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【石川県知事賞】
笹倉 花歩さん

縁

えん

（左）
受賞した 笹倉 花歩さん
（右）
受賞した 平井 美佳さん

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

金沢情報 IT クリエーター専門学校

【石川県印刷工業組合理事長賞】
平井 美佳さん 金沢学院大学

日 程：応募期間
審査日
【入 賞】
・7名
			
コニカミノルタジャパン㈱賞 津元 萌さん
（石川県立工業高等学校）
審査発表
イトーテック㈱賞
安達 比奈多さん
（石川県立工業高等学校） 			
石川県洋紙会賞
石地 結芽さん
（金沢学院大学）
展示日時
㈱小森コーポレーション賞
橋場 友美さん
（金沢学院大学）
			
富士フィルムビジネスイノベーション㈱賞
表彰式
小谷 彩乃さん
（金沢学院大学）
			
㈱ SCREEN GP ジャパン賞 宮下 陸さん
（金城大学短期大学部）
			
王子製紙㈱賞
小坂 彩奈さん
（金城大学短期大学部）
【入
藏本
篠田
前島
與川
竹内
有田
田中
伊藤

選】
・17名
葵さん
北陸デザイナー専門学校
香織さん 金沢学院大学
綾音さん
〃
琴音さん 金城大学短期大学部
夢乃さん
〃
水紅さん
〃
颯樹さん 金沢情報 ITクリエーター専門学校
優理さん
〃

松井
福島
三國
松田
金山
安川
有松
伊勢
増田

颯真さん
玲華さん
成龍さん
桃佳さん
莉呼さん
千華さん
美琴さん
絢嶺さん
佳純さん

金沢情報 ITクリエーター専門学校
〃
〃
石川県立工業高等学校
〃
ヨシダ印刷株式会社
〃
㈱ダイトクコーポレーション
〃

石川県からの応募状況 （5県の総応募数：388点）
一般の部 3社計8点 高校生の部 1校計10点
大学生・専門学校生の部 4校計53点

令和３年８月23日
（月）
～９月４日
（土）
令和３年９月14日
（火）
メディアージュ愛知
令和３年９月30日
（木）
愛知県印刷工業組合ホームページより
令和３年11月２日
（火）
～７日
（日）
愛知県美術館８階ギャラリー展示室 E・F
令和３年11月３日
（水・祝）
愛知芸術文化センター
12階アートスペース A

応募作品の合計71点

IPIA
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令和３年度

石川県印刷工業組合通常総会

日
場

時：令和３年５月17日（月）午後４時～
所：石川県印刷会館

２階会議室

令和３年度の通常総会は、令和２年度と同じく新型コロナウイルス感染症が引き続き拡大している現状を鑑みて、短時間
(40分)で最小限の出席組合員による審議を行った。出席状況と審議の結果は、次の通りである。
１．理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその
出席方法

（１）
理事・監事数

理事29人、
監事2人

（２）
出席理事・監事数

理事11人、
監事１人

２．組合員数及びその出席数並びにその出席方法
（１）
組合員数67人
（２）
出席者数67人

（本人出席12人、
委任状出席15人、
書面出席40人）

３．出席理事の氏名

大村一史、田上裕之、小杉善文、北川和也、小畠寛祐、

村上明雄、
永野琢也、
木村賢一郎、
山越敏雄、
吉田克也、
新田俊郎 （11名）

４．監事の氏名
５．議長の氏名

島

永野琢也

令和２年度事業報告及び決算関係書類承認の件
原案通り承認された。

山越敏雄

石川県印刷関連団体協議会
総会 書面決議

◎第２号議案

令和３度事業計画及び収支予算(案)決定の件
原案通り承認された。

令和３年度経費の賦課及び徴収方法(案)決定の件
原案通り承認された。

◎第４号議案

令和３年度借入金残高最高限度額決定の件

日
場

時：令和３年７月15日（木）午後２時～
所：石川県印刷会館

２階会議室

令和３年度事業計画
（案）
及び収支予算
（案）
並びに会費の口数割当(案)承認の件

第４号議案

令和３年度 役員の構成について

令和３年度

時：令和３年８月23日（月）午後２時～

議

題：審議事項

場

所：石川県印刷会館 ２階会議室
１、出資証券の譲渡承認の件

カンダ印刷株式会社が、令和3年9月1日付けで安達写真
印刷株式会社と合併することに伴い、カンダ印刷株式会
社が保有する当工組の出資証券を安達写真印刷株式会社
に引き継ぐことを承認。

令和３年度

設計を実施していく。経営革新マーケティング事業では、

出席いただき、今年10月の印刷文化展について説明が

オンラインセミナーを全国に向けて有効活用し、各県工

ある。

組のセミナーとも連携していきたい。環境労務事業では、

印刷業界では、逆風が続いているが、コロナが早く収

「幸せな働き方改革」の周知啓発としてセミナーの動画

束しハッピーインダストリーのスローガンのもと各県工

配信を行う。組織共済事業では、今年度は「医療・がん

組の事業が推進されることを願っている。

共済」に介護が新たに加わり「医療・がん・介護共済」

先日セールスフォースライブでDXについて発信が

として制度化されるため、その周知・加入促進を中心に

あったが、未来の商売を見ているような感じがした。こ

行っていく。また、自然災害や感染症の拡大など事業継

れからはDXを推し進めることが重要であり、SDGsも

承に甚大な影響を及ぼす対策として、BCPの周知・策

キーワードに中部地区協として推進していきたい。

定支援を進める。

監

事

中島 雄一郎
村田 雅彦

石川県洋紙会
石川県洋紙会

滝澤光正 全印工連会長

教育研修事業では、教育動画サイト「印カレ」を開設

昨年注したなったSR調達シンポジウム(和歌山)を開催す

実施を重ねて、印刷産業全体の構造改革を目指す。教育

る。またMUDをグッドデザイン賞への申請を行ってい

㈱中島商店

では、動画教育サイト「印カレ」を開設し、組合員向け

る。

㈱中島商店

にID、PWでログインできるようにする。10月の印刷

② 2020全日本印刷文化展長野大会の開催について

文化展長野大会は、リアルとリモートによるハイブリッ

（長野県印刷工業組合 藤森英夫 理事長）

トで1日の開催とする。この度、産業戦略デザイン室で

昨年延期となった印刷文化展長野大会を10月8日に

産業成長戦略提言を取りまとめた。この提言書は印刷産

開催する予定。コロナ感染対策として開催日は1日とし、

業の持続的発展のため、課題解決型の企業となる変革を

リアル参加の人数は絞ってリモート参加と合わせハイブ

１、理事の辞任について ( 村上明雄理事の退任 )

目指したものである。ぜひ読んで実践していただきたい。

リット開催とする。印刷文化展は、全印工連の考え方を

３、中部地区印刷協議会

【 全体会議 】

上を目標に多数のご参加を期待している。

(1)全印工連概況説明

③ 産業成長戦略提言2021

議題：報告事項

２、令和3年度全印工連表彰

組合功労者

４、令和3年度 事業別予算について
５、委員会報告

生で聞く事ができる絶好の機会である。各地区150名以

優良従業員

令和3年度上期会議について

６、支部報告

７、「2020全日本印刷文化典長野大会」の開催について
８、その他

①令和3年度全印工連事業について

題：報告事項

４、各委員会報告

３、理事長候補者推薦委員会の設置について
５、支部報告

INSATSU未来トランスフォーメーションについて

（全印工連 池尻淳一 専務理事）

（全印工連 産業戦略デザイン室 江森克治 副委員長）

5月25日に令和3年度通常総会及び理事会が書面で開

トランスフォームは、形が変わるという意味。印刷業

催された。理事の富山県工組濱

議
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地区でのトライアルを実施、「DX-PLAT」の運用制度

よう設定している。また、長野県工組の藤森理事長にも

「DX-PLAT」の全国モデル地区におけるトライアルの

２、衆議院総選挙に伴う推薦状の交付について

開催中止の報告

催となった。しかし今回は、分科会も同時に開催できる

対策セミナーのオンライン化を検討する。CSR事業では、

時：令和３年10月25日（月）午後２時～

１、「2020全日本印刷文化典長野大会」( リアル Web 共 )

DX事業ではプラットフォームが完了し、全国モデル

る。また、技能検定「プリプレス職種(DTP作業)」学科

新任の役員
副会長

られた。

型コロナ感染症拡大の影響で昨年度に引き続きzoom開

では、プラットフォームの開発が完了し、そのシステム

第２回理事会

所：石川県印刷会館 ２階会議室

本日の会議は、本来は富山県での開催であったが、新

利印刷」の展示会は注目を集めTVや新聞でも取り上げ

催され、令和3年度が事実上スタートした。DX推進PT

日
場

大洞正和 中部地区協会長

して、ITを活用した教育動画を視聴できる環境を整備す

第１回理事会

日

成長戦略に関わる各種政策提言を取りまとめる。「大喜

全印工連の令和3年度通常総会は、5月25日書面で開

「令和３年度通常総会」
の全議案が、
すべて可決となりました。
第２号議案

令和3年度事業では、産業戦略デザイン室では、ポスト
コロナの社会についてのアンケートの調査・分析を行い、

(2)全印工連挨拶

力により、全会員(7月15日現在)１２７社中、書面議決書
（全議案承認）
８０社、委任状出席６社、合計８６社となり過半数を超え、
令和２年度事業報告及び収支決算承認の件

度に開催する費用に充当するため110万円を積立てる。
河原事務局長の司会により開会

● 挨拶
(1)会長挨拶

◎第３号議案

本年も、新型コロナウイルス感染症の拡大防止及び感染予防のため、
「書面での議決」
に準ずる方法で実施した。会員の協

第１号議案

開催日時 令和3年6月4日（金）13:00～16:30
開催方法 「zoom」によるリモート会議
出席者
54名

● 開会
中部地区印刷協議会

に閉会した。

職務を行った理事の氏名

上期会議開催（WEB委員会会議）

◎第１号議案

以上、通常総会は議案全部の審議を終了し、午後４時４０分

６．議事録の作成に係る

令和３年度

７．議事の経過の要領及びその結果

原案どおり、3,000万円に決定した。

伸行

中部地区
印刷協議会

■令和３年度

尚氏から須垣貴雄氏に

界も持続的発展のためには、業態変革は避けて通れない。

変更となったのを始め、役員・委員の変更があった。決

として2025計画の出荷額予測の検証をもとに業態変革

算では、381万円の剰余金があり、定款の規定に基づ

を妨げる原因と対策を示し、ポストコロナのアンケート

く50万円の積立のほか、コロナ対策費として200万円、

分析を踏まえ、これからの経営を展望。ソリューショ

令和2年度中止となったSR調達シンポジウムを令和3年

ン・プロバイダーとしての価値の提供を深める事業の一

６、その他
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つとして、産業成長戦略提言をまとめた。提言書では、

組合の運営・財政状況について意見交換を行った。コ

トランスフォームの必要性から何をトランスフォームす

ロナ禍にあって各県工組とも組合員は減少傾向であり、

るのか事例を交えて戦略を提示している。

財政状況は厳しい。そんな中、新入社員研修は、一部

新入社員 フォローアップ

研 修会

リモートも活用しながら実施している。9月14日にポス
(2)令和2年度収支決算、令和3年度予算(案)
（中部地区協

ターグランプリの審査会、作品展は、11月2日～7日愛

河原事務局長）

知県美術館で開催、表彰式は11月3日に愛知芸術文化セ

令和2年度剰余金1,443,720円は次期繰越金とする。

ンターで開催される。今年度下期地区協は、2月18日名

令和3年度会費は、全印工連会費の4%相当額とする。

古屋で開催。令和4年度上期会議は、富山県で開催され

令和2年度収支決算、令和3年度予算(案)は、原案ど

る。
【 全印工連のDXについて 】
全印工連

① 経営革新・マーケティング分科会
／今川副委員長

福田DX推進PT委員長

DXの基幹システムであるプラットフォーム開発が

石川県工組 常務理事

完了した。システム名は「DX-PLAT」。全国モデル地

事業承継、M&Aの課題については、会社の値段をつ

区でのトライアル実施を重ね、本格稼働に向けてシス

けるというデリケートな内容を含み難しい。DXの推進、

テム改修、制度設計を進める。これまで、DXプラット

デザイン経営等の取り組みでは、事業再構築補助金の活

フォームについて企業をサービスプロバイダーとファク

用事例の発表があった。

トリーに特化した説明をしてきたが、必ずしもそうした

② 環境・労務分科会／寺田委員長 富山県工組 副理事長

分け方をするのではなく、企業の不足する部分を、他の

環境推進工場の認定登録の講習会は、オンラインで行

企業の得意とする分野と連携するものでもある。また、

われた。認証もオンラインでできる。「幸せな働き方改

同様の設備を持つ企業同士が連携すれば、BCPにも活

革」のセミナーは動画配信される。環境推進工場登録

用できる。企業の連携も、地域単位、近隣他県、地方と

の目標は、中部地区内で5社。CSR認定のワンスターは、

東京など様々な展開を想定している。

9月からSDGs版に改定した。
③ 組織・共済分科会／岩瀬委員長 愛知県工組 副理事長
加入促進は、コロナで推進活動ができず、さらに組合
員が減少していて厳しい。
生命共済の組合員に対する加入率の目標は35%、中
部5県では達成している。
医療保険に新しく介護が追加された。加入促進に努め
たい。
クラウドバックアップサービスの普及がなかなか進ま

【 意見交換会 】
岐阜県工組
全印工連

福田DX推進PT委員長

・DXについて捉え方は、地域によって様々で、関心の
高い地域、否定的な意見の地域がある。しかし、何れ
にしてもIT化は必然であり、これが何かが変わる一助
になればと考える。

ず、全国で36社に留まっている。価格の問題もあるが、

三重県工組

メリットを理解されるようにしたい。

・海外でのDXの活用事例を伺いたい。

④ 教育・研修分科会／小川委員長 岐阜県工組 副理事長

全印工連

水谷理事長
滝澤会長

アドビライセンスプログラムではイラストレーターや

・欧米ではIT化によるデータの利活用が進んでいる。機

フォトショップのみならず、動画作成などさまざまなソ

械の稼働状況を数値化、グラフ化しデータ管理がしっ

フトがあるので有効活用してほしい。

かり行われている企業がある。また、印刷会社が

技能検定「プリプレス職種(DTP作業)学科対策セミ

ファーストフードチェーンのお客様との関係をデータ

ナーがオンライン対応できる。コロナ禍の今だからこそ、

管理して、販売状況管理、価格設定、店舗設計を提案

教育研修は重要である。動画教育サイト「印カレ」を視

している事例がある。

聴されたい。
⑤取引公正化分科会／伊藤委員長 三重県工組 専務理事
官公需対策のアンケートの調査結果。内容は、知的財

● 閉会の挨拶

愛知県工組

酒井副理事長

コロナの緊急事態宣言が発出され、まだまだ収束は

産権、最低制限価格制度、予定価格の積算方法、地元優

見通せない中、中部地区協上期会議がzoomで開催され、

先発注など。各県工組とも、県とは意見交換などの機会

貴重な情報交換・意見交換ができた。下期会議は、名古

を設け、問題点について話し合われているが、市町村へ

屋マリオットアソシアホテルで開催を予定している。そ

の徹底が不十分であり、文書を提出していきたい。

れまでには、コロナが収束しリアルで開催できることを

⑥ 理事長会／水谷 三重県工組理事長

願いつつ、皆様のお越しをお待ちしている。
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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
○実技試験
○学科技術講習会

●実技講習
日 時：令和３年６月26日（土）
午前9時～10時45分
場 所：朋友印刷㈱第2工場内
主 催：石川県印刷工業組合
指 導：朋友印刷㈱検定補佐員
参加者：１級７名、２級５名

●実技試験
日 時：令和３年６月26日 ( 土 ) 午前11時20分～午後16時45分
令和３年７月 3日 ( 土 ) 午前９時～午後15時30分
令和３年７月10日 ( 土 ) 午前９時～午後15時30分
令和３年７月17日 ( 土 ) 午前９時～午後15時30分
場 所：朋友印刷㈱第2工場内
主 催：石川県職業能力開発協会
審 査：石川県職業能力開発協会職員、当工組技能検定員
受験者：１級７名、２級５名

●学科技術講習会
日 時：令和３年６月12日（土）
午前9時30分～18時
場 所：金沢市異業種研修会館 ２階研修室
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 学校長
チョ・ウヒョン氏
参加者：１級５名、２級５名

●学科試験
日 時：令和３年８月29日（日）午後1時30分より
場 所：石川県地場産業振興センター本館
主 催：石川県職業能力開発協会

飯尾副理事長

・DXについて各地域での反応はどうか。

時：令和３年７月２日 ( 金 )
午前10時～午後６時（受付 ９: ３０より）
場 所：金沢市ものづくり会館（２階研修室）
参加者：令和３年度の新入社員及び入社歴の浅い社員（５社14名）
内 容：印刷に関する基礎知識学習など
講 師：JAGAT 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2,420円・昼食代を含む）
主 催：石川県印刷工業組合 教育研修委員会

昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、4月初旬の
開催を9月に延期して実施しましたが、9月ではほとんどの新入社
員が各部署に配属となり、第一線の戦力として活動を始めている
ので、なるべく早期に開催して欲しいとの要望を受け、7月2日の
実施となった。感染状況によりリアル開催と合わせて、リモート
開催も検討していたが、無事にリアル開催を実施することができた。
参加人数は、昨年よりも減っているが、次年度も少人数でも可
能な限り継続してリアル開催にこだわって実施したいと考えている。

おり承認可決した。
【 分科会・理事長会報告 】

日

●学科試験合格発表：令和３年10月１日（金）
合格者：１級２名、２級３名
学科のみ合格１級２名、２級１名
実技のみ合格１級１名、２級１名

昨年前期の技能検定試験は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大で、石川県職業能力開発協会からの指示に基づき、全ての技能
検定試験が中止となりました。しかし、本年は、感染対策を施しての検定試験の実施となり、特に実技試験では、検定委員、受験者
とも密を避けて、慎重に試験を実施しました。

【国家検定】

DTP 技能検定試験

＊コロナ禍の中、本年も感染対策を万全にして実技試験を実施＊

合格発表

日
場

時：令和４年３月11日（金）
所：石川県商工労働部企画課

※今年度も、
「石川県ＤＴＰ技能検定 検定員分科会」を中心に
実技試験の計画が立てられた。そして、組合の DTP 技能検
定運営委員会は、検定員が適格に検定業務を行えるよう環
境の整備と運営の総合支援を継続して行い、実技試験に向
けて準備を進めている。今回も、新型コロナウイルス感染症
の感染予防対策が重要となっている。

●「ＤＴＰ技能研修会」開催
日 時：令和２年12月７日（火）
場 所：石川県印刷会館 ２階会議室
講 師：有賀 誠氏（全印工連特別顧問、東京工芸大学非常勤講師）
受検者：6社14名
●「実技試験」の実施
日 時：令和４年１月23日（日）
場 所：大村印刷㈱［Windows］、㈱笠間製本印刷［Windows］
、
㈱金沢シール［Mac OS］、㈱大和印刷社［Mac OS］
田中昭文堂印刷㈱［Mac OS＆Windows］
受検者：１級４名、２級10名（内 Windows１級1名、2級１名）
検定員：検定委員６名、補佐員９人、予備検定委員５名
●「学科試験」の実施
日 時：令和４年２月６日（日）
場 所：石川県地場産業振興センター本館
受検者：1級3名、2級8名
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＊ 経営革新セミナー ＊

ウィズ・アフターコロナ時代を生き抜くために！

全印工連のDXプランを活用して、７割経済を生き抜こう！

講 師：福田浩志氏（全日本印刷工業組合連合会 ＤＸ推進ＰＴ委員長）
日 時：令和3年11月25日（木）16 時 30分～18時 00 分
会 場：石川県印刷会館＋オンラインのハイブリッド開催
参加者：印刷会館 ( リアル）８ 名 ＋オンライン９名（セミナーの参加費、無料）

□情報懇談会
日時：令和3年11月25日 ( 木）19時より
会場：つば甚／会費：一人20,000円／参加者：10名

「全印工連のDXプランを活用して、７

現在DXシステムは全国９グループが試験運用をして、システムの改

割経済を生き抜こう！」というテーマで全

修を進めております。2022年2月の中部地区印刷協議会で正式に

日本印刷工業組合連合会DX推進PT委

DXプラン参加概要・費用などの条件が開示される予定となってお

員長福田浩志氏をお招きしてセミナーを

ります。2022年は印刷業会が大きく転換する年になるような気が

開催いたしました。今回はリアルとオン

します。紙面の都合上、DXの内容について書ききれませんが、セミ

ラインのハイブリット開催で17名の方に

ナー資料がデータでございます。ご入用の方は事務局に申し出てい

ご参加いただきました。

ただければ配布可能です。尚、今回は福田氏を囲んでつば甚で懇親

この事業は設備稼働率の悪化、生産
設備の供給過剰、受注単価下落による営

会を開催いたしました。集って語り酒を酌み交わすって、やっぱり良
いなと思いました。

業利益率の低下等の諸問題を解決する為に、デジタル技術とデータ
の活用により生産の効率化やビジネスモデルの変革を促し、印刷産
業全体の構造改革を狙います。その為に全国共通フォーマットで動
作するジョブシェアリングのネットワークを構築し、各社が得意分
野に集中して経営資源を投下することができるようにします。
今までも福田氏のセミナーはオンラインで数回拝聴したことあり
ますが、やはりリアルで聞くと伝わり方が何倍も違うなと感じました。

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価格改定のお知らせ！！
■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
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４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、
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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

ー 印刷DX 新しい世界への扉 ー
「 データの一元化 」「 見える化 」
「 整流化 」「 自動化 」
『KP-コネクトプロを軸に省人化・省力化技術を搭載

VISUALISATION

した機械や生産システムをつなぐことで、お客様の
Cloud Dashboard

Mail Report

Signage Dashboard

生産性を極大化していく』概念です。オープンな環

Clients PC

MIS

境を提供することで、業界の様々なメーカー・ベン

AUTOMATION

Management Information System

ダーと連携、共創していきます。高度な自動化機能
を搭載した最新機リスロンGX/Gアドバンスモデル

Prepress

Offset Press

M A D E

I N

Digital Press

J A P A N

W I T H

Post Press

との併用で、
さらなる効果を発揮します。

S T A T E - O F - T H E - A R T

T E C H N O L O G Y

株式会社 小森コーポレーション
本
社
北陸営業所

〒130-8666 東京都墨田区吾妻橋 3-11-1 TEL.03-5608-7806
〒939-8216 富山県富山市黒瀬北町2-5-2 TEL.076-422-5588

www.komori.com

コネクテッド・オートメーション
についての詳細はこちら
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第30回

印刷の月

ゴルフ大会

日

時：令和３年９月４日 ( 土) スタート８時30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・宝達コース）

主

催：石川県印刷関連団体協議会

参加者：８組31名
※本大会後半は、珍しく荒天となりましたが無事に終了しま
した。なお、本年も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。

優勝

茶谷

慎治氏 ㈱ヨシダ洋紙

Net73.2

準優勝

橋本

修一氏 橋本清文堂㈱

Net73.4

3位

前出

猛男氏 ㈱ホッカツ

Net74.2

4位

永澤

克司氏 富士フィルム
ビジネスイノベーションジャパン㈱

Net74.4

5位

木村

竹芳氏 ㈱北陸サンライズ

Net75.2

各種表彰

令和３年 秋の叙勲：旭日双光章
吉田國男様 ヨシダ印刷㈱ 相談役
令和３年 石川県知事表彰
（組合役員在職15年超）
今川弘敏様

ｎａｋａｂｉ㈱ 代表取締役社長

令和３年 石川県中小企業団体中央会 会長表彰
（組合役員在職10年超）
令和３年 全日本印刷工業組合連合会 功労者表彰
（組合役員在職10年超）
山﨑憲治様
村上明雄様
島 伸行様

山中シール印刷 代表取締役
高桑美術印刷㈱ 元常勤監査役
㈱大和印刷社 取締役社長

1月 6 日
（木） 石川県印刷関連団体協議会 令和４年 新年互例会

会員短信

ANA クラウンプラザホテル金沢
1月15日（土） 令和３年度第３回理事会（新年理事会）

◇代表者変更
木場フォーム印刷㈱

代表取締役

木場喬之

（令和2年11月15日）
◇合

東山松魚亭
1月23日（日） DTP 技能検定（実技試験）
大村印刷㈱、㈱笠間製本印刷、㈱金沢シール、

併

金沢支部

㈱大和印刷社、田中昭文堂印刷㈱

カンダ印刷㈱が安達写真印刷㈱に合併
（令和3年9月１日）

2月 6 日（日） DTP 技能検定（学科試験）

◇組合脱退 （令和3年5月17日）
加賀支部

㈲中宮印刷社

金沢支部

㈱洋文社北陸支店

■お悔み

宮下印刷㈱ 代表取締役社長
㈱金沢シール 代表取締役社長
田中昭文堂印刷㈱ 代表取締役長

今後の予定

INFORMATION

小松支部

宮下光信様
小杉善文様
田中逸郎様

石川県地場産業振興センター本館
2月18日（金） 中部地区印刷協議会 令和３年度下期会議
名古屋市 マリオットアソシア

～謹んでご冥福をお祈り申し上げます～

濵中桂子様（金沢支部）
㈱ショセキ

令和3年8月8日ご逝去

80歳

木村賢一郎様（金沢支部）
㈱北陸サンライズ
代表者本人

石川県印刷会館
4月12日（火） 新入社員研修会（実施を検討中）

54歳

4月下旬

5月14日（土） 令和４年度通常総会／令和４年度第１回理事会

小松市河田町丁３３番地

代表者の実父

令和3年12月8日ご逝去

第５回理事会
石川県印刷会館

鵜川栄一様（小松支部）
㈱鵜川印刷

第４回理事会

金沢市内

白山市五歩市町424-1

令和3年11月21日ご逝去

石川県職業能力開発協会
3月下旬

金沢市香林坊1丁目2番24号

代表者の実母

3月11日（金） DTP 技能検定 合格発表

金沢ニューグランドホテル

75歳

6月17日（金） 中部地区印刷協議会 令和４年度上期期会議
富山市 ホテルグランテラス
6月下旬

令和４年度第２回理事会（新任理事会）
金沢市内

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

