杉善文専務理事の司会により開会の辞が述
べられ、出席者全員による国歌斉唱の後、主催者を代表して吉田

年

来賓、会員
（石川県内8団体85社）
、184名が参加して新春を祝う

今川弘敏常務理事、福島理夫相談役、高桑秀治顧問 計10名

●創立60周年記念全印工連会長特別表彰の方（平成27年10月現在

工組役員在任20年以上）

福島理夫様

福島印刷㈱

代表取締役会長

出村

㈱栄光プリント

代表取締役社長

同

25年5か月

橋本修一様

㈱橋本清文堂

代表取締役

同

同

西野建治様

㈱キャスト西野

代表取締役

同

同

明様

工組役員通算在任期間21年5か月
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「IGAS2015」の開催に合わせ、日本政府の中枢機関と都内最新オフィスの視察
日
場

時：平成27年9月11日・12日
所：11日 国会議事堂、衆議院議員議長公邸、自由民主党本部、衆議院議員会館（馳事務所）、ヨシダ印刷㈱東京本社
12日 有明ビックサイト「IGAS2015」展示会場
参加者：大村印刷㈱ 大村一史氏、㈱笠間製本印刷 田上裕之氏、㈱キタガワ印刷 北川和也氏、㈲たけうち印刷 竹内政一氏、
田中昭文堂印刷㈱ 田中逸郎氏、永野印刷㈱ 永野琢也氏、㈱橋本清文堂 橋本雅生氏、㈱北陸サンライズ 木村賢一郎氏、
㈱山越 山越敏雄氏、ヨシダ印刷㈱ 吉田克也氏、事務局 西川幸洋 （計11名）
現在、印刷業界は度重なる資材の高騰や教科書のデジタル化
への対応を迫られている中、全日本印刷工業組合連合会では、
全日本印刷産業政治連盟を通じて自由民主党 中小印刷産業振
興議員連盟に各種の制度改善等の申し入れを実施している。石
川県では、衆議院議員佐々木 紀氏が担当議員となっている。そ
して、今回、佐々木議員の口添えで、石川1区の馳 浩議員の政策
秘書白崎 勇人氏に案内をして頂くことになり、国会等の施設の
参観が可能となった。
午前中は、国会議事堂の主要な場所を見学し、昼食をはさん
で衆議院本会議の傍聴をする機会にも恵まれた。この本会議は、
最初に福井県選出の平泉 渉氏への弔詞贈呈報告が行われ、
「労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関
する法律等の一部を改正する法律案」
、
「勤労青少年福祉法等の
一部を改正する法律案」、
「戦没者の遺骨収集の推進に関する法
律案」の審議と採決が行われた。
国会施設の見学の途中で、佐々木衆議院議員と岡田参議院議
員にも参加者一同、直接挨拶をすることができた。なお、馳衆議
院議員は海外出張中とのことで、今回面談はかなわなかった。
次に、衆議院議長公邸を訪問。通常、公開されていない施設を
今回特別に見学が許された。衆議院議長公邸は、内外の要人と
の会談や賓客の接遇等、議長の職務を行う場所として使用され
ており、邸内には石川県にゆかりのある作家の美術品も多数飾
られており、さながら、美術館のような佇まいであった。ただ美
術館と違うのは、夫々の部屋に相応しい調度品としてしつらえ
たもので、美術館のように観客に見せるための展示物ではない
ところが素晴らしいと感じた。
つづく自由民主党本部
の見学は、総裁応接室、総
裁室、記者会見場、そして
当時、馳議員が務める広
報本部長室と足早に回っ
た。何と、安倍総理が総裁
室 を 訪 れ る 約30分前 に
入室。それぞれが、総裁の
席に座り記念撮影するという機会も得た。
また、衆議院第一議
席 座り
り記念
念撮
撮影
影す と う機
機会も
会
員会館にある馳議員の国会事務所も訪問。馳議員の部屋より首
相官邸を望み国会等の見学を終えた。
時間も夕方近くとなり、先発隊として IGAS2015に出向い
ていた一部の参加者と合流して、ヨシダ印刷㈱東京本社を訪
問。たまたま、吉田理事長の会社であるが、平成23年の東日
本大震災で旧社屋が被災し、昨年6月に完成した新社屋を見学
する。設計者は、金沢21世紀美術館を設計した建築ユニット
SANAA のメンバーである妹島和代氏によるものである。場所
は、両国北斎通り亀沢2丁目にあり、北斎通り街づくり協議会で
以前より妹島氏との交流があることから、設計を依頼したとの
ことであった。建物の内外観ともユニークな工夫がされており、
印刷会社の建物というより、一見ファッションセンターといっ
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た 空間 に 一同 は 驚 い た。
オフィス機能と将来的に
印刷機のラインを設置で
きる空間を併せ持つ地下
1階、地上4階建て、延べ
床面積約3,200㎡の建物
で、外観はエキスパンド
メタルのスクリーンによ
る網目状になった外壁に3方向がガラスカーテンウォールの構
造となっており、外からは、うっすらと内部の雰囲気が感じられ、
中からは、外に行き交う人通りや街の様子を感じ取れる独特の
設計になっている。また、施主の要望から、部署ごとに区切られ
た壁を作らずに床面を互い違いにすることで、１階から４階ま
での各フロアーを緩やかに繋いで一つの空間となる構造となっ
ていた。これは、必要に応じそれぞれの部署が連携した作業を
実施する場合や、規模の変化に対応できるフレキシビリティを
オフィス空間に求めたからとのことであった。
翌9月12日は、IGAS2015を中心に視察を進めた。毎回5万
人以上が来場するこの国際総合印刷機材展の中でも、この日は
1万人を超える来場があり会場内は、秋晴れの中、国内外の関係
者の熱気に包まれていた。
「プリントテクノロジーのさらなる
挑戦！」と題された、本展示会は最新の印刷・紙工・デジタルグ
ラフィックス関連の機材・技術・サービスを一堂に会した国際総
合印刷機材展であり、最新技術や様々なソリューションを提案
するとともに印刷産業の未来を展望できる場である。また、人
材の国際交流を図り、印刷産業および関連産業の活性化と交流
に貢献できる機会を創っている。
印刷における市場環境は、大きくかつ急速に変化している。
市場規模は先進国においては縮小する一方、新興国では急速に
拡大している。また、印刷物の発注企業や利用者における Web
の利用拡大に伴い、印刷物の役割や価値が問い直されている。
さらに、地球規模の環境変化は、印刷業界にも大きな影響を及
ぼしている。
このような環境変化に翻弄されながら後追いするのではなく、
その変化を踏まえた上で自らも変化を起こし、周囲も巻き込み
ながら変化を先導することが重要となっている。変化に対して
受け身的な状況を脱却し、むしろ積極的に関わるという考え方・
行動のイノベーション（革新）は、21世紀の印刷産業にとって
必要不可欠なものである。もちろん革新的な取り組みを進めて
いる企業も、印刷産業の中では少なくない。しかし、印刷産業全
体およびその関連産業として革新できる余地はまだ十分に大き
いと思われる。また今回、石川県印刷工業組合の組合員企業で
ある㈱笠間製本印刷が「クリアファイルのかさまーと」と題し
たブースも出展しており、参加者は明日への想いを実現すべく
会場内の様々な場所を視察して今回の視察研修を終了した。

第3回理事会 / 第4回（平成28年新年）理事会
■第3回理事会
日 時：平成27年10月29日（木）14時〜
場 所：石川県印刷会館 2階会議室
参加者：本人出席17名、委任状10名、合計27名、欠席3名
主な内容：代表者・社名の変更の報告、全印工連創立60周年記念事業報告、全印工連理事会報告、各委員会報告、
第6回ポスターグランプリ受賞報告など
■第4回（平成28年新年）理事会
日 時：平成28年1月16日（土）17時〜
場 所：金沢石亭（金沢市広坂）
参加者：本人出席22名、委任状6名、合計28名、欠席2名
主な内容：会員移動報告、全印工連理事会報告、各委員会報告、中部地区印刷協議会下期会議、他

全国緑友会・鹿児島大会開催
10月24日、鹿児島の地にて第57回全国印刷緑友会鹿児島大会が開催されました。全国から約
180名の仲間が結集し、金沢青年印刷人クラブからは9名で参加してまいりました。鹿児島はかつて
薩摩藩として日本を大きく動かした西郷隆盛や大久保利通など維新の志士を生み出した土地でもあり、
新たな挑戦をしようとする我々青年印刷人の心を動かすような、
何か強いパワーを感じました。
5月には全国緑友会の金沢総会を主管し、越原実行委員長のもと、商工会議所での式典・総会、金沢
城五十間長屋での懇親会を盛大に開催いたしました。新幹線開業後間もなく金沢が全国的な知名度
が向上していたこと、そして五十間長屋での懇親会が貴重な機会であったことなどから全国から本
当に大勢の青年印刷人が集まり、参加いただいた皆さんには
とても満足して帰っていただけたのではないかと思います。
金沢青年印刷人クラブは現在53名が在籍しています。印刷
組合のように事業中心ではなく、メンバー間の情報交換や懇
親を目的に楽しく活動しています。印刷業に少しでも携わっている企業であれば入会が可能です。
我々と共に語り合い、共に将来を切り開いていけるような仲間をお待ちしています。
（報告者：金沢青年印刷人クラブ 会長 小杉善文）

経営革新・マーケティング
セミナー

経営に活かせるメンタルヘルス
セミナー

日

時：平成27年11月20日（金）13：30〜15：30

日

場

所：石川県地場産業振興センター 本館1階 第7研修室

場 所：金沢市異業種研修会館

演

題：
「ソリューション・プロバイダーへの

演 題：職場のメンタルヘルス〜良いコミュニケーションづくり〜

講

師：相馬謙一氏（ディー・ケー・エス代表／全印工連経

ステップアップガイド」セミナー
営革新・マーケティング委員会特別委員）

時：平成27年11月27日（金）14：00〜16：00
2階 第2〜第4研修室

講 師：岸 弘市氏 岸アートライフ研究所所長（産業カウンセラー）
概

要：職業生活などにおいて強い不安やストレスなどを感じて

いる労働者の対策と考えがちなメンタルヘルス。実は、視点を変
概

要：印刷会社の経営に求められる要件とは、印刷サー

え上手く取り組むことで、
「健康経営」にとても役立ちます。

ビスの必要条件である『作り方』と、十分条件である『お役

今回の講師は、以前経営者だったこともあり、メンタルヘルスに

立ち』の両方を満足させることであるが、多くの印刷会社は

ついて経営者の視点からお話しいただき、
「経営に活かすには」や、

『作り方』に力を集中させてしまいがちである。しかしこれ

「仕組みの作り方」など演習を通して具体的なお話をしていただき

からは『お役立ち』、すなわち顧客の課題を、印刷メディア

ました。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点

を通して解決支援して行く『お役立ち＋作り方』のプロフェッ

で考え、戦略的に実践することです。企業理念に基づき、従業員

ショナルであるソリューション・プロバイダーへ深化するこ

への健康投資を行うことは、従業員の活力向上や生産性の向上等

とが求められている。

の 組 織 の 活 性 化 を もたらし、

参 加 費：2,000円／1人

結 果 的に業 績 向 上につな が る

（指定のテキスト代を含む）
参加者：15社30名
（内、富山県工組より2社
5名参加）

と期待されます。
参加費：無料
参加者：15社22名
（内、
富山県工組から2社2名参加）

（報告者：㈱北陸サンライズ 木村賢一郎、事務局 西川幸洋）
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プリ
グラン
ー
タ
ス
果
第6回ポ
審査結
ン
ョ
ティシ
コンペ

（上）
作品展の会場

（左）
石川県知事賞を受賞した今井千寿さん
（右）
石川県工組理事長賞を受賞した山田浩貴さん

テーマ

届けよう、

気のチカラ

催：愛知県印刷工業組合・岐阜県印刷工業組合・ ■審査結果
三重県印刷工業組合・石川県印刷工業組合・ 【石川県知事賞】
愛知県印刷協同組合
今井千寿さん 名古屋学芸大学 3年
【石川県印刷工業組合理事長賞】
日 程：応募期間 平成27年8月20日（木）〜9月5日（土）
山田浩貴さん 新日本印刷株式会社（愛知県）
審査会
平成27年9月18日
（金）
メディアージュ愛知（愛知県印刷工業組合） 【入 賞】
作品展
平成27年11月3日（祝 ･ 火）〜8日（日）
王子製紙㈱賞 磯見稚子さん
金城大学短期大学部
2年
愛知県美術館ギャラリー展示室
㈱ナプス賞
半田優花さん
石川県立工業高等学校 3年
表彰式
平成27年11月3日
（祝 ･ 火）
飯島製本㈱賞 山下愛里沙さん 石川県立工業高等学校 3年
愛知芸術文化センター アートスペースA 【入 選】
辻 花鈴さん 金沢大学
3年
石川県からの応募状況
杉野光希さん 北陸デザイナー専門学校
1年
金沢大学、金沢学院大学短期大学、金城大学短期
川崎真衣さん 金城大学短期大学部
2年
大学部、北陸デザイナー専門学校、大原デザイン
田中成美さん 金城大学短期大学部
2年
専門学校金沢校、石川県立工業高校、石川県立羽咋
高森茉依さん 金城大学短期大学部
2年
工業高校
竹内 梓さん 金城大学短期大学部
2年
以上、大学1校、短期大学2校、専門学校2校、高等
村上桜美さん 大原デザイン専門学校金沢校 1年
学校2校、計39名の応募。
主

日 時：平成27年9月5日 ( 土 ) スタート7時35分
場 所：能登カントリークラブ（日本海コース、はまなすコース）
主 催：石川県印刷関連団体協議会
参加者：8組31名

第24回印刷の月記念
ゴルフ大会

上位成績
優勝・BG 賞
準優勝
3位
4位
5位

恵 ま れ、
今 年 も 好 天 に !!
出
好プレーが続

㈱北陸サンライズ
㈱ヨシダ洋紙
サカタインクス㈱
東洋インキ㈱
㈱橋本清文堂

どっさりバーベキューと
スペシャルカレーで超満腹？

秋の収穫祭 BBQ 大会
日 時：平成27年9月27日
時
( 日 ) 11時〜14時
場 所：内灘サイクリングパーク内 BBQ 広場
8名）
参加者： 組合員企業の家族38名（大人30名、子供8名）

木村竹芳氏
茶谷慎治氏
蟻川 謙氏
寺本 博氏
橋本修一氏

Net70.0
Net73.4
Net73.8
Net74.2
Net74.8

ワイワイッ

例年の夏に開催されていた「地引網大会」を今回は、
「秋の収穫祭 BBQ 大会」に変更。
サプライズで、久田理事
（前田印刷）
特製の
ポークカレーを戴きました。ごちそうさまでした。

INFORMATION
支部だより

今後の予定

小松支部
ボウリング大会を開催
日 時：平成27年11月13日 ( 金 )19時〜
場 所：百万石リゾートレーン ( 小松市矢崎町 )
参加者：8社42名
結

果：（男女混合）
優勝 酒井 禅さん 356ピン ㈱源田美術印刷
2位 中坂豊和さん 344ピン 木場フォーム印刷㈱
3位 中田 滋さん 340ピン
〃

2月 6 日 ( 土 ) PRINT NEXT2016
大手町サンケイプラザ（東京都）
2月 7 日 ( 日 ) 全国青年印刷人協議会 第29回全国協議会
大手町サンケイプラザ（東京都）
2月26日 ( 金 ) 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
5月14日 ( 土 ) 石川県印刷工業組合 平成28年度通常総会
金沢都ホテル
6月10日 ( 金 ) 全印工連・中部地区印刷協議会上期会議
四日市都ホテル（三重県）

会員短信
□代表者変更
㈱小林太一印刷所
金沢支部
㈱洋文社北陸支店

代表取締役

小林大祐
（平成27年9月1日）
取締役支店長 江尾泰弘
（平成28年1月5日）

□事業所移転
金沢支部 ㈱洋文社北陸支店（平成28年1月5日）
〒921-8001 金沢市高畠3丁目124番地五高ビル4階
TEL076-291-0670/FAX076-291-0671

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

