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北海道印刷工業組合札幌支部
平成27年度２月定例役員会報告

［日時］平成28年２月22日月 10：30～　［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

……2015年12月から義務化されている厚生労働省

のストレスチェック制度について。

　　プリンティング札幌で周知徹底する。

・組織・共済委員会／山委員長

……２月札幌支部合同例会報告。47社60名参加。

（札幌支部24社、賛助会員３社、関連業20社）

来年度は平成29年２月17日㈮ 開催予定。

・教育・研修委員会／矢吹委員長

……経営革新・マーケティング委員会と共同で進めて

いる「くみたてーる事業」についての経過報告。

詳細についてはプリンティング札幌４月号掲載を

予定している。

・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2016報告

２月７日㈰ 全青協全国協議会（岡部委員長、齊

藤副委員長、板倉委員）

・月次決算報告／五十嵐

……賦課金の未収金、組合員脱退、「平成29年北海道

情報・印刷文化典旭川大会」分担金について

2.その他

①「プリンティング札幌３月号」の件

②来年度の札幌支部役員組織について

教育・研修委員会がプリンティング札幌を主管する、

経営革新・マーケティング委員会、組織・共済委員会

（財務）、労務・環境委員会、青年部委員会

③３月以降の役員会等日程について

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㈬　11：30～

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

平成28年度札幌支部全体会議

　 …… ５月開催予定（委員長及び各委員）

④平成32年北海道情報・印刷文化典開催支部について

（組合創立80周年）
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北海道印刷工業組合札幌支部合同例会報告

平成 28 年の札幌支部合同例会が札幌東急ＲＥＩホテルにて60 名の参加で開催されました。

札幌支部の４分区制が廃止になってから初めての開催ですが、この会の主旨である「組合員及び関

連業の方 と々の情報交換、親睦を深めること」は変わりません。今年は副支部長、組織・共済委員会

委員が中心となり行われました。

山副支部長の司会で開会し、岸支部長、ご来賓の板倉理事長、富士フイルムグローバルグラフィッ

クシステムズ㈱執行役員 東北支店・北海道支店管掌 松浦国治朗様に挨拶をしていただきました。

また岸支部長からは賛助会員３社（５社加入）の紹介もありそれぞれ一言お話をしていただきました。

今年は北海道印刷工業組合主催の北海道情報印刷産業展「ＨＯＰＥ」のロゴデザインコンペの優勝

者への賞状・記念品贈呈式も行われ、札幌支部所属、プリントハウス㈱三浦康博様が表彰されまし

た。その後、㈱サクマ、代表取締役 サクマ社長のご発声で乾杯し懇親会が始まりました。

合同例会のメインイベントでもある「ビンゴ大会」では、１位～10 位、支部長賞、など海産物を中心

とした豪華景品を用意し、また参加者全員に商品が当たるという、大盛り上がりのビンゴ大会でした。

最後に北海道印刷工業組合顧問　北陽ビジネスフォーム㈱の岡部会長の三本締めで今年の合同例

会が終了いたしました。

ご参加頂きました皆様、本当にありがとうございました。
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環境・労務委員会より
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Print Next 2016報告

去る２月６日（㈯）、業界青年団体合同イベントであるPrint Next2016 が【新しい価値創造への挑

戦！～印刷から始める、日本の新時代～】をテーマに東京の大手町サンケイプラザで 553 名の参加

にて開催されました。

最初に行われたパートナーズセッションでは、今回の PrintNext2016 に協賛していただいた企業

に登場いただき、印刷に限らず各企業が取り組まれている新たな挑戦をご紹介いただきました。

印刷業界が現状抱えている問題として、顧客・ユーザーからの期待を【課題解決】として捉えて「失

敗しない・無駄のない」ことに尽力しながらも、既存の視点・仕掛けの枠組を変えていくといった【新

しい価値創造】へのアプローチが非常に弱い事があげられ、この問題に対してパートナーの皆様が

取り組まれている先進的な内容についてお話しいただきました。

基調講演では、多摩大学大学院教授の田坂 広志氏をお招きして、「日本型経営の神髄とは何か」と

題して、これからのビジネスに立ち向かう為の知性、哲学、それぞれの使命に対する考え方、そして

人間力についてなどを熱くお話し頂きました。

田坂先生の要望で、講演中の入退室禁止・写真や動画の禁止・メモ取り禁止というルールの中で

したが、「皆様からお預かりする90 分を大切に、真剣に講演する」と気持ちのこもった大変有意義な

講演だったと思います。

その後の分科会は２部制で開催され、１部に北海道、中部、九州、２部に東北、近畿、四国と各ブ

ロックが企画した催しがなされました。

北海道ブロックの企画は、毎年石狩で行われているRISING SUN ROCK FESTIVAL を主催し

ている株式会社ウエス 小島紳次郎氏に「フォークソングから野外フェスへ」～創客に向けた価値創

造事例に学ぶ～と題し講演をいただき、ただ音楽イベントを開催するだけではなく、企業コラボも積

青年部事業委員会より
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全国青年印刷人協議会 第29回全国協議会
去る2 月7 日㈰、全国青年印刷人協議会　第 29 回全

国協議会が東京、大手町サンケイプラザにて開催されまし

た。

協議会ではまず、全国青年印刷人協議会　大木議長を

はじめ、ご来賓の全日本印刷工業組合連合会 島村会長様

よりご挨拶を頂いた後、前日に行われた PrintNext2016

より滝澤運営委員長、斎藤実行委員長より御礼の御言葉

をいただきました。

全青協ではグローカルを、「地域の資源を最大限に活用

し、日本全国や世界をマーケットと捉え、地域活性プロ

モーターとして行動する」と定義しており、２年目の今年はインバウンドに特化してブロック協議会を

行ってきましたが、この日は『グローカル』をテーマに活動できる最後の日でした。

極的に行って、マーケティングの場として活用してもらい、観客に音楽以外の価値を提供する仕組み

を作り上げたこと、また、国内・海外のイベントを訪れ、自分の目で観て体感した事をいかに自分の

地域に合う形でできるかを、妄想から始まり自らマーケティングをしながら実行に移すまでのとても

興味深いお話をしていただき、全国の参加者にも気づきやヒントを持って帰っていただけたのではな

いかと思います。

一日勉強した後の懇親会では、人数の多さの迫力と各ブロックの名産品を賞品にくじ引きで盛り上

がり、盛会のうちに終了いたしました。次回開催が決まっていませんが、もし開催されるようであれ

ば、また参加させていただければと思います。
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その総括という意味もあり、日本政府観光局 海外プロモーション部長の亀山 秀一様をお迎えし

て、「インバウンド需要拡大による地域ビジネスチャンスとは」と題して講演頂きました。地域ブランド

構築の必要性、インバウンド・アウトバウンド双方向での交流促進、各地の事例を交えながらお話し

頂きました。

当日は任期満了による議長・副議長の改選の日であり、埼玉県の㈱埼京印刷の惠 勇人氏が次期

議長として推薦され、承認されました。また地方ブロック選出の副議長においては、北海道ブロック

を除くすべてのブロックが新任の副議長に選ばれました。

次期惠体制では「コミュニケーションのど真ん中にいる私たちが、意外にコミュニケーション能力

が低い」という思いから【コミュニケーション】を勉強していくことになしました。

【グローカル】（インバウンド）では、爆買いなど現在の状況を目の当たりにしながら学ぶことができま

したが、【コミュニケーション】は範囲が広く、難しいテーマになりますが、組合員の皆様の会社により

良い形で落とし込めるように、ブロック協議会の設営や情報発信を行っていこうと思っていますので、

全青協事業へのご理解・ご協力をよろしくお願い致します。
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北海道情報・印刷文化典大会負担金について

平成29年８月開催予定の北海道情報・印刷文化典旭川大会の負担金を下記の規約に

より平成28年度４月分賦課金と合わせてご請求させて頂きます。

よろしくお願いいたします。

北海道情報・印刷文化典確認事項
１. 文化典は、３年毎に開催する。ただし、特別の事情により変更する場合は理事会

の承認を受ける。

２.  文化典開催地は、理事会で決定する。

３.  文化典費用は、全組合員の文化典負担金を充当する。

４.  文化典負担金は、３年間で組合員１社１２，０００円とする。

５. 文化典負担金は、文化典開催６ヶ月前（文化典開催月を含まない）までに、その

月末組合員数文を全額納入する。

（昭和60年５月17日　昭和60年度通常総代会決議）

（平成16年５月21日　平成16年度第１回理事会で名称変更を決議、本確認事項の

大会を文化典に文言修正）

事務局より
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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
２月１２日の合同例会にはたくさんの

方々にお集まりいただきましてありがとうご

ざいました！みなさん、楽しんでいただけま

したでしょうか？たくさんの皆さんと交流が

できとっても楽しかったです！

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


