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令和2年10月9日（金）13時、日本全国47都道府県印刷工業組合の組合員4,300社
へ向けて「2020全印工連オンラインフォーラム」を開催し、全印工連の各種事業コン
テンツを一斉に発信しました。
M a k e t h e f u t u r e ! 〜未来を見つめ、ともに未来を創る〜

https://www.aj-pia.or.jp/of2020/
※上記のURLまたは、
QRコードから
閲覧可能です。

HAPPY INDUSTRY 人々の暮らしを彩

印工連会長からの「Liveメッセージ」を皮

り幸せを創る印刷産業全印工連ブランド

切りに、❷将来の業界発展を見据えた「

スローガン「Happy Industry 人々の暮

DX（デジタルトランスフォーメーション）

らしを彩り幸せを創る印刷産業」の実現

の推進計画」、❸働き方改革や新たな生

に向け、全印工連各種事業への一層のご

活様式に対応するための「幸せな働き方

理解をいただくとともに、このコロナ禍を

改革への取り組み」をはじめ、❹「ニュー

力強く邁進する全印工連ならびに各印刷

ノーマル時代の営業戦略」、❺「教育アー

工業組合へご加入いただいている価値を

カイブの利活用」、❻「今こそ見 直される

改めてご確認いただく貴重な機会となり

べき組合への加入メリット」など、全印工

ました。

連としての、ウイズコロナ・アフターコロナ

主なYouTubeコンテンツは、❶滝澤全

への積極的な対応策を発表しました。

三重県 BCP 協定
三重県印刷工業組合と「災害時における支援協力に関する協定」を締結しました。
令和2年5月14日石川県印刷工業組合は、三重県

業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平

印刷工業組合と「災害時における支援協力に関する

常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のた

協定」
（BCP：Business Continuity Plan）を締結し

めの方法、手段などを取り決めておく計画のことです。

ました。これは、企業が自然災害、大火災、テロ攻撃、

協定の具体的な取り組みについては、両県工組の実

感染症などの緊急事態に遭遇した場合において、事

務担当で、今後、研究及び相互支援の内容について立

業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事

案することになりました。

IPIA

IPIA
令和２年度 石川県印刷工業組合 通常総会
日

時 ： 令和２年５月22日（金）午後1時30分より

場

所 ： 石川県印刷会館 2階会議室

令和2年度の通常総会は、新型コロナウイルス感染症

令和２年度借入金残高最高限度額決定の件
原案どおり、令和２年度借入金残高最高限度額は、

防対策を万全にしたうえで、短時間で総会の議案につい

3,000万円に決定された。

て審議及び議決を取るように努めた。下記の第1号議案

◎第５号議案

から第6号議案について、全組合員69名中、本人出席及

原案どおり、常務理事の定員を11名から９名とするこ

び委任状出席、書面議決により、68名の組合員が賛成

とが決定された。

し全議案が可決された。

◎第6号議案

議長より、定款第48条２項に定められる理事長代

専務理事の理事長職務代理・代行者

北川和也

理・代行順位について、議題１で承認された名簿順位に

常務理事の理事長職務代理・代行者

今川弘敏

従って決定してよいか、議場に諮ったところ異議なく承

【議題４】顧問委嘱の件
議長より、令和２年度・３年度の顧問を大村精二氏、

【議題３】専務理事、常務理事の理事長職務代理・代行

吉田國男氏、高桑秀治氏に委嘱してよいか議場に諮った

順位決定の件

ところ異議なく承認決定された。

議長より、定款第48条２項に定められる専務理事・
常務理事の理事長職務代理・代行者について次の者とし

定款（第30条）変更の件

以上をもって、令和2年度

第1回理事会の全議事を

終了した。

石川県印刷工業組合

役員（理事・監事）選挙の件

議長：福島理夫 相談役・理事

理

書記：田上裕之 常務理事

吉田克也、大村一史、木村賢一郎、小畠寛祐、

司会：北川和也 副理事長

てよいか、議場に諮ったところ異議なく承認された。

認された。

◎第４号議案

の拡大防止のために、異例の総会運営となった。
石川県印刷会館に実際に出席した組合員は、感染症予

【議題２】副理事長の理事長代理・代行順位決定の件

事 (令和２年度・３年度)

令和２年度

第1回 臨時総会 ( 書面議決 ) 開催の報告

小杉善文、田上裕之、北川和也、今川弘敏、
田中逸郎、山越敏雄、西野秀夫、小林大祐、

◎第１号議案
令和元年度事業報告及び決算関係書類承認の件
原案どおり承認された。

福島理夫、永野琢也、中川皓平、濱中豊和、

◎第２号議案

藤弥昌宏、前田陽介、宮下光信、村上明雄、

令和２度事業計画及び収支予算(案)決定の件

当組合では、今般の新型コロナウイルス感染症拡大対策による国からの
「持続化給付金」
と石川県からの
「石川県経営持続
支援金」
の補助を受けました。そこで、組合員企業に於かれても業績の維持にご苦労をされていることを鑑みて、賦課金の負
担を少しでも軽減するために、
通常総会で決定した賦課金徴収方法の変更を臨時総会で行いました。

村澤 裕、橋本雅生、黒沢武志、黒氏毅志、

原案どおり承認された。

新田俊郎、竹内政一

◎第３号議案

監

令和２年度経費の賦課及び徴収方法(案)決定の件

臨時総会の主意について

安達正人、涌浦一之、源田 充、佐々木和彦、

１．
開催日時及び場所

事 (令和２年度・３年度)

出村 明、島 伸行

開催日時

令和２年12月３日 午後２時より

開催場所

石川県印刷会館会議室

（旧）
１年を４四半期に分け、各期の第２月
（５、
８、11、
２月）
に
徴収する。

組合員数69人、出席者数67人
（本人出席２人、書面出席

令和２年度 石川県印刷工業組合 第1回理事会
総会に引き続き、第1回理事会が開催され以下の通りとなった。
本理事会は、理事全員の同意により開催した。理事会の冒頭に福島理事より、「去る、令和元年11月20日（水）に
石川県印刷会館で行われた、常務理事、理事・相談役、監事による理事候補者推薦委員会は、次期理事会の理事長に、
吉田克也氏を推挙した。」旨の提案がなされ、議場に諮ったところ異議なく承認され、吉田克也氏を理事長として理事
会の議長に選出された。この後、以後の議題について吉田理事長を議長として審議を行った。

65人）

議長は、定款第30条に基づく役付理事及び理事選任の件につき、議場に伺ったところ、北川理事より「令和２年
度・３年度理事会（構成案）」の提案があり、議長より議場に伺ったところ、異議なく承認された。なお、出席理事全
員は席上就任を承諾した。

➡
（新）
１年を４四半期に分け、各期の第２月
（５、
８、11、
２月）
に

３．
議事の経過の要領及びその結果
第１号議案

令和２年度通常総会

徴収する。
第３号議案の一部変更

について

但し、令和２年度のみ第４四半期
（２月）
分の賦課金の徴収を
免除する。

賛成多数により原案のとおり承認された。
審議結果：原案に賛成する67名、原案に反対する０名、書面
議決書未提出２名

【議題１】理事長、副理事長、専務理事、常務理事、理事選任の件

石川県印刷関連
団体協議会

・理 事 長 吉田

克也（重任）

・相談役・理事

福島

理夫（重任）

・副理事長

大村

一史（重任）・木村賢一郎（重任）

・理

事

永野

琢也（重任）・中川

皓平（重任）

小畠

寛祐（新任）・小杉

濱中

豊和（重任）・藤弥

昌宏（重任）

陽介（重任）・宮下

光信（重任）

コロナ禍の中で、任意団体である

善文（新任）

方法)の一部変更について

２．
組合員数及びその出席者数並びにその出席方法

以上の理事、監事が選任され、承認された。

原案どおり承認された。

４．
変更内容：令和２年度 通常総会 第３号議案 第２項(徴収

令和2年度 通常総会

日

時 ： 令和2年7月22日（水）／場

所 ： 石川県印刷会館

第1号議案

令和元年度事業報告及び収支決算承認の件

第2号議案

令和２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

第3号議案
第５条

会則変更の件（下記の通り）

本会は、石川県印刷工業組合、日本グラフィックサービス工業会

田上

裕之（新任）

前田

・専務理事

北川

和也（新任）

村上

明雄（重任）・村澤

裕（重任）

石川県印刷関連団体の令和2年度通

北陸グラビア協同組合、石川県印刷機材工業会、をもって構成する。

・常務理事

今川

弘敏（重任）・田中

逸郎（重任）

橋本

雅生（新任）・黒沢

武志（新任）

常総会は、異例の「書面議決」に準ず

⇒

山越

敏雄（重任）・西野

秀夫（新任）

黒氏

毅志（重任）・新田

俊郎（新任）

る方法で実施した。全会員128社中、

小林

大祐（重任）・安達

正人（新任）

竹内

政一（重任）

涌浦

一之（重任）・源田

充（重任）

佐々木和彦（新任）
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・監

事

出村

明（新任）・島

伸行（新任）

石川県支部、石川県製版組合同業会、石川県製本工業組合、石川県洋紙会、
下線の団体は、団体名の表示を上記の通りに変更する。

「団体組織のない場合は単独加入することができる。」 ⇒

委任状出席が82社となり過半数を超

付

えたことにより、
「令和2年度 通常総

決をもって総会での議決とする。⇒

会」の全議案が可決した。

第4号議案

削除する

則４ 災害等により甚だ総会を行うことが困難な場合は、役員会の議
追加する

令和２年度・３年度 役員構成の件
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IPIA
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中部地区
印刷協議会

令和2年度 上期会議開催

「令和版 構造改善事業」の取り組み

裁

機安全衛生講習
令和２年11月14日（土）

令和2年度中部地区印刷協議会
（中部地区協／大洞正和会長・岐阜県印刷工業組合理事長）
の上期会議が、6月5日

午後3時よりZoomにより開催された。

◆【全印工連 事業概要】◆
中部地区印刷協議会は、河原事務局長が司会を務め、大洞地区協会長が「今日は各県工組の課題などについて協
議願うが、現在はコロナの影響が共通の大きな問題である。それについて意見交換や要望の時間を多くとっていきた
い」と開会挨拶。次いで、滝澤会長が立ち、
「5月29日に行なわれた全印工連の総会で、臼田会長の後任として会長に
選任された。現在、新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言は解除されたが、感染予防対策が求められている
状況であることに変わりない。急激な消費減退により売り上げの減少に見舞われている。こうした時こそ1社でできな
いことを全印工連として、組合員に有益な施策や情報を示すことが使命であると思う。アフターコロナ、WITHコロナ
の新しい生活様式を組合員の皆様方と一緒に考えていきたい。ご協力をお願いする」と、新任の挨拶を述べた。
）内は発言者。

（1）令和2年度全印工連組織・委員会機構、役員・委員について（池尻専務理事）
三役会直轄組織にDX推進PTを新設。ダイバーシティーの推進は、CSR推進委員会の中の部会として取り組む。
（2）経済産業省補助金活用による「印刷産業DX推進プロジェクトについて（滝澤会長）

新入社員 フォローアップ
日

学科講習：8時30分から11時まで 実技講習：第1部（11時～12時）
第2部（13時～14時）

場 所：㈱ショセキ白山工場内
講 師：株式会社勝田製作所 設計部 梶 耕平 氏
参加者：23名（内、組合員22名、関連団体１名）
主 催：石川県印刷工業組合 環境労務委員会

DX
（デジタルトランスフォーメーション）
の推進と
「大喜利印刷」
第二弾プロジェクト公開

次いで、全印工連事業概況説明に移った。
（

紙断

場

午前10時～午後６時

所：金沢市ものづくり会館 （２階研修室）

対象者：石川県印刷工業組合の組合員企業及び石川県印刷関連団

内
講

新型コロナウイルス感染症の感染
拡大に伴い、当初は、８月29日に
予定していた本講習会を無期延期と
していましたが、会場を提供してい
いただいた株式会社ショセキ様のご
協力を得て、11月14日に無事開催することができました。こ
の講習会の実施に於いては、参加者がそれぞれにコロナウイ
ルス感染症の予防に努め、無事終了することができました。
会場入室時には、マスクの着用、検温、手指の消毒の徹底
を図り、参加者との距離が取りづらい実技講習では、全員が
マスク着用の上に「フェイスシールド」を装着しての講習とな
りました。 また、極力「蜜」にならない様に、実技講習は、
1部と2部に参加者を分散して行いました。また、お昼時間を
挟むことから、参加者にはお弁当の支給を行いました。

時：令和２年９月11日 ( 金 )

研 修会

体協議会の会員企業の令和２年度の新入社員及び入社歴
の浅い社員

容：印刷に関する基礎知識学習など
師：JGAT 専任講師

吉川 昭二 氏

（株式会社 サンエー印刷取締役）

参加費：１人5,000円
（テキスト代・昼食代を含む）
受講者：26名
主

催：石川県印刷工業組合

教育研修員会

当初は、令和２年４月９日に開催を予定していた「新
入社員研修」は、今般の新型コロナウイルス感染症に関
して国が「緊急事態宣言」を発出したため、開催を延期
させて頂いていました。感染症の拡大第2波がやや落ち
着いた、９月11日に「新入社員フォローアップ研修会」と
して再スタートをしました。研修内容は、概ね通常の「新
入社員研修」と同じ内容で行いましたが、参加者も入社
して半年がたち、職場経験もそれなりに体験しているの
で、研修内容にリアリティを感じている様子が、受講後
のアンケートからも感じ取れるものとなった。

ポスターグランプリ

印刷産業は、メディアの多様化、過剰設備による供給過剰、更に生産人口減少経営者の高齢期による後継者不足によ
り、低生産性・高コスト体質から脱却できていない。こうした課題に対する対策として、これまでソリューションプロ
バイダーへの進化により請負製造業からの脱却を図る提案、働き方改革による仕事の魅力づくり、労働環境の整備、

テーマ

NEXT

事業継承支援事業、業界として社会的信頼の向上を目指したCSR事業などに取り組んできた。今年度から新事業と
して、業界全体としての生産性向上を図る目的で、
「令和版 構造改善事業」に取り組む。これは、印刷産業の付加価
値額を増大させ情報サービス産業へと構造改革を目指すものである。そのためには、小規模サービス・製造併用型の
企業を、小規模サービスに移行させ、製造は大規模高生産能力型の企業に任せ、産業全体としての生産性を向上し
付加価値額を高めることが必要である。そこで、デジタル・IoT技術を活用して、効率の良い生産システムを構築する
ことで、各社の収益性向上を図るDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する。事業の全体計画は、2020年
度に印刷DX推進プロジェクト第1期として、試行に必要なシステムの完成、生産性向上の目標設定を行ない、2021
年度〜2022年度に全国10か所のモデル地区で試行、2023年度以降の本稼働を目指すと、令和版構造改善への歩み
が示された。
（3）
「大喜利印刷」第2弾プロジェクトのプレスリリースについて（全印工連瀬田副会長）
「Twitter上にある“欲しい”のつぶやきから、大量に廃棄される印刷廃材を再利用してプロトタイピングをする「大
喜利印刷」の第二弾を一斉公開した。印刷会社のアイデアと技術の枠を集めた数々のプロダクトである。印刷会社は
色々なことができる、印刷会社は面白いことをやっているというPRにしてほしい」

主 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
日 程：応募期間
			
審査日
			
審査発表
			
展示日時
			
表彰式
			
			

令和２年8月20日（木）～9月5日（土）
12時必着
令和２年9月15日（火）
メディアージュ愛知
令和２年9月23日（水）
愛知県印刷工業組合ホームページ他
令和２年11月3日（火）～８日（日）
愛知県美術館8階ギャラリー展示室 E・F
令和２年11月３日（火・祝）
愛知芸術文化センター12階
アートスペース A

（4）幸せな働き方改革SEASON4・5の発行、発送について（全印工連池尻専務理事）
「SEASON4就業規則整備編」、
「SEASON5人事考課・給与規定の整備編」
（5）全青協、次世代の支援について（全印工連池尻専務理事）
「青年会がまだ組織されていない工組がある。次世代のプラットフォームとして青年会が必要である」。
（6）地区委員会の開催について（全印工連池尻専務理事）
Zoom契約料は、1年分全印工連が負担する。
（7）新型コロナウイルスの影響による全印工連、組合運営について（全印工連池尻専務理事）
以上、愛知県印刷工業組合 広報誌「愛知の印刷」7月号より抜粋引用。
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石川県からの応募状況
（5県の総応募数：398名の内）
一般の部3社計7点
高校生の部1校計1点
大学生・専門学校生の部５校計45点
応募作品の合計53点

■審査結果
（石川県関係のみ）
【石川県知事賞】
リク ギョクブンさん

（左）
受賞した リク ギョクブンさん
（右）
受賞した
出村 菜苗さん

名古屋造形大学大学院

【石川県印刷工業組合理事長賞】
出村 菜苗さん 金沢学院大学
【入 賞】
株式会社タイガ賞
東洋インキ株式会社賞
石川県洋紙会賞
株式会社 T ＆ K TOKA 賞
飯島製本株式会社賞
【入 選】
蔵元 葵さん
前島 綾音さん
長谷 礼夏さん
利波 朋さん
大石 澪波さん
福田菜々花さん
ヨン・ギュンモさん
田邊 怜生さん
津村 ゆかさん
蔵岡 利枝さん
清澤 るなさん

山田 遥夏さん
（金城大学短期大学部）
佐藤 実希さん
（金沢学院大学）
定川 浩輔さん
（金沢学院大学）
高松 真哉さん
（金沢情報 IT クリエイター専門学校）
高橋 汽章さん
（テリーの事ム所）

北陸デザイナー専門学校
金沢学院大学
〃
〃
〃
金城大学短期大学部
〃
〃
小松大谷高校
ヨシダ印刷㈱
〃
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IPIA

IPIA
第29回

★ 実践 経営セミナー ★

印刷の月 ゴルフ大会

～デザインの力で経営に革新を～
日

時：令和２年11月25日（火）16時〜17時30分

講

師：小村 典弘 氏

ティティ)の開発からVI(ビジュアルアイデンティ)の提供まで

力で経営に革新を！」の講演を頂きました。コロナ禍の中で

しており、ロゴやWEBサイトのみならず販促ツールまでデザ

すのでZOOMを使用してオンラインで実施しました。

イン案件として受注しているとのお話でした。凄いなと思う

「デザインは価値を創る」。改めてそう感じました。私たち

とともに、不動産会社が私たちのライバルになるとは思って

にとってデザインとは印刷物を制作する過程での顧客とのコ

もみませんでした。けれど顧客からすれば価値あるものをお

ミュニケーションであり、表現技術であり、そして商品そのも

手頃価格で提供してくれれば、不動産会社でも印刷会社でも

のです。クラスコ様は不動産会社ですが、約20名のデザイン

どちらでも構わないのです。

チームを持っていて、そのデザインを武器に不動産オーナー

顧客や社会から選ばれる企業になる為には「価値を創造」

に対してアパートの空室率の改善を行い収益向上させるとい

していくことが大切ですし、私たちの商品である「デザイン」

う価値を提供しています。

にはそういった無限の可能性とチャンスがあるのだと感じま

㈱山田写真製版所

Net72.4

木村 竹芳氏

㈱北陸サンライズ

Net74.0

3位

永澤 克司氏

富士ゼロックス北陸㈱

Net74.6

4位

橋本 修一氏

㈱橋本清文堂

Net74.8

5位

田伏 忠夫氏

河村㈱

Net75.4

日

時：令和2年9月26日 ( 土 )

■この機会に是非、ご検討、お申込みをお待ちしています！！
2010年にスタートした「Adobe全印工連特別ライセンスプ
ログラム」は、多くの組合員企業にご加入いただき、現在では
ご質問、お問合わせは
7,000本を超える大きな契約数となっていますが、このたび、契
「全印工連特別ライセンスプログラム」お見積り WEB サイト
約数のスケールメリットを生かし、既にご契約されている会社、 http://www.aj-pia.or.jp/adobe_license/user/
新規にご契約される会社ともに今年の12月1日より、「コンプ
2020/cc_estimate.php
リートプラン※」の価格を昨年よりさらにお安くご提供できるこ
上記の WEB サイトのパスワード：
ととなりました。これにより、法人用のグループ版一般流通価格
ａｊｐｉａ２２
と比較して、組合員に限りお得にご利用できることとなりました。
Adobe 全印工連特別ライセンスプログラム
※「コンプリートプラン」は、Photoshop、Illustrator、
コンプリートプランの動画紹介サイト
InDesignなど定番アプリケーションの他にAdobe XDなど新
https://ondemand.seminar.vcube.com/ondemand/os/
世代アプリケーションからモバイルアプリケーションまで20種
b1e10e70c53153ee51752a3f0bf88c24ed174466
類以上のアプリケーションが全て使用可能です。
※現在、ご提供しているプランは昨年12月からスタートしてい
ますが、いつでもお申込みをいただくことが可能です。その場合
TEL：03-3552-4571
全日本印刷工業組合連合会
のご契約期間は加入月から2022年11月30日までとなります。
FAX：03-3552-7727

VOC 警報機（導入・更新）補助金のお知らせ

催：石川県印刷関連団体協議会

参加者：８組29名
※本大会では、新型コロナウイルス感染症拡大の予防に努めるため、競技終了後のパーティ及び表彰式を中止しました。

DTP 技能検定試験

【国家検定】
■「ＤＴＰ技能研修会」開催
日
場
講

時：令和２年12月３日（木）
所：石川県印刷会館 ２階会議室
師：全日本印刷工業組合連合会
特別顧問 有賀 誠 氏
受検者：５社9名

■「実技試験」の実施
日
場

時：令和3年１月24日（日）
所：㈱笠間製本印刷［Windows］、
田中昭文堂印刷㈱、高桑美術印刷㈱［Mac OS］
受検者：１級５名、２級６名（内 Windows１級1名、２級１名）

■「学科試験」の実施

日 時：令和３年２月7日（日）
場 所：石川県地場産業振興センター本館
受検者：１級６名、２級４名

した。

Adobe 全印工連特別ライセンスプログラムコンプリートプラン価格改定のお知らせ！！
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準優勝

主

クラスコグループ代表の小村典弘様を招いて「デザインの

オフセット印刷工場用の VOC 警報機は発売以来全印工連の会員
企業には定価48,000円の所、特別価格25,000円（税別）で販
売されていますが、石川県工組として独自の導入補助金を今年度
も支給することと致しました。また、この VOC 警報機の有効期
間は２年となっており、平成30年（2018年）以前に導入された
機器は交換が必要となっています。ぜひ、機器の更新についても
ご検討を願います。
令和３年３月までに購入された企業様に１台につき3,000円の補
助金を支給します。
※毎度末に全印工連より購入リストが当工組事務局に届いた後に、

山田 秀夫氏

場 所：能登カントリークラブ （日本海・はまなすコース）

参加者：24社 36名

また、同業の不動産会社むけにCI(コーポレートアイデン

優勝

■ 合格発表
日
場

時：令和２年３月19日（金）
所：石川県職業能力開発協会

※合否の結果は、上記日程の昼までに一括して組合事務局に連絡が入ります。
同日の午後に、各社の担当者へメール又はファックスでご連絡をいたします。
また、合格証、認定バッジは、４月中旬までに伝達される予定です。

VOC 警報器を設置して、より安全で健康的な
職場環境を印刷オペレーターに提供しましょう！

補助金を支払います。
印刷工場で働く方々の健康維持管理をさらに向上していただくた
めに、また労働基準監督署など社外の方が工場を見られた場合で
の PR 効果も期待できます。
■購入の申し込みは
全日本印刷工業組合連合会
TEL：03-3552-4571 FAX：03-3552-7727
■製品に関する問い合わせ
新コスモス電機㈱営業開発部
TEL：06-7668-8577
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令和２年度

理事会の主な議題

第２回理事会（Web 会議）
日

時：令和２年６月23日（火）午後２時～

場

所：石川県印刷会館 ２階会議室

参 加 者：本人出席18名、委任状11名、欠席１名

議

題：令和２年度・３年度

委員会構成（案）について

報告事項：
１、組合員の代表者の変更について
２、全印工連 令和2年度通常総会より
３、中部地区協 理事長会について
４、全日本印刷文化展 長野大会について
５、「三重県との BCP 協定」の締結について
６、委員会報告
７、支部報告
８、その他

第３回理事会（Web 会議）

報告事項：
１、組合員の代表者の変更について
２、「中部地区印刷協議会令和２年度上期会議」の
中止による各 Web 会議について

日

時：令和２年８月31日（月）午後２時～

場

所：石川県印刷会館 ２階会議室

３、「2020全日本印刷文化展 長野大会」中止について
４、「三重県工組との BCP 協定」の推進担当について

参 加 者：本人出席18名、委任状10名、欠席２名

５、委員会報告
６、支部報告
７、その他

第４回理事会（実出席＋Web 出席）

報告事項：
１、全印工連オンラインフォーラム2020開催される
２、「三重県との BCP 協定」の愛知県での勉強会について報告

日

時：令和２年10月29日（木）午後２時～

場

所：石川県印刷会館 ２階会議室

４、各委員会報告

参 加 者：本人出席16名、委任状12名、欠席１名
議

題：令和２年度 第１回臨時総会の開催について

INFORMATION

代表取締役

㈱山二化工所

小松支部

■お悔み
齊藤

代表取締役

㈱中川印刷

〃

取締役社長

田中昭文堂印刷㈱

代表取締役

マルト㈱

代表取締役

齋藤典子

（令和2年6月10日）
中川好昭

（令和2年6月20日）
下村

田中逸郎

（令和2年8月20日）
今村幸彦

（令和2年11月18日）

浩様（小松支部）

代表者本人

小松市向本折町ハ171番地
令和2年4月23日ご逝去

小林一孝様（金沢支部）
㈱小林太一印刷所

金沢市湊1－110

54歳

㈲中宮印刷社

加賀市山代温泉20区37－97－2
令和2年10月9日ご逝去

東山松魚亭
1月24日（日） DTP 技能検定（実技試験）
㈱笠間製本印刷、高桑美術印刷㈱、田中昭文堂印刷㈱
2月7日（日）

DTP 技能検定（学科試験）
石川県地場産業振興センター本館

2月19日（金） 中部地区印刷協議会 令和2年度下期会議
岐阜市内
3月19日（金） DTP 技能検定 合格発表
石川県職業能力開発協会
3月下旬

第6回理事会
石川県印刷会館

4月9日（金）
4月下旬

新入社員研修会（実施検討中）

80歳

82歳

第7回理事会
石川県印刷会館

5月下旬

令和2年6月28日ご逝去

代表者の実父

1月16日（土） 令和2年度第5回理事会（新年理事会）

金沢市内

代表者の実父

中宮浩一様（加賀支部）

立

（令和2年7月21日）

～謹んでご冥福をお祈り申し上げます～

㈲斉藤印刷

石川県印刷関連団体協議会 新年互例会
ホテル日航金沢

㈲斎藤印刷

〃

６、その他

1月6日（水）

□代表者変更

金沢支部

５、支部報告

今後の予定

会員短信
小松支部

３、理事の退任について

令和3年度通常総会
加賀支部

※今後の予定について、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に
より当初の予定を変更する場合があります。

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

