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ご挨拶
4月18日の総会にて選出頂き、

北海道印刷工業組合札幌支部の
支部長を仰せつかりました岸と申
します。どうぞ、よろしくお願いい
たします。

私の所信として、私が考える組合
のカタチを皆様にお伝えします。

今までの組合は、その時代背景
から共助するための組織と仕組み
であったと考えます。悪く言えば
馴れ合いであり、高度経済成長下

において同質競争を繰り広げてきました。
しかし、現代の印刷産業は、今までの装置産業としての

ビジネスモデルがまったく通用しなくなりました。ですが、
我々はこれからも社会に信頼され、世の中に必要とされ、
経済活動のエンジンとして今後も事業を継続させなくては
なりません。

これからの組合の形
は、自助を促進させる
ための事業を行い時代
に即す、または先取り
することをベースに運
営しなければなりませ
ん。そして、一社単独
では変えられないこと
を組織として変革する
ための公助の役割を果
たすべきと考えます。

具体的にまずは、組織の構造をシンプルにし、なお中身
の充実を図ります。また、役員それぞれの役割と責任を明
文化し、各組合員に「 より有益」な情報がスムーズに流れ
るよう努めます。

支部長としての職責は支部を代表し支部の業務執行す
ること。そして、北海道印刷工業組合及び全日本印刷工業
組合連合会の事業を支部に落とし込み、コンセンサスをと
ることです。

副支部長の役割は、支部長を補佐し各委員会の運営及
び実行であります。これらの役割をスムーズに執行してい
くために役員会が存在します。役員会では、各委員会及び
財務（月次決算）報告と上程された各案件の審議を行い、
結果を各組合員の皆様にスピーディーにお伝えします。

各委員会の長は、副支部長に兼任してもらいます。委員
長の役割と責任は、事業計画に基づく委員会運営と委員
会内で討議及び協議を行い、役員会へ上程することです。

具体的には、5つの委員会を設置し下記の役割を担って
もらいます。
■経営革新・マーケティング事業委員会
⑴経営イノベーションの支援

① 『印刷産業経営羅針盤・実践ツール』を用いたセミ
ナーコンテンツの提供

②「勝ち残り合宿ゼミ」の開催支援

⑵ マーケティングセミナーの企画・立案（教育・研修事業
委員会と連携）

⑶収益事業の企画・立案
⑷広報事業

① 機関紙及びホームページ、メールマガジンの製作及び
発行、運用

②対外広報活動の推進
■労務・環境事業委員会
⑴GP（グリーンプリンティング）認定制度の運営協力

①GP認定制度の普及推進
⑵環境関連情報の収集・提供

① 環境セミナーの企画、開催支援（教育・研修事業委
員会と連携）

② 環境関連法令の施行・改正情報の提供
⑶ 地球温暖化対策の情報収集・提供

① カーボンオフセットの研究及び情報提供
②カーボンフットプリントの研究及び情報提供
③省エネルギー対策等の情報提供

⑷労働関係法令の施行・改正情報の提供
⑸CSR認定事業の普及・啓発の推進

①CSRセミナーの開催（教育・研修事業委員会と連携）
②CSR認定制度説明会の開催支援

■組織・共済事業委員会
⑴各種共済制度の推進
⑵組織運営

①組合員情報の管理
②組合加入促進に関する情報収集・提供

⑶組合員台帳調査の実施支援
⑷福利親睦事業の実施
⑸財務状況の確認及び検討、報告
■教育・研修事業委員会
⑴経営情報の「見える化」による収益改善の啓発

① 「“見える化”から始める収益改善」セミナーの企画
開催

②「“ゼロ”から始める見える化」セミナーの企画開催
⑵社員教育プログラムの研究
⑶制度教育事業の実施および改善・改革

①印刷営業講座・印刷営業士認定試験の実施支援
② 印刷生産技術講座・印刷生産士認定試験の実施支援
③営業士、管理印刷営業士フォローアップ教育の推進
④オフセット印刷技能検定の推進

⑷全印工連特別ライセンスプログラム事業の推進
⑸メディア・ユニバーサルデザイン活動の推進

①メディア・ユニバーサルデザインコンペの推進
②メディア・ユニバーサルデザインセミナーの実施

■青年部事業委員会
⑴全国青年印刷人協議会への派遣及び事業の推進
⑵各委員会への協力及び運営支援

以上、ご挨拶とさせていただきます。
皆様のご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

北海道印刷工業組合
札幌支部　支部長

岸　 昌 洋
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《開会の辞》
司会の斎藤副支部長が開会を宣言され、平成26年

度通常総会が開催されました。

《支部長挨拶》

昨年度は我々の業
界は大変厳しい一年
でございました。札
幌支部も大変厳しい
決算をさせて頂きま
した。皆様のところ
はいかがだったでしょ
うか。我々役員も自
分の仕事を持ちなが
ら組合の活動に努め
てまいりました。こ
の一年を今日、ご報告させていただきたいと思います。
審議のほど、よろしくお願い申し上げます。総会が終わ
りましたら懇親会の席も用意してございますので、皆さ
ん、全員参加して頂きたいと思っております。また、こ
の総会は新しい事がどんどん決まっていくと思います。
懇親会の席でその話題でもお話しいただければ幸い
と思っております。今日は宜しくお願い致します。

北海道印刷工業組合札幌支部
平成26年度通常総会

［日時］平成26年4月18日金　［会場］きょうさいサロン
北海道印刷工業組合札幌支部の平成26年度通常総会が、4月18日㈮午後4時からガーデンシティ札幌 きょうさいサロ

ンで開催されました。以下、議事内容を報告いたします。

板倉支部長　平成26年度の通常総会にあたり、平成
25年度札幌支部の概要をご報告いたします。少子高
齢化社会が進み、日本経済の縮小傾向に喘ぐ中で、日
本政府も経済対策に乗り出して来ていますが、道内景
気は依然低速が続いています。このような環境下もあ
り、札幌支部では7社の脱退会社がありました。責任
者として深くお詫び申し上げます。このような環境下
で支部全体事業として、3つの目標を掲げて進めて参り
ました。①一年間通しての加入促進運動を進めて参り
ました。今年度は一時都合により脱退された会社への
再加入への掘り起こしを進めて参りました。4月以降
1社の加入を予定しております。②支部統一について
支部の皆様方へ必要性のご理解を進めてまいりまし
た。③今年9月に開催する、3年に一度の北海道情報·
印刷文化典札幌大会について検討して参りました。今
ご報告出来るのは、開催日が9月5日、大会場所はアク
セスサッポロ、記念パーティ会場はパークホテルでござ
います。各委員会事業につきましては、前年度の計画

過半数に達しましたので本総会は成立いたしますこ
とをご報告いたします。

《議長選出》

飯村印刷株式会社
飯村社長

《定数報告》

組合員総数 50社
議決権総数 50社
出　席　数 50社（委任状19社）
有効議決権 50社
議決権に対して100%

第1号議案
平成25年度事業報告に関する件
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案通り進めて参りました。パークゴルフ大会、ボウリン
グ大会、合同分区会を通じて組合員、関連企業様方々
との親睦を図って参りました。9月の印刷の月事業とし
ては、4年間連続で中高校生に向けて薬物乱用防止パ
ンフレットを配布して参りました。各学校・機関より
副教材として高い評価を頂いております。研修事業に
つきましては、株式会社ビジネスコンサルタントの金築
俊明氏をお招きし道内印刷事業経営者セミナーを開
催し、今後の印刷業界の未来についてお話しして頂き
ました。支部への情報提供事業としてプリンティング
札幌を年12回発行して参りました。今後の大きな課
題は組合員数をどう維持し運営していくかです。この
期末で49社です。東分区6社、西分区11社、南分区11
社、北分区21社の内訳になります。組織の拡大運動は
今後のもっとも重要な課題であります。皆様方のご協
力をお願い申し上げ報告と致します。

続きまして、会議の状況をご報告させていただきま
す。定例三役会が9回、定例役員会を12回行って参り
ました。明細は以下の通りでございます。5月には東
分区分区長代理と言う事で、株式会社INSリンクの斉
藤社長が分区長を務めていたのですが、会社の都合で
脱退と言う事で、株式会社ハールの河口社長に代行を
して頂きました。6月に入りまして、先ほどから申し上げ
ております、新規組合員加入促進運動を協議してまい
りました。この時に一度脱退された組合員さんのとこ
ろにトライしてみようという議論をさせていただきまし
た。7月に入りまして、8月に行われるMUDセミナー、ク
ラウドバックアップサービスについての協議をして参り
ました。8月は、25年度優良工場推薦並びに優良従業
員推薦について討議して参りました。残念ながら優良
工場の方は該当がなく、優良従業員の方だけ推薦させ
ていただきました。これは北海道磁気印刷株式会社
の上杉さんを推薦させていただきました。またガソリ
ン共同購入についても協議させていただきました。メ
リット・デメリットについて討議しました。9月は記載

加藤委員長　先ほどもお話しがありました「印刷の月」
ということで「STOP THE DRUG」のパンフレットを
札幌市内、札幌市近郊の私立中学校、高校、19校＋6か
所・合計12,000冊配布させていただきました。ビジ
ネスセミナーという事で株式会社ビジネスコンサルタン
トの講師の方をお呼びいたしまして、イノベーションセ
ミナーということで経営革新ですとか物事の考え方な
ど、どのように考えていったらいいかということでビジ
ネスセミナーを開催し、13社30名の出席がありました。

の通りで、10月は再度新規組合員加入促進運動、ボウ
リング大会日程等について討議いたしました。11月、
26年1月10日の平成26年度新年交礼会、これは全道
から集まって頂く新年会でございますが、札幌支部の
対応について協議させて頂きました。12月はボウリン
グ大会等について、1月は先ほど申し上げました、第30
回北海道情報·印刷文化典札幌大会について、札幌支
部が主管支部になっていますので、その大会テーマを
どのように決めるか議論させて頂きました。その結果、
皆さんから広く応募して頂こうということで皆さんに通
達をさせて頂いた件でございます。2月、その結果をま
とめたのですが、残念ながら1社も応募がございません
でした。3月に入りまして、我々役員で大会テーマを決
めさせて頂いたという事でございます。さらに決算の
準備に入ったという事でございます。会議も東分区長
が三役から抜けたという事と、財務委員長も会社の都
合で抜けたということで役員自体もばたばたした状況
でございました。会議の内容は以上でございます。続
きまして各委員会報告でございますが、各委員長にお
願いしたいと思います。

《各委員会報告》

未来開発・教育啓蒙部会
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平成26年度　通常総会

佐藤委員長　
■第31回親睦ゴルフ大会

6月13日滝のカントリークラブにて16社16名で行い
ました。
■第12回パークゴルフ大会

7月6日五天山公園パークゴルフ場で行いまして参加
者は12社36名で行いました。
■第27回親睦ボウリング大会

平成26年1月22日、ゲオディノスボウルで行いまし
た。出席者は8社26名の参加で行いました。
■合同分区会

平成26年2月13日札幌東急インで行いまして、関連
企業のスピーチ、大ビンゴ大会を行いました。出席者
は組合員、関連業の方合わせて50社64名が参加いた
しました。

西山委員長　プリンティング札幌発行、年12回で448
号～459号を発行いたしました。それに合わせまして、
バックナンバーをホームページに掲載させて頂いており
ます。

大和委員長　第19回青年印刷人フォーラムを6月21日

板倉支部長　資産の部、現金が17,802円、預金が合
計6,420,887円、明細は以下の通りでございます。未
収金が144,600円、これが3月末現在です。会社の
支払い日の都合で未収金になっておりますが、今月
末にはすべて入金になる予定でございます。電話加
入権130,784円、資産合計が6,714,073円です。従
いまして差引正味財産6,714,073円となっておりま
す。貸借対照表でございます。資産の部、現金17,802
円、当座預金529,211円、普通預金848,607円、定期
預金5,043,069円、未収金144,600円、電話加入権
130,784円、合計6,714,073円。純資産の部、前受負
担金660,000円、これは北海道情報·印刷文化典の負
担金で皆様からお預かりしているものでございます。
それと、前期繰越金6,401,127円、残念ながら今期赤
字と言う事で当期損失金347,054円、合計6,714,073
円という数字になりました。定期預金が三本ございま
す。記載の通りでございます。損益計算書でございま
すけれども、予算決算対比表と重なる数字でございま
すので、それにより説明させていただきます。平成25
年度予算決算対比表です。収入の部、1.賦課金収入、
決算額9,858,300円、内訳が賦課金9,308,300円、印
刷の月賦課金550,000円です。2.入会金収入、決算
額10,000円です。3.事業収入、決算額1,963,000円
です。明細は記載の通りです。4.事業外収入、決算額
63,924円、受取利息と雑収入でございます。小計が

ペットボトルキャップ回収ということで今期は15,329
個集まりまして、重さにして35.65Kg、ワクチンで言うと
17～18人分寄付をしたということでございます。

に開催させていただきました。
PRINT NEXT 2014は約680名の登録で名古屋

で開催されたものに参加して参りました。

PR担当部会

青年部部会

組織強化部会

財務委員会・共済事業委員会

第2号議案　平成25年度
収入支出決算報告に関する件
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板倉支部長　それでは平成26年度事業計画（案）に
ついてご報告させて頂きます。今年度においても、北
海道経済及び印刷業界は、厳しい経済状況にありま
す。消費税、地球温暖化対策税、さらに資材の高騰な
どもあり経営環境の悪化の著しい状況にあります。今
年は紙代の値上げ、機械メーカーの統廃合や印刷業界
を取り巻く関連業の減少など業界の視野も徐々に狭
まり、印刷産業の社会性そのものが揺らいでいる現状
に、強い危機感を覚えます。私達を取り巻くマーケット
を理解し、何を求められているかを知ることが今後の
活路になるのではないでしょうか。組合はそのための
情報を提供する組織でありたいと思います。支部役員
組織の変更をはじめとし、支部活性化を図って参りま
す。支部全体事業として、一年通して加入促進運動と
支部一本化への具体化の準備をして参ります。さらに
9月には北海道情報·印刷文化典札幌大会が「新たに
見つけようソリューション・プロバイダーへの“道”」を
テーマに開催され、この4月より具体的に準備に入りま
す。また、委員会事業については親睦事業を中心に例
年通りパークゴルフ大会、ボウリング大会、合同分区会
等を進めて参ります。（親睦ゴルフ大会については、関
連業協議会のゴルフ大会と合流する形で参加いたしま
す）9月の印刷の月事業は社会性のある新たなものを
考えて参ります。プリンティング札幌についても情報
提供事業として12回発行して参ります。先ほど申し上
げましたが、今年は北海道情報·印刷文化典札幌大会
が9月に開催いたします。この大会に札幌支部全組合
員が参加して頂きたく参加費の一部を予算化させてい
ただきました。後ほど予算案のところでご審議を宜し
くお願い致します。伝統ある印刷組合の相互の親睦を
深めていくことが最も大事なことと考えております。今
年は役員改選期です。新役員は厳しい現実を正面か

佐々木監査　それでは監査報告を申し上げます。過
日4月3日、札幌支部におきまして、田井監査共々板倉
支部長、五十嵐事務員を交えて監査をいたしました。
ここに書いてありますが、他には銀行からの残高証明
書と五十嵐事務局員がつけてあります銀行出納簿が
しっかり合っているかも確認しております。よっていず
れも適性かつ正確に処理されている事を認め、ここに
ご報告申し上げます。

板倉支部長　剰余金処分（案）について報告申し
上げます。 期 間が 平成25年4月1日より平成26年
3月31日までで、当期未処分剰余金は、前期繰越剰
余金6,401,127円、当 期 損 失 金347,054円、合 計
6,054,073円で次期繰越金として6,054,073円。以
上を提出させていただきます。

11,895,224円、合計11,895,224円でございます。支
出の部、1.事業費、決算額2,146,848円、明細は記載の
通りです。特に出たというところはございません。倹
約した支出でございます。2.負担金、決算額5,446,700
円、北印工組の負担金と商工会議所の会費です。3.事
業間接及び一般管理費、決算額4,577,452円、詳細は
記載の通りです。0円のところもあると思います。慶弔
費は札幌支部では不幸が無かったという事で支出は0
円でございます。4.特別損失金は決算額9,500円で今
回処理させていただきました。それから5.法人税・消
費税、決算額61,778円。小計が決算額12,242,278
円、当期損失金が347,054円ですので、合計で決算額
11,895,224円でございます。

監査報告

第3号議案
剰余金処分（案）に関する件

第4号議案
平成26年度事業計画（案）に関する件
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矢吹委員長　前年の計画を引き継いだ形でピックアッ
プさせていただきます。新しく今期から行う予定のと
ころで、全印工連の推進に沿ったセミナーを開催して
いきたいと言うところと、社員教育プログラムを研究し
ていきまして、社員さんの技能検定でありますとかそう
いったものを企画開催していく予定でございます。「印
刷の月」についても、「STOP THE DRUG」冊子配
布が前年で終わっておりますので、新しい企画で進め
ていきたいと思います。あと、こちらには載っていな
いのですが、収益事業も行っていきたいと思っており
ます。

佐藤委員長　今年も第13回パークゴルフ大会を7月の
第1土曜日開催の予定をしております。ゴルフ大会は
関連業協議会の方と一緒に開催させていただきます。
第28回親睦ボウリング大会、組合員及び従業員家族
を対象にして平成27年1月に開催する予定です。合同
分区会、平成27年2月に予定をしております。

西山委員長　今年度もプリンティング札幌を年12回
発行させていただきます。それに伴いまして、B5判だっ
たものをA4判に変更し、記事を集約させていきたいと
思っております。これからも全印工連の情報などの有
益な情報を発信していきたいと思っております。

大和委員長　北印工組の青年部としての動きになるの
ですが、全国青年印刷人協議会北海道ブロック協議会、
第20回青年印刷人フォーラムの開催、メディア・ユニ
バーサルデザインコンペの実施、第28回全国青年印刷
人協議会全国協議会への議員の派遣が主になります。

板倉支部長　第5号議案、平成26年度収入支出予算
（案）に関する件でございます。収入の部、また同じよ
うに予算額のところだけ読ませていただきます。1.賦
課金収入、予算額10,124,000円。2.入会金収入、予
算額20,000円。1社10,000円でございまして、2社加
入予定をしております。3.事業収入、予算額2,120,000
円、内訳は記載の通りです。4.事業外収入、予算額0円。
5.寄付金収入、予算額0円。6.剰余金取り崩し、予算額
800,000円。これは先ほど申し上げましたが、北海道
情報·印刷文化典札幌大会の補助として1社10,000円
で50社分を予定をしております。残りの300,000円は
前年度7社脱退したということで事業間接及び一般管
理費の方での予算とさせていただきます。合計が予算
額13,064,000円です。続きまして、支出の部、1.事業
費、予算額1,940,000円。青年部の予算額100,000
円は、決算額が0円だったのですが、今後青年部の皆さ
んのご活躍を期待したいという事で予算を付けさせて
いただきました。2.負担金、予算額6,005,000円。3.事
業間接及び一般管理費、予算額5,089,000円。北海
道情報印刷文化典として500,000円予算化させてい
ただきました。4.特別雑損失、予算額0円、5.法人税・
消費税、予算額30,000円。小計、予算額13,064,000
円、合計、予算額13,064,000円となっております。

ら捉えて精一杯組合活動に取り組んでまいります。皆
様のご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

加藤副支部長　分区制度の廃止ならびに新組織に関
する件をご説明させていただきます。

平成26年度　通常総会

未来開発・教育啓蒙部会

PR担当部会

青年部部会

財務委員会

組織強化部会

第5号議案　平成26年度
収入支出予算（案）に関する件

第6号議案　分区制度の廃止ならびに
新組織に関する件
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（省略）新・旧条文別紙配布

新支部長　株式会社正文舎
　　　　　　代表取締役　岸　昌洋氏

新監査　中西印刷株式会社
　　　　　代表取締役　　　林下英二氏
　　　　株式会社北海道機関紙印刷所
　　　　　代表取締役社長　郡司　馨氏

新副支部長　幡本印刷株式会社
　　　　　　　代表取締役社長　加藤　景氏
　　　　　　株式会社ヒロミ産業
　　　　　　　専務取締役　　　大和繁樹氏
　　　　　　株式会社成瀬商会
　　　　　　　代表取締役社長　山　浩司氏
　　　　　　株式会社ホクラミ
　　　　　　　代表取締役社長　矢吹英俊氏

新理事　株式会社正文舎
　　　　　代表取締役　　　岸　昌洋氏
　　　　株式会社成瀬商会
　　　　　代表取締役社長　山　浩司氏
　　　　株式会社ホクラミ
　　　　　代表取締役社長　矢吹英俊氏

分区制度の廃止ならびに新組織への移行について
当支部は、本年4月1日の組合員数は50社です。最

盛期は130社を超える組合員が在籍し、情報交換や
討議を行うめには規模が大き過ぎたため、意思疎通を
図るためにも、東西南北の4分区制度は有効に機能し
ていました。しかし、現況は、組合員数の減少により、
分区あたりの組合員数が10社前後となり、分区例会の
出席者も数名という実態が浮き彫りになって参りまし
た。このような状況では、もはや分区制度の目的・機
能を十分に果たすことができません。印刷産業は、縮
小期に入り、情報の内容・捉え方等が企業の盛衰に大
きく影響することから、多くの人と交流を持ち、情報交
換を行うことが大変革時代を乗り切っていくためには
必要不可欠の条件になります。これらの状況、実態を
鑑みて、現在の4分区制度を廃止し、全組合員が一堂
に会し、大同団結するための組織に改めます。これま
で時間差と温度差があった、企業の勝ち残りに必要と
する的確な情報や組合事業等の告知を全組合員が同
時に共有し、スピーディに対応できるようにして参りま
す。印刷需要が減少し、多様化しているなかで、全組合
員との交流を図り、コラボレーションし、ビジネスチャン
スの拡大に繋げていけるようにして参ります。小人数
では、規模・費用等の面で開催が難しかった勉強会な
ども人が増えることによって開催が可能になって参り
ます。多くの人と交流、情報交換を行い、自分の立ち位
置を確認し、それぞれが将来展望を描ける場となるよ
うにして参ります。いつも同じメンバーでなく、多くの人
と知り合い、顔見知りになり、胸襟を開いて、盃を酌み
交わし、夢を語り合い、明日への鋭気を養える場となる
ようにして参りましょう。幾つかの可能性を挙げました
が、まだまだたくさんの希望と夢を持った組織に皆さん
で育んでいきたいと思います。新しい組織への移行は、
名称の設定・運営組織の確立等、準備期間を1年間設
け、平成27年度通常総会終結時からとします。

平成26年度　通常総会

第7号議案　規約及び委員会細則改正
（案）に関する件

第8号議案
任期満了による支部長選出に関する件

第9号議案
任期満了による監査選出に関する件

第10号議案
副支部長承認に関する件

第11号議案　任期満了による北海道
印刷工業組合理事候補者に関する件
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大会スケジュール

13：00 受　　付� アクセスサッポロ

13：30 記念式典� アクセスサッポロ

14：30

記念講演� アクセスサッポロ
テーマ

「ソリューション・プロバイダーへの深化」
講　師
全日本印刷工業組合連合会
会長　島村博之 氏

15：30 2014北海道情報・印刷産業展見学
アクセスサッポロ

17：00 会場移動

18：30 記念パーティ
札幌パークホテル

［主 催］北海道印刷工業組合
［主 管］北海道印刷工業組合札幌支部
［後 援］経済産業省北海道経済産業局・北海道・札幌市・札幌商工会議所・北海道中小企業団体中央会

北海道新聞社・朝日新聞北海道支社・毎日新聞北海道支社・読売新聞北海道支社・日本経済新聞社札幌支社
北海道放送・札幌テレビ放送・北海道文化放送・北海道テレビ放送・テレビ北海道

アクセスサッポロ

島村全印工連会長 札幌パークホテル

《テーマ》 「新たに見つけようソリューション・プロバイダーへの『道』」

第30回北海道情報·印刷文化典札幌大会

第27回北海道印刷関連業協議会
ゴルフ大会のご案内

日時
平成26年

�9月5日金
会場
■アクセスサッポロ
　札幌市白石区流通センター4丁目3-55　TEL.011-865-5811
■札幌パークホテル
　札幌市中央区南10条西3丁目　TEL.011-511-3131 

第27回北海道印刷関連業協議会ゴルフ大会が開催
される。

このゴルフ大会は、印刷関連業界のさらなる協調・
連帯・親睦の輪を広げるため開催されており、今年で
27回目となる。

開催要領は次のとおり。

日 時 平成26年7月29日㈫ 12：15スタート
コ ー ス 滝のカントリークラブ東・西コース
会 費 5,000円
プ レ イ 費 8,500円（ロッカーフィ含）
申 込 締 切 平成26年7月10㈭

申 込 先 各所属団体または北海道印刷関連業
協議会（TEL011-562-6070）
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平成26年第1回経営者研修会のご案内

Eco&Fast Printing
実践技術セミナーのご案内

～“見える化”から始める収益改善～
北海道印刷工業組合は、平成26年度第1回経営者研修会を6月27日午後1時から開催します。

厳しい価格競争に晒されている印刷業界では、「コ
スト＋利益＝売上」という図式は通用しません。

そこで求められるのが、受注一品単位の木目細かな
収益管理です。こうしたニーズを実現する手段がITを
活用した“見える化”です。

本研修会では、このような“見える化”を、いち早く
実践している東京都の大東印刷工業㈱社長の佐竹一
郎氏を講師に迎え、同社の取り組みとそこに至る経緯、
経営理念を語っていただくとともに適正競争に向けた
業界への提言を行っていただきます。

記
1. 日 時 平成26年6月27日㈮　午後1時
2. 会 場 ガーデンシティ札幌きょうさいサロン（札幌市中央区北4条西1丁目 共済ビル　電話011-252-3165）
3. テ ー マ 「“見える化”から始める収益改善」
4. 講 師 大東印刷工業株式会社　代表取締役社長　佐竹一郎 氏
5. 受 講 料 無　料
6. 定 員 100人（申込先着順で定員になり次第締め切ります）

同社は、印刷作業そのものを改善し、印刷会社
の効率化・コストダウンに貢献すべく「Eco＆Fast 
Printing活動」（印刷品質管理支援）を広く推進し、
多くのお客様から評価の声をいただいています。

そこで、同活動をさらに発展させ、印刷品質を大きく
左右する「湿し水」と、完全無処理CTPプレート「XZ-
R」にフォーカスしたEco＆Fast Printingを新たにス
タートしました。

日 時 平成26年5月14日（水）16：00

会 場
富士ゼロックス北海道 2Fセミナールーム
札幌市中央区大通西6丁目1
富士フイルム札幌ビル2F

定 員 80人

富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ株式会社は、「Eco&Fast Printing実践技術
セミナーVol.2」を開催します。

その内容を詳しく紹介する技術セミナーです。
詳細・申し込みは、同社北海道支店（TEL.011-241-

9325）まで。
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編集後記
平成26年度の札幌支部通常総会も無事終了し、いよいよ新体

制のスタートです。執行部のメンバーが一新し、気持ちも新たに
頑張ります。プリンティング札幌も5月号よりA4判になり、ちょこっ
と編集後記も掲載します。日々思っている事など綴っていきたい
と思いますので、これからもよろしくお願い致します。

なお、札幌支部のホームページアドレスとお問い合わせ用の
メールアドレスが変わりましたのでお知らせいたします。

［ホームページアドレス］ http://sapporo.print.or.jp/
［ お問い合わせ用メールアドレス］ info@sapporo.print.or.jp

ホームページでもより充実した情報をお届けいたしますので、
引き続きよろしくお願いいたします。
 札幌支部　事務局　五十嵐

▷川越製袋㈱社長に川越良氏
川越製袋株式会社（札幌市北区新川西２条１丁目３番８号）は、このたび、川越　仁社長が退任し会長となり、新し
く代表取締役社長に川越　良氏が就任した。
▷㈱ムサシ札幌支店長に菊地貴志氏

株式会社ムサシ札幌支店（札幌市北区北12条西3丁目1番15号 N12ビル）は、このたび、鈴木元久支店長が本社
へ転勤され、新しく支店長に菊地貴志氏が就任した。
▷㈱メディアテクノロジージャパン北海道営業所長に小倉学氏

株式会社メディアテクノロジージャパン北海道営業所（札幌市北区北7条西7丁目1番30号 リッチ7.7ビル）は、
このたび、遠間英生所長が東京支店へ転勤され、新しく所長に小倉学氏が就任した。

▷展文社総合印刷株式会社
今井康博 社長
〒060-0005　札幌市中央区北5条西11丁目8番地　電話011-219-8585　FAX011-219-8587
札幌支部・南分区　平成26年4月1日加入

業界動向

新組合員の紹介




