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北海道印刷工業組合札幌支部
平成27年度１月定例役員会報告

［日時］平成28年１月25日月 13：30～　［会場］エイト会館

■出席者：岸支部長、大和副支部長、山副支部長、矢吹副支部長、岡部委員長、五十嵐

■議事録担当：五十嵐　　　　　　　　　　　■議事進行：岸

1.委員会報告／各委員長

・経営革新･マーケティング委員会／加藤委員長

　……欠席

・環境・労務委員会／大和委員長

……労働安全衛生法改正についてプリンティング札

幌で再度周知徹底する。マイナンバーのセミナー

の開催検討

・組織・共済委員会／山委員長

……第29回親睦ボウリング大会結果報告。２月札幌

支部例会について

・教育・研修委員会／矢吹委員長

……教育・研修委員会メンバー４社で月に１度委員会

開催。意見交換等を行っている。

・青年部委員会／岡部委員長

……２月５日㈮全青協正副議長会議、２月６日㈯プリ

ントネクスト開催

・月次決算報告／五十嵐

……賦課金の未収金、賛助会員加入、組合員脱退につ

いて

2.その他

①次期支部長推薦特別委員会について

　平成28年１月20日㈬　10：00～　エイト会館

　副支部長４名、委員長１名で開催。

②「プリンティング札幌２月号」の件

③来年度の札幌支部役員組織について

④平成29年北海道情報印刷文化典旭川大会分担金徴

収方法について

⑤２月以降の役員会等日程について

札幌支部２月例会 …… ２月12日㈮　18：00～

　　　　　　　　　　 札幌東急REIホテル

　２月定例役員会……２月22日㈪　10：30～

　３月定例役員会……３月23日㈬　13：30～　

　平成27年度分監査……4月7日㈬　13：30～

　４月定例役員会……４月７日㈬　13：30～

　平成28年度札幌支部通常総会……

　　４月22日㈮　16：00～　ガーデンシティ札幌
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「グリーンプリンティング工場認定第39回認定募集」の
ご　案　内

（２月中旬募集締切）

一般社団法人日本印刷産業連合会は、印刷業界の環境自主基準である「日印産連『各種印刷サー

ビス』グリーン基準」に準拠した「グリーンプリンティング工場認定」を行っています。

グリーンプリンティング認定工場は、日印産連グリーン基準（工程および事業者の取り組み）を達

成した工場に対し客観的評価による認定を行い、環境優良工場としてクライアントなど社会に対し、

幅広くアピールすることができます。

現在、第 39 回の認定募集を行っています。

詳細は、下記ホームページ（全印工連）をご覧ください。

◆ http://www.aj-pia.or.jp/pdf/GP39_info.pdf

「事業者向け省エネ・温暖化対策関連補助金及び電力自由化説明会」の
ご　案　内

「第31回北海道情報･印刷文化典 旭川大会」の
ご案内（予定）

経済産業省北海道経済産業局は、環境省北海道地方環境事務所及び道内の商工会議所と連携
し、省エネルギー・地球温暖化対策に係る設備導入補助金や、平成 28 年 4 月からスタートする電
力小売自由化について紹介する「事業者向け省エネ・温暖化対策関連補助金及び電力自由化説明会」
が開催されます。

企業の競争力強化や経営合理化、さらには環境経営を実践する観点から、工場や事業所における
省エネ・省 CO2 設備への入替えやエネルギーの調達先の検討など、創意工夫により経営環境を見
直すことがますます重要になっています。

本説明会では、省エネルギーや地球温暖化対策につながる設備導入を支援する補助金制度を紹
介するほか、今年 4 月からスタートする、電力小売自由化（事業者向け）についても紹介します。

【札幌会場】
◆ 日　　　時：平成28年2月29日㈪　14：00 ～16：00
◆ 会　　　場：ホテル札幌ガーデンパレス（札幌市中央区北1条西6丁目）
◆ 詳細は、下記ホームページ（道経産局）をご覧ください。
◆ http://www.hkd.meti.go.jp/hokne/20160115/index.htm

◆ 日　　　時：平成29年7月8日㈯
◆ ゴルフ大会：７月８日㈯　午前７時より
◆ 会　　　場：旭川グランドホテル（旭川市６条通９丁目）
◆ 式　　　典：午後３時より午後４時
◆ 記 念 講 演：午後４時15分より午後５時45分
◆ 記念パーティ：午後６時より
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北海道の新印刷産業展・HOPE ロゴマークが決定
「行動を導く情報の形」をイメージ

HOPE 実行委員会（北海道印刷工業組合ほか／板倉清大会会長、岸昌洋実行委員長）は、今年か

ら装いを新たに開催する印刷関連の産業展「HOKKAIDO PRINT EXPO」（通称：HOPE）のロゴ

マークを決定した。１月28 日、HOPE 実行委員会による厳正な審査が行われ、決定された。

採用作品は、プリントハウス株式会社の三浦康博氏が応募した北海道のシルエットをオブジェクト

で表現した作品で、縦位置と横位置の２パターンあり、用途により使い分けができるようにしている。

HOPE2016 は９月２日、３日の両日、札幌市白石区のアクセスサッポロで開催される。主催の

HOPE 実行委員会は北海道印刷工業組合、北海道グラフィックコミュニケーションズ工業組合、北

海道製本工 hope2 業組合、北海道フォーム印刷工業会、北海道紙器段ボール箱工業組合で構成さ

れる。

〔作品の趣旨〕
北海道のシルエットをオブジェクトで表現した。オブジェクトを構成している三角形は「情報」をイ

メージし、情報のつながりにより北海道を表現している。三角形は方向を示す際の表示や、再生・早

送り・巻き戻し、昇降、ボリュームの上げ下げなど、様々な「行動を導く情報の形」と考え、HOPE が

今後の北海道の発展において、大きな道標なる事を願いこのロゴマーク作成。

文字ロゴの「O」を北海道シルエット内の大地をイメージする青系の色にし、右肩の円を重ねる事で

「一歩先を行く」、「右肩上がり」などの見る方にプラスの印象与えるよう工夫をしている。

基本書体は、視認性が高くモダンな「Gill Sans」。数字は読みやすさを重視し「Futura」を使用し

た。

また、カラーを印刷の基本色であるプロセスカラーを柔らかい４色で表現。CMYK の原色で表現

すると強すぎる印象を受けるのであえて淡い色にし、世代の幅を広く、多くの人に馴染みをもってもら

えるようにしている。
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環境・労務委員会より
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第29回親睦ボウリング大会が１月20日㈬午後６時よりゲオディノスボウルで15名

（男子11名、女子４名）の参加で開催されました。組織・共済事業委員からのルール説

明終了後、５分間の練習をし、去年の優勝者、楡印刷㈱　尾崎征史さんの始球式のあ

と、競技開始となりました。

競技が始まると、ストライクやスペアを出してガッツポーズをしている人、ガーター

に落ちてがっかりしている人達の歓声で楽しい大会となりました。競技が終わり、スコア

集計後、山副支部長の挨拶、そして表彰式が始まりました。

男子の部は、尾崎征史さん（楡印刷）が303のトータルスコアで昨年に引き続き優

勝、女子の部も、清水麻美さん（岩橋印刷）が283のトータルスコアで昨年に引き続き

優勝されました。各賞が発表されるたびに大きな歓声が上がり、参加者全員が嬉しそう

に賞品を受け取っていました。

年々大会参加者が減ってきていますが、組合の目的でもある親睦ボウリング大会は

続けていきたいと思います。この大会を準備された担当役員の方や、参加された皆様

のお陰で今年も楽しいボウリング大会が出来ました事を感謝申し上げます。

第29回 親睦ボウリング大会を終えて第29回 親睦ボウリング大会を終えて第29回 親睦ボウリング大会を終えて



15FEB, 2016

第29回 親睦ボウリング大会

★ 男子の部

＜男子の部：優勝＞ 尾崎征史さん ＜女子の部：優勝＞ 清水麻美さん

＜１月20日㈬ ディノスボウル ─ 18時開始＞

トータルスコア会　社　名氏　　　名順　位

成 績 表

★
★
★
★
★
★
★

優　勝
準優勝
３　位
４　位
５　位
ＢＢ賞
ＢＭ賞

トータルスコア会　社　名氏　　　名順　位

優　勝
準優勝
３　位
４　位

★ 女子の部 

（敬称略）

尾　崎　征　史
濱　　　恵　介
石　川　勝　治
横　井　信　治

西　山　　　真

小　林　和　豊

辻　尾　宏　一

清　水　麻　美
川　上　智恵子
仲　倉　万　奈
深　川　順　子

岩橋印刷

楡 印 刷

北診印刷

岩橋印刷

283
234
176
117

楡 印 刷

北診印刷

大輝印刷

北診印刷

大輝印刷

岩橋印刷

北診印刷

303
299
282
270
264
225
183
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北海道印刷工業組合札幌支部　メールアドレス登録のお願い

編集後記
2016 年になってもう１ヵ月が経ちまし

た。豆まき、雪まつりと冬のイベントも目白

押しです！札幌支部でも恒例の「札幌支部

例会」が開催されます。素晴らしい会になる

ことを願っております。

札幌支部　事務局　五十嵐

札幌支部では、組合員企業に有益な情報を配信するために本誌、「プリンティング札幌」の誌面やファク
シミリ等で研修会のご案内、事業のお知らせ等 を行っておりますが、有益な情報をより即時にご提供する
ために貴社のメールアドレスのご登録をいただきたくお願い申し上げます。

何卒、主旨をご理解いただきまして、ご多忙中のところ誠に恐縮ですが別紙の申込用紙に必要事項をご
記入いただき、メールもしくはＦＡＸにて組合事務局までご返信くださいますようお願い申し上げます。

北海道印刷工業組合 札幌支部

バナー広告の掲載のお願い
会社のホームページに北海道印刷工業組合札

幌支部のバナー広告掲載のご協力をお願いいた
します。

バナーは、当組合ホームページよりコピーを
お願いいたします。

[ホームページアドレス]

http://sapporo.print.or.jp/
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札幌市北区北7条西2-8-1 札幌北ビル
TEL： 011-700-5505　FAX： 011-700-5532

リコージャパン株式会社

ビジネスを変革する
この表現力
ホワイトやクリア印刷を可能に


