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「KIN」親族・親類・同類の人って意味があるらしい。
印刷業界もっと結束しようよ！

K
A

N
A

G
A

W
A

 

IN
SA

T
SU

 

N
EW

S

Happy Industry

KIN 公式キャラクター

Kちゃん I ちゃん Nちゃん

cover photo  吾妻印刷株式会社

巻 頭 言 ｜ 「ただちに命を守る行動をとってください！」  
　　　　　　神奈川県印刷工業組合  大川副理事長

報　　告 ｜ 関東甲信越静地区印刷協議会報告
連載企画 ｜ 持続可能な企業になるために 
   いまこそ学びたい「事業計画に使える“CSR”」
                     「ON to OFF」 支部長編特別企画   

代理店 代理店

株式会社 グリット

〒162-0818 東京都新宿区築地町４ 神楽坂テクノス２階 TEL : 03-4500-8480 
弊社は㈱野毛印刷社の子会社です。
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表紙について

■ KIN 公式キャラクター

■ 題字ロゴ

Kちゃん I ちゃん Nちゃん

神奈川印刷ニュースの頭文字をとって
Kちゃん、Iちゃん、Nちゃんを制作。
季節毎に色々な表情で表紙を飾り、
神奈川印刷ニュースを盛り上げます。

「KIN」は親族、親類、一族、一門、同類の人、同質という意味を持つ。
われわれ印刷業界・印刷会社の皆が、同じ境遇・社内外の繋がりをもっ
と大切にして、業界として結束しようよ！という希望も込めました。

今回の表紙モデル

吾妻印刷株式会社

　前号から神奈川印刷ニュース誌面のイメー
ジが大きく変わりました。私達も大切な印刷
事業を担うものとして、未来を見据え大胆に
チェンジして行かねばですね！

左：森　和美（制作担当）
中：宮野友希
　　（オンデマンド担当）
右：小松　渚（総務担当）

01巻頭言｜

巻  頭  言

　今年、何回このメッセージをテレビで聞いた
だろう。
　この夏も記録的な豪雨、それに伴う災害が全
国各地で起きてしまった。
　神奈川県内でも、全く晴れの日がなかったお
盆休み中、小田原市米神の国道135号土砂崩れ、
15日には松田町神山の県道710号も近くを流れ
る川音川の増水で地盤が削られ、片側１車線の
道路が約30メートルにわたって崩落した。先日、

発表された第6次IPCC（気候変動に関する政府
間パネル）報告書の内容には「人間活動が地球を
温暖化させてきたことに疑う余地はない。」と
いった文言が加わった。これまでの報告書では
「可能性が高い」といったある意味、断定的では
ない表現に留まっていたが、完全に断定的な文
言に変わった。
　その他、気温が1.5℃上がることで自然災害の
リスクが8.6倍に跳ね上がってしまうことなど
も報告があった。特に大変な驚きと恐怖感を持っ
てこの報告を目にした。なぜなら、このまま世界
的に温室効果ガスの排出が続けば、地球の平均
気温は3℃～ 4℃上昇し、人類の生存が脅かされ
る危機的な状況となる。その危機を回避するため
に気温上昇を産業革命前から2℃を十分下回り、
1.5℃に抑制することに努力するとしたのがパリ
協定であるが、1.5℃に気温上昇を抑えたとして
も、自然災害のリスクは8.6倍になるという報
告だったからだ。
　ようやく日本でも昨年10月の菅首相が「2050

年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を
目指す」とした脱炭素宣言、そして今年５月に
は改正地球温暖化対策推進法に基本理念として
「2050年までの『脱炭素社会』の実現」が明記さ
れた。
　「環境か経済か？」と、かつては言われ、「環境
に配慮して経済成長が止まるのは大きな問題」
とされてきたが、もはや気候危機を食い止めな
ければ経済も会社も成り立たないだけでなく、

自分たちの命も危険にさらされるという状況に
ある。印刷業は大量に電力を使う産業だ。「省エネ」
なんていうゆるい、また古臭いコトバはもはや
人を動かさない。エネルギー消費量の削減自体は
脱炭素の寄与する重要なカテゴリーのひとつで
あるのだから、脱炭素行動のひとつとしてエネ
ルギー消費量の明確な削減が第一に求められる。
そして更に印刷業は紙とインキを大量に使用す
る。弊社の例であれば、自社で燃焼して排出して
いるCO2と購入している電力で排出している
CO2はおよそ190トン。一方で紙とインキの製
造において排出しているCO2はおよそ10倍の
1,900トンにも上る。
　サプライチェーン全体で協力し合い、CO2排
出量の削減を劇的に、そしてスピーディーに行
わなければ、私たちの未来はないと言っても過
言でない。
　「ただちに命を守る行動をとってください！」
　それは我々経営者の「経営」に対しても言われ
ていることなのではないか。

神奈川県印刷工業組合

神奈川県印刷工業組合
副理事長

大 川  哲 郎

ただちに命を守る行動を
とってください！
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INSATSU 未来 トランスフォーメーション
DXセミナー経営革新

マーケティング
委員会

①業態変革するためのモチベーションの不足
②業態変革するための経営リソースの不足
③環境づくりのための個別具体的なスキルの不足

経営革新マーケティング委員会 委員長　荒井慶太

　新型コロナウイルスの感染拡大によって世界経済が大き
く揺れ動き、混迷の度を深めているいま、「業態変革」が必
要だと多くの組合員が感じていると思いますが、「業態変
革」をすすめることがほとんどできていないのが現状では
ないでしょうか？それは…

といった〈業態変革を妨げる3つのバリアー〉が原因と思
われますがいかがでしょうか？
　当工組の江森克治理事長に講師をお願いし、デジタルト
ランスフォーメーションについて詳しく学び、各社の課題
解決につなげていきます。

10月21日（木）15：00開催予定

詳しくは事務局へお問い合わせください。  TEL 045-441-4223(代表）   mail : kanagawapia@nifty.com

組合員の皆
様には

1社1冊配布
済み
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ハイブリット形式で実施。オンラインでも参加可能です。
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　MUD(=メディア・ユニバーサルデザイン）は、ユニバーサルデザ
インの推進、SDGsの推進活動で人に優しい取り組みです。
　公共性の強いクライアントに、戦略的にアプローチをかけるなど、
販路拡大にもつながります！

　７月２日（金）14時30分から開催された栃木
県工組主管の、関地区協上期定例会には、10県
から70名がZoomで参加する大規模オンライン
定例会が実現した。
　定例会で関地区協会長である江森克治当工組
理事長が次のように挨拶。（要旨）
　「印刷業は産業として大きなダメージを受けて
いる。印刷業はリーマンショックなどの大きな出
来事に遭うとガクンと落ちる傾向がある。」とし、
「今回も２年間で15％以上の減少にはなる。」と
した。「現在、行政施策として非接触が原則のよ
うになっていて、紙や印刷物による対面の情報

伝達は別の手段に取って代わられる。」と現状を
分析した。
　対応として、「アフターコロナへ向けて、いか
に仕事を取り戻せるか、別の産業から仕事を取
れるか、を考えなければいけない。新しい知識を
得、可能性を追求していかなければならない。こ
の定例会が少しでもそのためのきっかけになれ
ば。」と結んだ。
　主管の栃木工組は、慣れないリモート進行な
がら、準備万端の取り組みを見せ、当神奈川工
組も会長県として全力で主管工組のサポートに
努めた。

以上の各報告・共有事項は、全国・協議会規模で様々な切り口で組合員を支援するものです。
細かい共有発信は随時行っております。機会の損失がありませんように。

　各県より10名が参加、全印工連の富澤教育研修委員長も出席された。
　委員会は参加者全員の発言と意見交換を行うことができ、長引くコロナ禍の状況ではあります
が、教育研修員会からの情報・役割を共通理解し、各県で有意義に活用することを確認しました。
この委員会として注目して欲しいベスト３をお伝えします。

①印カレ：全印工連が運営する教育動画サイト
　　　　　https://printing-college.com/login
②全印工連特別ライセンスプログラム　Adobe Creative Cloud　
　　　　　http://www.aj-pia.or.jp/license2019/
　　　　　お問い合わせは事務局津嶋、抜井まで。　03-3552-4571 
③印刷営業士・DTP技能検定の認定講座
　　　　　http://www.aj-pia.or.jp/edu/

　委員会では、これからも皆様に役立つ情報をメルマガやFAX等で発信していきます。
無料または低価格で役に立つ “お得なサービス”ですので、見逃さないようにお願いします。

関東甲信越静地区印刷協議会報告

第15回MUDのデザインコンペに参加しよう!

INFO

オンライン
開催

2021年9月1日(水)～11月30日(火)  ※当日消印有効

　詳細は事務局（ kanagawapia@nifty.com）へメール、
または全日本印刷工業組合連合会のHPで確認できます。

全日本印刷工業組合連合会HP QRコード→

募集期間

関東甲信越静地区印刷協議会（以下、関地区協と略）は印刷工業組合の全国連合会であ
る全日本印刷工業組合連合会（以下、全印工連と略）に９つある地区協議会の一つです。
※関東甲信越静地区印刷協議会（茨城・千葉・栃木・群馬・山梨・神奈川・埼玉・新潟・長野・静岡）

関地区協教育研修委員会
｜　教育研修委員会を令和３年６月21日（月）15:00 ～16:30、Zoomによるテレビ会議で開催。

古木委員長報告

荒井委員長報告

　官公需対策アンケート調査結果の共有後、組合共同受注、適格組合についての関心が高かった。
一般入札範囲について共有がされた。茨城県からは、「知財権を明記した県の仕様書」について報告
があった。

関地区協官公需対策委員会
｜　令和３年６月25日（金）15：00～ Zoomによるテレビ会議で開催。

（１）是非参加していただきたい催し
　「全印工連が開催する各経営戦略セミナー」「新 勝ち残り合宿ゼミ」「事業継承セミナー」
（２）是非活用していただきたい事項
　「事業継承支援センター」「事業継承ガイドブック」
（３）是非確認していただきたい事項
　「令和３年印刷業経営動向実態調査」「共創ネットワーク通信」は、全国約4,000社の組合員に
向けて発信が出来る。

関地区協経営革新マーケティング委員会
｜　令和３年６月17日（木）15：00～ Zoomによるテレビ会議で開催。

　女性経営者ネットワークの構築として、Facebookのメッセンジャー機能、音声SNSアプリ
Clubhouseを活用、アンケート調査、部会主催によるセミナー開催予定の報告があり、CSR認定
ワンスター取組項目チェックリストとSDGs対応表が作成されたので活用することを確認。

関地区協CSR推進委員会
｜　CSR推進委員会を令和３年６月16日（水）15：00～ Zoomによるテレビ会議で開催。



江森：やあ武井さん、新しくなった「KIN」好評
だね！
武井：ありがとうございます！褒めていただい
たついでにお願いしちゃいますけど、今度は
CSRについてわかりやすい説明をお願いしたい
のですが…
江森：またまた～、ちょっとウケたからって、
そういうのを「二匹目のドジョウ」って言うん
じゃないの？そもそもなんでCSRなの？
武井：実は先日の理事会で理事長が「CSR認定
制度は事業計画に使える」と言われたことについ
て「もっと詳しく聞きたい」という要望が来てる
んですよ。
江森：へえ～、CSRに対する見方も少し変わっ
てきたのかな？

武井：やっぱり社会貢献が大事って、みんなわ
かってきたということですかね？
江森：ん？ちょっとちょっと武井さん、あえて
聞くけどCSRとは？
武井：企業の社会貢献活動ですよね。
江森：あれれ？まだそんなこと言っちゃうわけ？
確かに新聞などでも「CSR＝企業の社会貢献」と
いう意味合いで使われることが多いから、誤解
するのも仕方ないと思うけど、正しくは「企業の

社会的責任」という意味。企業にはいろいろな責
任があるよね。良い商品を納めるというのはもち
ろんだけど、廃棄物をきちんと処理するとか、
従業員の労働環境を改善するとか、CO2をなる
べく出さないとか…。そういうのを全部ひっくる
めて「社会的責任」と言っているわけだね。
武井：なるほど、では一般的に言われている、
会社の周りを掃除するとか、慈善事業に寄付を
するとかいうことも企業の社会的責任というわ
けですか？
江森：そういうことになるね。
武井：こちらが良かれと思ってやっていること
を、「責任」とまで言われるとなんだか納得でき
ない感じがしますね。
江森：日本は高度成長時代を通じて税収が豊か
で、ほとんどの社会課題を税金で解決してきた
という歴史があるから、社会の課題に対して個
人や企業がお金や労力を提供することに抵抗感
を感じるようになったのではないかと思うけど、

江戸時代には分限者が個人で橋を作っちゃった
りすることも珍しくなかったわけでしょ。たとえ
どんなに社会が近代化したところで、自分たち
の地域は自分たちで守るのが基本なんだから、
そういう意味では個人よりも財力がある企業が
地域の課題に対してお金や労力を提供すること
は「社会的責任」と言っていいんじゃないかな。
もちろんできる範囲でということだけど。
武井：なるほど、そう言われるとCSRとは意識
していないけど、地域のためにお金や労力を提
供していることって昔からありますね。お祭りの
寄付とか。
江森：そうそう、それが社会貢献だとか、CSR
だとか意識してなくても、そうやって地域社会
と企業の関係って成り立ってきたんだよね。
武井：お客様への責任も、従業員への責任も、
地域への責任も、全部ひっくるめてCSRという
ことですね！なんだかわかってきました。それが
事業計画とどう関係があるんですか？

江森：CSRと事業計画の関係を話す前に、最近
話題のSDGsについて話しておこうか。
武井：CSRの次はSDGsですか？混乱しちゃう
なあ…
江森：CSRとSDGsは別々のことと思われがち
だけど、SDGsもこれからの企業経営には大切な
要素を含んでいるんだよ。
武井：個人的にはSDGsの方がさらに社会貢献
色が強いイメージですけど…
江森：SDGsとは、2015年国連が加盟国の全会
一致で採択した「2030年までの持続可能な開発
アジェンダ」に含まれる持続可能な開発のための
17のゴールのこと。「持続可能な開発」ってピン
とこないと思うけど、要は人類が成長を続けて
も地球や社会がパンクしないようなやり方をし
ていこうということだね。国連は世界各国の政府
だけでなく、個人や企業にも17のゴールに向け
ての行動を求めているんだ。
武井：企業もやれってことですね。確かにSDGs

に取り組む企業は増えていますよね。でも、飢餓
や貧困の支援なんて中小企業にはなかなか難し
いですよね。
江森：武井さん、SDGsの期限である2030年っ
てどんな世界になっていると思う？
武井：9年後ですね。夏はもっと暑くなって、大
雨とか台風とかすごいことになってそうですね。
そうなると農業にも影響あるのかな。日本政府が
2050年までのゼロカーボンを宣言しましたか
ら、太陽光発電とかは今より増えてそうですね。
電気自動車も増えてるだろうな。
江森：そうやってちょっと想像しただけでも、
世界は確実にいまSDGsに書かれているような
方向に進むような気がするよね。そういう時代に
なったときに企業にはどういう影響があるか
な？
武井：太陽光発電や電気自動車など、CO2を出
さない工夫は積極的にしないと肩身が狭いかも
しれませんね。できるだけ自然環境を悪化させな
い原材料や薬品などを使うことも必要ですね。仕
事の仕方も今とはずいぶん変わりそうだな…
江森：いま武井さんが言ったことってすべて
CSRだし、すべて会社の戦略に関わってくる部
分だよね。SDGsを経営に取り入れることは、時
代を先取りして企業の持続可能性を高めること
につながる。だからこそ国連はSDGsへの企業の
参加を求めているんだ。
武井：なるほど、世界が持続可能であるという
ことは、企業も持続可能でないといけないとい
うことですね。会社の経営にCSRやSDGsを取り
入れることが大事だということが、なんとなく
わかりました。
江森：次回はCSR認定制度を事業計画にどう活
かすかについてお話しします。お楽しみに！
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CSRって社会貢献ですよね？
えっ？まだそんなこと言ってんの？

2030年ってどんな世界になっていると思う？
大雨とか台風とかすごいことになっていそうな…

　国連が定めた2030年までの17の目標「SDGs」が、だいぶ世間に浸透してきました。行政はも
ちろんのこと、企業、NPO、そしていまや小学校の授業でもSDGsが取り上げられています。全
印工連では2013年に業界団体としては日本初のCSR認定制度を作りましたが、実はCSRと
SDGsの根っこの考え方は同じなのです。つまり世界も地域も企業も持続可能であるためには、
CSRに取り組むことが効果的ということです。いつまでも続く持続可能な企業になるために、も
う一度CSRを学び直してみようという連載企画です。前回好評だった江森理事長と武井広報委員
長の対話形式でお届けします。いまのところ3回シリーズの予定です。どうぞご期待ください！

連載
企画 No.1

いまこそ学びたい「事業計画に使える"CSR"」
持続可能な企業になるために

SDGsロゴ(日本語版）

社会貢献

社会的責任

経済的責任
（利益）

法的責任
（法令遵守）

倫理的責任
（公平）

裁量的責任
（社会貢献）
（文化支援）

CSRの
総合的体系化

2003年：
A.B.キャロル
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　当組合令和３年度事業計画の重点方針には６本の柱が建てられておりますが、その１
本に「異業種団体・政治・行政との交流・連携」が掲げられ、具体的施策として「政治、
行政機関との定期的な意見交換の実現」がめざされています。
　その活動の一環として、今年度これまでに展開した２つの要望活動を報告いたします。

①６月21日（月）11時20分から12時まで、横
浜市新市庁舎議会棟３階多目的室で、自由民主
党横浜市会議員団によるヒアリングに臨みまし
た。組合からの参加者は、理事長はじめ三役・官
公需担当常務理事および横浜３支部長で、

１ 公共調達における知的財産権の適正な取り扱
いのお願いについて　 

２ 入札における最低制限価格制度の導入のお願
いについて

３ 入札における予定価格算定にあたっての市場動
向を踏まえた実勢価格反映のお願いについて

の３項目につき、浩瀚な資料を提示しながら詳細

に説明、横浜市への働きかけと実現へ向けた尽力
を要請しました。この試みは今年で３回目ですが、
基本的には定例的に実施したいとしています。

②７月26日（月）15時30分から16時まで、神
奈川県庁新庁舎９階会議室において、組合三役・
官公需担当常務理事が、立憲民主党・民権クラブ
神奈川県議会議員団との初めての意見交換会を実
施しました。
　横浜市に要望した上記１と２に加えて「教科書
デジタル化にあっての紙媒体の特性を考慮した運
用のお願いについて」の併せて３項目につき、詳
細な説明を繰り広げ、神奈川県への働きかけと実
現へ向けた尽力を要請しました。

　当組合は、これまで、県や市との折衝実績が不足がちであるところから、この課題への取り組みを重
点目標とし、行政当局や政党を超えた政治家へのアプローチを強めて懸案課題の実現に努めたいとして
います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※要望書の詳細は事務局へお問合せ下さい。

　　

　組合員であれば、無料で視聴することが出来る印刷業界
に特化した教育動画サイトを紹介します。

　がっちり系からポップ？なものまで。専門的なものから、ちょっと便利な業界豆
知識。印カレでは月2本くらいのペースで新しい動画をアップする予定です。全印
工連からのメルマガ等でも新着のお知らせが来ますので、各自のスキルアップや
会社での研修にお役立て下さい。

https://printing-college.com

 幸せな働き方改革セミナー 2～ 5 レインボー印刷挑戦してみた

　この動画は、会社も社員もお客様もみんなが
幸せになるための働き方改革を目指した内容で
す。多くの人に印刷業界で働きたいと思ってもら
えるようみんなで取り組みたい内容です。
　ただし、内容が濃いので、1～ 2時間の動画
になります。

　印刷の世界は奥が深い！
　オフセット印刷にもいろいろな可能性があるん
ですね。この動画は、5分と短く、しかもテンポ
が良いのであっという間に視聴できてしまいます。
印刷の楽しさみたいなものが感じられ、新商品・
新サービスのアイデアが閃いたりするかもです。

おススメ

1
おススメ

2

右のQRコードから今すぐアクセス！！→

　ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入
力の上、サイトへログインしてください。 パスワード
は全印工連からのメルマガに記載されていますので、
そちらをご参照ください。もしくは、以下までお問合
せ下さい。
http://www.aj-pia.or.jp/inq/

初めての方へ

メルマガは月2～ 3回、各社の代表メール
アドレスに届いているよ！ヒント

行政当局に積極アプローチ
県会・市会議員への要望活動を展開

経  
緯

結　び

「全印
工連」の

学んで

得するTV
Spec

ial R
epor

t

印度カレー
じゃないよ印カレの使い方！

ためになる情報がいっぱい

印カレ＝印刷カレッジ



OFF

ON日々奮闘中
！

ピンチはチ
ャンス‼

OFF

OFF

09｜神奈川印刷ニュースvol.217 「ON to OFF」支部長編｜08

ON
ON

まだまだ青
春！

プライベートは、多趣味なので、夏
は海と野球です。海が大好きですので、

毎週末は海に行ってシュノーケリングに出かけ
ます。また、高校一年の時は、初めて甲子園の土
を踏みました。ベストエイトまで進みました。秋は
紅葉狩り、冬はスキー、春はテニスなど、休み
の日はほとんど家にはいません。いまだに青春
ど真ん中です。

　弊社は川崎市川崎区で1965年創業です。
私の生まれた年に父が会社組織にして、活版印刷
→オフセット印刷→フォーム印刷→カラー印刷と
業態を変えて生き残ってきました。これからどう
生き残っていくか模索中です。今はお客様や業者
との信頼関係を壊さないよう従業員と共に生
き残っていきたいと思います。

　(株)ジュエル印刷は昭和41年創業の55年目に
なります。組合活動は、平成4年から理事に選ばれて
から約30年間役員を務めさせていただいています。
総務関係委員会の委員長を18年間務めさせていただ
き、三代の理事長(故　矢川邦夫氏・川上彰久氏・
杉山昌行氏)に仕えさせていただきました。

休みの日はほとんどゴルフ場にいま
す。子供が手を離れた６年前に父から会

員を譲り受けメンバーとしてのゴルフライフ
に満足しています。ただ最近ではコロナで海外

遠征ができず、去年はシドニー今年はシアトルと
相次いで中止を余儀なくされてしまいました。来
年こそは行きたいと思っています。予定は８月に
サンフランシスコ。

OFF

結婚を機に印刷業に携わり27年になります。先
代から引き継いだ弊社は３年前に50周年を迎えま

した。不況な中ではありますが、新しいことを取り入
れながら「ピンチはチャンス」と捉え日々前向きに精進
しています。お客様目線に立ち、満足していただける
商品作りを心掛けています。支部長は６年目になりま
すが、同支部の皆さんのご意見やお知恵を借りなが
ら楽しく組合活動をさせていただいております。

　オフの楽しみは、子どもの頃から今
もずっと続けているサッカーです。自分自
身が所属している社会人サッカーチームの活
動の他に、地元の子ども達が集まる少年サッカー
チームの代表も務めています。週末にグランド
でボールを蹴り大きな声を出すとストレス解
消にも…。コロナ禍で思うように活動でき
ないこともありますが、体が動く限り、あ
の爺さんすごい！と言われるまでボール

を蹴り続けていこうと
思っています。

ON　オフは土日に３kmのランニングをす
ることです。お腹が出てきたのがきっかけ
でもう5年になりますが、少しサボると次
に走る時は呼吸が苦しくて、途中で歩い
てしまうことがよくあります。30分ぐら
いウロウロしている感じですね。

コロナ禍で売り上げがなかなか元に戻りません。
そんな時、製本課の人員が減ったので私のオンは、
製本に入って断裁や折りをすることです。二つ折り
と三つ折りしかできませんが奮闘中です。

O OFFN
支 部 長 編

to
と

待ってろよ～

サンフランシ
スコ～

望 月  幹 仁 さん
川崎支部　支部長

株式会社大和

高 橋  里 司 さん
横浜横須賀支部　支部長

株式会社シーケン

井 上　 卓 さん
横浜北支部　支部長

善友印刷株式会社

横浜中央支部　支部長

能 條  三 夫 さん
株式会社ジュエル印刷



組合員のネットワークを活用しよう！

▶ 弊社の業務内容
　2001年に創立し、グラフィッ
クデザイン（印刷物データ制
作、提案含む）／ウェブ制作・　UI（ユーザーイン
ターフェイス）デザイン／デジタルサイネージ（動
画、静止画）制作／ SI（システムインテグレーショ
ン＝IT機器・システムの導入や管理）事業／小規模
オフィスPC保守管理を業務としています。新しい
試みとして昨年よりドローンによる撮影や点検業務
をスタートしました。コロナ禍でテレワークやリ
モートに関するご相談や設置依頼、ウェブサイトの

見直し（＝お問い合わせ画面や、リクルート募集の
強化）が増え、この面の更なる強化に取り組んでい
ます。
▶ 仕事をする上で意識している事
　優れた商品（デザイン・システム）は当然大切な
のですが、お客様の立場にたった「愛」のあるビジ
ネスを常に考えています。
▶ 組合への一言
　現在、人を集める「会合」が思うようにいかない
中いろいろな工夫をありがとうございます。この状
況を逆手に取ってリモートによる勉強会や新規事業
の参考になるような説明会を行っていただけるとあ
りがたいです。リモートですと移動時間が無い分、
意外に参加しやすいのです。
　今後ともよろしくお願いいたします。

OFF

ON

11｜神奈川印刷ニュースvol.217 組合員さんいらっしゃい！｜10

私のOFFは、家族と動いている
時（釣り・サーフィン・プチ旅行・キャ

ンプ・昆虫採集・ウィンドウショッピ
ング）。休みの日に家でゴロゴロしてい
ると月曜日から体が動かない。季節ご
とにやる事は違いますが動いているこ
とが好きです。

ON

OFF

スーパーカ
ブ

最高です！
　小学生の頃から旅行好きで、いわゆる乗り
鉄でした。学生の頃、旅のスタイルが鉄道から
バイクになり、今では根っからのバイク好き。近
頃巷ではホンダのスーパーカブがブームになって
おり私もブームに乗じて楽しんでいます。
県内だけでなく山梨、長野、高山などへもツーリ
ングに出かけました。高速道路は使えない、ス
ピードも出せませんが、燃費は35㎞/L、身体
にも環境にも優しいバイクです。コロナが落ち
着いたら能登の千里浜を走ってみたいと思っ
ているこの頃です。 弊社は1970年写植屋として先代が横浜市瀬

谷区で創業しました。印刷組合の中には写植で仕
事のお手伝いをさせて頂いた会社様もあるかと存じ

ます。私が入社した1997年頃は、業界自体が写植から
DTPに変革している最中であり、弊社も写植屋から印刷
会社へとシフトしていた事もあってご挨拶もままならない
状況でした。この場をお借りして御礼申し上げます。
印刷会社としては後発でありますが湘北支部の方々に
とても良くして頂き、何とか操業を継続しております。

O OFFN
支 部 長 編

to
と

株式会社アドタック

湘北支部　支部長

蒔 田  亮 一 さん

▶ 弊社の業務内容
　弊社はウェブ・クリエイティ
ブ・プロモーションに特化し
たお客様と共に歩む広告のコンサルタント会社を目
指しています。全員がデザイナー出身のクリエイ
ター集団として制作よりもお客様の成果を意識して
います。お客様の思いに寄り添いながらマーケティ
ング・戦略・クリエイティブの3つの強みを活かし
てお客様の成果につなげる。お客様が成長する事で
弊社も成長する。下請けでなくパートナーとしてお
客様のサービスや商品、店舗の開発フェーズ（源流）
からご相談を頂けることが多いので営業せず、価格

競争せず、弊社主導の提案型のスタイルでお客様の
思いを輝かせるお手伝いをしています。
▶ 仕事をする上で意識している事
～ 地域に愛される会社になるために ～
　クリエイティブな世界に憧れ、デザイナーを志し、
弊社を創業したのは2001年。広告業界に知り合い
もいない、情報交換をする場もない、仕事もない、
活躍するステージすらありませんでした。そんな弊
社が21期目を迎えることができたのは多くの「出
会い」があったからだと思います。 会社の仲間、パー
トナー、クライアント、そして多くの友人たち。「出
会い」は「未来」を変える。本気でそう信じています。 
▶ 組合への一言
　ご縁をいただき神奈川県印刷工業組合に入会させ
て頂きました。また新たな「出会い」が生まれるこ
とを楽しみにしています。

　「組合員拡大特別委員会」では、皆様と交流が持てない中、近年
入会していただいた新組合員を紹介していきます。
　今や印刷はデジタル化が一気に進行し、クライアントの印刷発
注先にテレビCMを多量に流すネット印刷が主流になりつつあり
ますし、オンデマンド印刷機の導入も数多く見られます。このよう
な時代に対応するには、多くの知恵を集結し、組合員のネットワー
クを活用していただきたいと思います。それが印刷組合の存在意味
でもあります。
　今回紹介するこの２社は、印刷機械を持たない会社ではありま
すが、印刷業界を非常にリスペクトしていただき、お互いに学ぶ
べき事がたくさんあると思います。

組合員拡大特別委員会  委員長  上原　健一

株式会社メディアライン
代表取締役社長 石澤 勝（48歳）

有限会社シンク
代表取締役 白石 直樹（52歳）

01／／／

02／／／

　湘南支部と小田原支部が合併して湘南小田原支部長になり
２年と５ヶ月が経ちました。合併後８ヶ月目で何が何だか分から
ない新型コロナウイルスが現れ緊急事態宣言が発出され役員会
もイベントもすべて中止。支部長として合併後どの様に役員会や親
睦会を行えば二つの支部員の交流がスムーズにいくのかを色々と
考えてきましたが、現在感染者が爆発的に増えている状況です
がワクチン接種が70～80％達成すれば少しは希望が出てく
ると信じています。年明け賀詞交歓会頃には組合員の皆様
にお会いできるのを楽しみにしております。ガンバロー湘
南小田原支部、頑張って日本国。

ファイトー
!

オー！

湘南小田原支部　支部長

小 野　 聡 さん
有限会社湘南グッド

組合員さん
いらっしゃい！

組合員拡大特別委員会 広報委員会

横浜横須賀支部

横浜横須賀支部
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編 集 後 記

（全）全日本印刷工業組合連合会 (全印工連 )
（関）関東甲信越静地区印刷協議会 (関ブロ )
（中）神奈川県中小企業団体中央会 (中央会 )WEB会議　　  書面総会W 書

W

W

W

令和３年９月24日現在  163社

■ 湘北支部 ㈲片野印刷

■ 湘南小田原支部 ㈱トーカイ

脱 退
■ 川崎支部
 ㈱共栄堂　〒212－0055 川崎市幸区南加瀬５－10－８
 ※電話・ＦＡＸ番号は、変わりません

住所変更

■ 横浜横須賀支部
 共進印刷㈱　代表取締役　野村一郎

代表者変更
リニューアル第2弾いかがでしたか?昨年からの

コロナの影響で毎回、記事収集に四苦八苦してい
る状況であり、最悪の場合を想定して奥の手は用
意しては有るのですが…
ですので、各支部の役員の皆さま組合員の皆さ

ま方のご協力が必要不可欠な状態で有ります。上
記の【広報委員会よりお願い】に記載されておりま
すが再度、重ねてお願い申し上げます。
『これからの広報委員会は、色々な方々にお声が
けを行って行きます。声を掛けられました際には、
どうぞ気持ち良くお引き受け頂けると幸いです。』
又自ら、広報委員会に是非参加したいと言う思い
が有る方がおられましたら大歓迎致します。事務局
までTEL、FAX、E-mailなどで「参加の意思有り」
をお伝え頂ければ大変うれしく思います。
今号も色々な方々より入稿、写真の提供を頂き

ました。誠に感謝致すとともに御協力ありがとうご
ざいます。
ところがその中で、委員会一同『ハーッ』と言う

一枚の写真が有り、初校の時点では記載致して有
りましたが、広報委員会で色々な角度から検討、
検証、意見を鑑み、この写真は、委員会規則に抵
触し倫理違反と判断が下されあえなく撃沈致しま
した。大先輩のハレンチな写真を掲載できず、後
輩として力不足を痛感致しました。その写真をご覧
になりたい方はご本人に直接連絡をして頂ければ
と思います。広報委員会はノータッチです。

色々この時節柄ご批判もあると思いますが、常
にリアルの広報委員会。リモートでは「編集会議」
纏まらぬ。
それでは次号をお楽しみに。次号は新年号です。

（副委員長　森島）

秋 号

くみあい日誌

vol.2　りたい!知

● 経営革新マーケティング委員会　● Happy Industry 委員会

● 総務組織委員会　● 組合員拡大特別委員会 　● 広報委員会

７月 ５日 「神奈川印刷ニュースNo.216」夏号発行

７月 ５日 （全）産業戦略デザイン室 日本印刷会館

７月 ８日 経営革新マーケティング委員会 組合会議室

７月 ８日 Happy Industry委員会 組合会議室

７月 15日 三役会 組合会議室

７月21日 （全）常任役員会
   ホテルインターコンチネンタル東京ベイ

７月26日 立憲民主党・民権クラブ
  「予算編成に関する意見交換会」 県庁新庁舎

７月28日 （全）ＤＸ推進プロジェクトチーム

７月29日 第１回「持続可能な組合ビジョン」策定会議
   組合会議室

７月29日 理事会 組合会議室

８月 ５日 広報委員会（機関誌編集会議） 組合会議室

８月19日 第２回「持続可能な組合ビジョン」策定会議
   組合会議室

８月19日 常務理事（委員長）会 組合会議室

８月24日 （全）教育研修委員会 ㈱オピカ：杉並区

８月25日 経営革新マーケティング委員会

８月26日 広報委員会 組合会議室

９月 ８日 広報委員会（機関誌編集会議） 組合会議室

９月 ９日 三役会 組合会議室

９月13日 （全）産業戦略デザイン室 日本印刷会館

9月 16日 広報委員会（機関誌編集会議） 組合会議室

9月 16日 経営革新マーケティング委員会

９月24日 第３回「持続可能な組合ビジョン」策定会議
   組合会議室

９月24日 理事会 組合会議室

もっと事務局を

広報M：さて、事務局インタビューも第2回と
なりました。今回は女性二人に聞いて
みました。
オフの気分転換はどうしていますか？

掛　川：家でゆっくりするのが至福の時間♥
有　海：今は出来ないですが、友人と買い物

や食事をすることです。
広報M：組合員さんへ一言お願いします。
掛　川：コロナ禍で大変だと思います。いっしょ

に頑張りましょう！
有　海：組合員さんのことをもっと良く知って、

お役に立ちたい。

広報M：お二人とも良く考えて返答頂き、真面
目な方 と々いう印象を受けました。
今後とも組合のために尽力して頂きた
いと思います。

　「KIN（神奈川印刷ニュース）」では、記事の提供をお願いしています。そ
の際は面白がって記事にご協力頂けると幸いです。
　皆さんと共にこの「KIN」をより良い広報誌へ育てて行きたいと思います！
また、ホームページも内容の充実に努めています。乞うご期待！

広報委員会より
お願い！

掛川 公美子さん 有海 美雪さん

KINはMUDに配慮した編集を心がけています。



未来へバトンをつなぐマガジン

神奈川県印刷工業組合

神奈川印刷ニュース

秋号
2021 No.217

「KIN」親族・親類・同類の人って意味があるらしい。
印刷業界もっと結束しようよ！
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Happy Industry

KIN 公式キャラクター

Kちゃん I ちゃん Nちゃん

cover photo  吾妻印刷株式会社

巻 頭 言 ｜ 「ただちに命を守る行動をとってください！」  
　　　　　　神奈川県印刷工業組合  大川副理事長

報　　告 ｜ 関東甲信越静地区印刷協議会報告
連載企画 ｜ 持続可能な企業になるために 
   いまこそ学びたい「事業計画に使える“CSR”」
                     「ON to OFF」 支部長編特別企画   

代理店 代理店

株式会社 グリット

〒162-0818 東京都新宿区築地町４ 神楽坂テクノス２階 TEL : 03-4500-8480 
弊社は㈱野毛印刷社の子会社です。
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