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【国家検定】

オフセット印刷技能検定試験

□実技講習
日

時：1級受検対象者
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○実技講習
○実技試験
○学科技術講習会

□実技試験
平成28年6月25日（土）

日 時：技能検定試験1級 平成28年6月27日（月）〜6月28日（火）

午前9時〜午後5時

午前8時〜午後7時

2級受験対象者 平成28年6月26日（日）

技能検定試験2級 平成28年６月29日（水）〜6月30日（木）

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

参加者：１級対象者4社5名、2級対象者4社8名

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4社5名、2級対象者4社8名

計13名

□学科技術講習会
日

時：平成28年7月29日（金）・30日（土）午前10時〜午後5時

場

所：石川県印刷会館

主

催：石川県印刷工業組合

2階会議室

講 師：㈳日本プリンティングアカデミー 講師 チョ・ウヒョン氏
参加者：学科試験受検対象者18名（6社）
□学科試験：平成28年8月28日（日）石川県地場産業振興センター

◇トピックス◇
ス◇
◇
平成28年10月16日、技能検定員と
してご活躍を戴いている新木 茂様
【カンダ印刷㈱】が石川県職業能力
開発協会会長賞を受賞されました。

□学科試験合格発表：平成28年9月30日（金）
平成28年度の合格者：1級3名、2級6名、
（実技のみ合格 1級2名、2級1名）

オフセット印刷技能検定試験を実施して
オフセット印刷技能検定試験（１級はカラー印刷、２級は２色印刷）では、印刷技能士（国家資格）を取得することが出来ます。試験
来ま
ます。
す
フセッ
セット印刷機の
ト印刷機
ト印
刷機
刷機
内容は、製版から製本までの工程に関する知識、印刷作業に関連する知識（安全衛生についてなど）の確認と、オフセッ
必要な知
知識・技
・技
技術
機械操作や、保守・調整、印刷物の品質評価などを行います。経験の浅い方には、印刷の品質を更に高めるために必要な知識・技術
を得ることが出来ますし、経験の長い方には、普段行っている業務の確認を行うことが出来ます。ぜひ多くの方に受験、合格していた
験、合格
格して
ていた
だき、ご自身のスキルアップを行い、各社様と石川県のさらなる印刷技術の向上に繋げていただきたいと思います。
印刷技能検定委員長
長 田中逸郎
田中

日

時：平成28年7月21日（木）
総会 / 午後2時〜・セミナー / 午後3時〜

石川県印刷関連団体協議会

場

所：金沢市ものづくり会館

2階研修室

主

催：石川県印刷関連団体協議会

参 加 者：
（総会）会員参加37名、委任状出席35名 計72名、欠席42名

〜平成28年度

総会及びセミナー〜

（セミナー）39社96名
セミナー：演題「六三グループの印刷道」
講師

島村博之氏

（全日本印刷工業組合連合会 前会長、六三印刷㈱ 代表取締役会長）
今年度の石川県印刷関連団体の通常総会は、石川県印刷工業組合の北川和也副
理事長の司会で始まり、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27年度事業報告及び収支決算の承認について、小杉善文専務

理事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28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、小杉専務理事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、今年度は、前年度と同じ役員構成で臨む旨の説明を行い、会場より異議なしの
声を受け、満場一致で承認され平成28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、小杉専務理事による司会で、講師の島村博之氏
のプロフィールの紹介で始まった。島村氏は、全印工連の会長を平成24年度から
28年度の2期に渡り努めたが、今回の講演では、全印工連での活動についてではな
く、ご自身が経営をされている六三グループでの取り組みを中心に貴重なお話をし
ていただいた。新たな取り組みとして、お得意様との密接な関係の中から、インター
ネットを使ったシステムづくりの取り組みも、単なる集客の拡大に留まるのではなく、
成約に繋がる工夫が重要であると、自社の事例を交えて紹介を戴いた。滅多に聴く
ことができない生の事例紹介は、参加者にとって説得力のある内容であった。また、
現在、全印工連が推奨しているCSR認定制度、GP（グリーンプリンティング）制度な
ど各種の取り組みも、実際に六三グループ各社で実施することで業績の拡大に繋げ
ていると述べられた。終わりに六三グループの「ワールドビジョン」を紹介するビデ
オコンテンツが上映され、講演を終えた。最後に吉田会長から島村氏へ謝辞が述べ
られ、本セミナーを終了した。
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2016
全日本印刷文化典
ふくしま大会
日
場

時：平成28年10月21日（金）/22日（土）
所：ホテルハマツ（福島県郡山市）

全印工連、東北地区印刷協議会、福島県印刷工業組合の主催による
「2016全日本印刷文化典ふくしま大会」が10月21日・22日の両日、福島
県郡山市の「ホテルハマツ」に於いて開催され、全国の組合員をはじめ、来
賓、関連業者など710名が出席をした。
「みのりの文化〜印刷業界の豊穣
なる大地を求めて〜」をテーマとした「ふくしま大会」では、東北6県が一つ
となり、東日本大震災発生時に全国の仲間から届いた多くの支援に対して
感謝の想いを伝えるとともに、原発問題や風評被害を抱える福島県の安
心・安全を強く訴えた。
（印刷ジャーナル№703より引用）
石川県印刷工業組合からは、吉田理事長、小杉専務理事、島常務理事、
田上常務理事、今川理事が出席しました。また、合わせて各種の表彰も行
われ、勤続30年以上の優良従業員表彰では、石川県より6名の方が表彰
を受けられました。また、組合役員10年以上の組合功労者顕彰を浦印刷
所の浦陽一様が受賞されました。
優良従業員表彰は、次の方々が受賞されました。
高桑美術印刷㈱ 川村倫弘様、山本 栄様、宇理須 肇様、
佐々木利之様、高井義史様、麻田典宏様
メッセージ

出席者からの

「リ・デザイン」元年。印刷業界の社会的なイメージを変えて行く
10月21日〜22日で開催された「2016全日本印刷文化典ふくしま〜印刷業界の豊穣なる大地を求めて〜」に参加し
てきました。まず北陸新幹線が開通したことにより金沢〜郡山まで3時間ちょっとで行く事に驚きました。東北から
金沢への観光客も増えているようで新幹線の持つポテンシャルに改めて感心した次第です。
さて、今回の印刷文化典での臼田会長のメッセージは印刷産業そのものを定義しなおすこと、
「リ・デザイン」が必
要であるという内容でした。実際に私たちの仕事は、単に紙に印刷するという事だけでなく各社が持つ強みを活かし
デザイン面やマーケティング面からお客様のお悩み解決を図っています。まずその部分の世間とのイメージギャップ
を正し、その上で全印工連2025計画が描く志溢れる印刷業界を目指して行こうというプレゼンテーションでした。
私たちの具体的な課題として
①商品・サービスの価値を上げていく
②地域の課題を解決していく
③女性が活躍できる会社にしていく
④環境負荷を下げていく。
というキーワードが表現されました。優先順位や重要度は各社によって異なると思いますが、それぞれを自分ごとの
課題として捉え実践に移す事が大切だと感じました。
印刷業界に身を置く者として、私自身も「志溢れる印刷業界」が実現できるよう日々頑張っていこうと思いました。
私たちの今・ここの努力が10年後の業界の姿を創れるなんてワクワクしますね。
「リ・デザイン」のスタートです。
理事

今川弘敏
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第58回

全国印刷緑友会・大阪大会開催
開催日時：平成28年10月29日（土）
開催場所：大仙公園・黒門市場・なんばグランド花月

その後は、天下の台所「大阪黒門市場」で食べまくり・
飲みまくりをしたあと、最終会場でもある「なんばグラン
ド花月」での式典・吉本新喜劇の貸し切り公演が行われ全
国から過去最大の780人が参加しました。
今回の大会は内容も盛りだくさんで参加いただいたメ
ンバーには満足していただけたのではと感じております。
現在、金沢青年印刷人クラブには、55名が在籍しており、
主にメンバー間の情報交換・懇親を目的に楽しく活動をし
ている会です。印刷業界に少しでも携わっている企業の方
であれば入会が可能です。今回、大阪大会の実行委員長で
ある小橋亮介君のお礼の言葉の中で、人生で大切なことは
２つ、出会いと経験だと思うが、全国印刷緑友会に身を置
10月29日(土)「商は笑にして勝なり」をテーマに、大阪
府内の大仙公園・黒門市場・なんばグランド花月の3会場で
「第58回全国印刷緑友会大阪大会」が開催されました。
全国から総勢約780名の仲間が結集し、我ら金沢青年
印刷人クラブからは、28名で参加をしてきました。
当日は参加者も大人数ということで、金沢から大型バス
を用意して大阪府堺市の仁徳天皇陵百舌鳥古墳群の横に
位置する大仙公園まで移動をし、
「同時に互いのTシャツ
にサインした最多人数」のギネス世界記録に挑戦しました。
この記録は１つの会場で同時に互いのTシャツにサインを
する人の数を競うもので、今年3月のインドでの世界記録
500人を抜いて538人で見事に達成しました。私も含めて
メンバーの殆どがギネス記録に挑戦したことすらなかった
ので貴重な経験をできたと思っています。
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く限り両方を手に入れることができると信じている。と話
していましたが私も同感であります。
私たちと共に語り合い成長し、共に未来を切り開いてい
けるようなメンバーがいましたら入会をお待ちしています。
金沢青年印刷人クラブ 会長 田上裕之

「リスクアセスメント」セミナー

日

時：平成28年11月16日（水）
午後2時〜4時

場

所：金沢市ものづくり会館
2階 研修室

演

題：印刷会社における
リスクアセスメントのすすめ方

講

師：石川労働局労働基準部
光谷正樹氏

主

催：石川県印刷工業組合

11月16日（水）に金沢市ものづくり会館にて「印刷会社におけるリスクアセスメントのすす
め方」セミナーが開催され、約30名の参加者が受講しました。講師は石川労働局労働基準部
の光谷正樹氏でした。
労働安全衛生法が改正され、今年6月から化学物質のリスクアセスメントが義務化された
ことや印刷業界においても数年前胆管ガンの問題が起こるなど、昨今安全衛生対策の必要
性が高まってきています。講義ではリスクアセスメントは必ずしもリスクゼロを目指すもので
はないこと、リスクをどのように見積もるか、またそれに対する措置等どのようにしてリスク
アセスメントを進めていくかなどを学びました。また安全衛生に関する優良企業と認定され
れば、企業名が公表されて優良認定マークを広報・PRに使用できるとのことでしたが、石川県
ではまだその制度があまり知られていないので全ての業界を通じても1社しか認定されてい
ないそうです。HPの「職場のあんぜんサイト」に詳細が記載されていますので関心のある方は
是非ご覧ください。
環境労務委員長
安達正人
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平成28年度

全国青年印刷人協議会

中部ブロッ
ック協議会開催

開催日時

平成28年9月3日（土）会議 / 午後1時〜6時・懇親会 / 午後7時〜

開催場所

ハートフルスクエアー G 2F 研修室50（岐阜県岐阜市）

「イノベーションは組み合せとコミュニケーションから」
9月3日岐阜市にて「未知の創造」をテーマとして全国

の創造ワークショップ」では、組み合せを生み出すワー

青年印刷人協議会中部ブロック協議会が開催されまし

クショップを行い、自社で扱っている商材、取り組みたい

た。中部各県から約30名の青年印刷人が集い3部構成

と思っている事業、クライアントの商品や企画等1枚の

で開催されました。

カードに記入してその組み合わせから新しい事業をチー

第1部「チームビルディング」では、チームが思いを一

ムで企画しました。

つにして、一つのゴールに向かって進んでゆける組織づ

同じ業界の仲間が集い「未知の創造」というテーマ

くり』を体験しました。第2部「未知の創造セミナー」で

のもと、将来について前向きに話し合い、考えや意見出

は、2020年の印刷業界の市場予測等を説明し、右肩下

し合う時間は非常に有意義で楽しかったです。イノベー

がりの市場を1社で戦うのでなく強みを活かしながら連

ションはこうしたワクワクしたコミュニケーションと気持

携して生き抜いていこうと提案。その為には単なる連携

ちから生み出されるものだと感じました。

でなく「知」と「知」を組み合わせたイノベーションを起
こしていくことが必要であると学びました。第3部「未知

第25回

印刷の月 ゴルフ大会

中部地区担当副議長

今川弘敏

日
場

時：平成28年9月3日 ( 土 ) スタート7時35分
所：能登カントリークラブ
（日本海コース、ハマナスコース）
主 催：石川県印刷関連団体協議会
参加者：9組34名
さわやかな天候に恵まれ、好成績への期待が高まりました !!

上位成績
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優勝

前出 猛夫氏

㈱ホッカツ

Net72.6

準優勝

木村 竹芳氏

㈱北陸サンライズ

Net72.8

3位

山本 守之氏

㈱ショセキ

Net72.8

4位

小杉 淳文氏

㈱金沢シール

Net72.8

5位

田中

田中昭文堂印刷㈱

Net73.0

泰氏
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去年に引き続き

平成28年8月27日（土）専光寺ソフトボール場で、開催予定の第21回

「第21回ソフトボール大会」は、
雨天のため中止になりました。

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16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能登印刷㈱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29年8月26日（土）
に開催とし予備日を27日（日）と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、恒例により福島印刷㈱の皆
さまにお願いをいたします。

第
回

7

ポ ス タ ー
グランプリ
テーマ

主

日

VS（versus）

催：愛知県印刷工業組合
岐阜県印刷工業組合
三重県印刷工業組合
石川県印刷工業組合
富山県印刷工業組合
愛知県印刷協同組合
程：応募期間
審査会
作品展
表彰式

平成28年8月22日（月）〜9月3日（土）
正午必着
平成28年9月21日（水）
メディアージュ愛知
平成28年11月22日
（火）〜27日（日）
愛知県美術館ギャラリー展示室 D
平成28年11月23日
（水・祝）
ホテルオークラレストラン
【光の間】

石川県からの応募状況（5県の総応募数：275名の内）
金沢学院大学
金城大学短期大学部
北陸デザイナー専門学校
大原情報デザインアート専門学校金沢校
㈱笠間製本印刷
ヨシダ印刷㈱
以上、大学・短期大学2校、専門学校2校、一般2社、計40名が応募

（左）
石川県知事賞を受賞した渡邊悠那さん
（右）
石川県印刷工業組合理事長賞を受賞した種田美里さん

■審査結果
（石川県関係のみ）
【石川県知事賞】
渡邊悠那さん 日本デザイナー芸術学院（愛知県）
【石川県印刷工業組合理事長賞】
種田美里さん 名古屋芸術大学
（愛知県）
【入 賞】
三重県教育委員会賞

天童椋賀さん
金城大学短期大学部
㈱メディアテクノロジージャパン賞 野畑桃花さん
金城大学短期大学部
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ㈱賞 髙木美槻さん
金城大学短期大学部

【入 選】
石原千聖さん
能関汐莉さん
村上桜美さん
原 理紗さん
濱 由佳さん
古澤葉月さん
中越恒一さん
安川千佳さん

北陸デザイナー専門学校
大原情報デザインアート専門学校金沢校
〃
金城大学短期大学部
金沢学院大学
〃
㈱笠間製本印刷
ヨシダ印刷㈱

INFORMATION
今後の予定（平成29年）
1月6日（金）
1月14日（土）
1月29日（日）
2月3日（金）
2月5日（日）

平成29年石川県印刷関連団体協議会 新年互礼
ANA クラウンプラザホテル金沢
平成29年新年理事会
松魚亭
（金沢卯辰山）
DTP 技能検定実技試験
㈱大丸グラフィックス
（岐阜市）
他
歴代理事長との懇談会
石川県印刷会館
DTP 技能検定学科試験
石川県地場産業振興センター

2月17日（金）
・18日（土）
2月24日（金）
3月10日（金）
3月17日（金）

勝ち残り合宿ゼミ第5期
KKR 金沢ホテル
中部地区印刷協議会下期会議
キャッスルプラザ（名古屋市）
DTP 技能検定 合格発表
石川県商工労働部企画課
DTP 技能検定 事後報告会
石川県印刷会館

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

