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北海道印刷工業組合札幌支部
平成28年度８月定例役員会報告

［日時］平成28年８月24日水 11：00～　［会場］エイト会館

■出席者：岸支部長、矢吹副支部長、西山副支部長、前田副支部長、岡部委員長、五十嵐（事務局）
■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／矢吹委員長

「くみたて～る」について。

８月22日㈪に札幌市内の私立幼稚園・認定こども園

136か所（園児数2,5000名）に配布。

８月25日に豊平区にある認定こども園まなびに訪問

し、園児に配る様子等を取材した。

また、８月26日の北海道新聞朝刊に記事が掲載され

る。

冊子の中にはコンテストなども盛り込んであるので反

応をみて今後専用のＨＰも開設する。

第２弾は12月初旬発行予定で９月の説明会を開催す

る。

また、９月の「印刷の月」は「くみたて～る」の中に同封

してあるモエレ芸術花火2016の「ゆめはなび」という

企画とタイアップ。

園児に花火のデザインを書いて応募してもらい入賞し

た作品は東急百貨店に掲載される。

（９月29日～10月12日）　　

　

・環境・労務委員会／大和委員長

・・・なし

・組織・共済委員会／前田委員長

今後の行事予定の確認。

・教育・研修委員会／西山委員長

11月19日㈯　ＭＵＤ３級検定実施

（リコージャパン㈱とタイアップ）

・青年部委員会／岡部委員長

８月20日㈯　全青協正副議長会議開催。

９月～全国ブロック協議会が始まる。

また、10月の文化典の２次会を青年部主催で開催予

定。

2.月次決算報告／五十嵐

財務状況報告。

3.その他

①９月２日、３日開催のＨＯＰＥの件

各セミナーの申し込み状況、当日の流れ等について

②「プリンティング札幌９月号」の件

③平成28年度札幌市優良工場等表彰推薦について

８月22日札幌市役所に書類提出。

札幌支部より優良工場１社、優良従業員１名推薦。

次回予定：９月14日　13時半より開催
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くみたて〜る事業の報告

経営・マーケティング委員会の収益事業としてスタートした札幌市の私立幼稚園にペーパー

クラフトやぬりえの冊子を無料配布する企画『くみたて～る』が８月22日に創刊号を配布いたし

ました。

どれだけの広告効果があるかわからない中、13社の広告協賛を頂き無事札幌市内136件の

幼稚園、認定こども園、約25,000人の園児達の手に渡りました。

加藤　景（幡本印刷）事業推進室長と共に手探りで進めてきましたが、幼稚園児達には非常に

喜んで頂き、８月26日の北海道新聞にも掲載されました。

組合事務局にも問い合わせが多数あり、現在増刷を検討中です。

また、くみたて～る内のキャラクター名募集企画にもすでに多数の応募が来ていて反響の大

きさに驚いています。

順調なスタートを切れた事、ご協力いただきました皆様、本当にありがとうございました。

第２号は12月12日の配布を予定しております。

そこで第２回くみたて～る説明会を９月27日に開催致します。実績も出来たので非常に紹介

しやすい広告商品となりました。是非この『くみたて～る』を使って自社の売上に結び付けて下さ

い。

※説明会詳細は別紙参照

経営革新・マーケティング事業委員会より
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環境・労務事業委員会より
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教育・研修事業委員会より

ＭＵＤ教育検定３級受検のご案内

NPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会は、北海道で２回目の「MUD教育検定３級」
を開催します。

ひとり一人が主体的に判断し、行動する成熟した社会を創造するためには、情報が公平に入
手できる環境を整える必要です。

しかしながら現実的には、必要な情報が公平に伝わっているとは言えない状況にあります。
隅 ま々で情報が行き渡り、その内容を多くの人が読んで理解できるようにするためにはメディ

ア・ユニバーサルデザイン（以下MUD）の視点は欠かせません。
MUD教育検定は、ユニバーサルデザイン（以下UD）やMUDの基礎を正しく理解し、多くの人

が「読める」「わかる」情報を発信することが、情報を発信する側の社会的役割であることを意識
し、さらなる利便性の向上に取り組んでいくことを目的としています。

MUD教育検定３級の概要は次のとおりです。

記
日　　時：平成28年11月19日㈯

講習／10：00～15：50
試験／16：00～17：00

会　　場：TKP札幌ビジネスセンター赤れんが前
（札幌市中央区北４条西６丁目 毎日会館　電話011-600-2615）

科　　目：色覚、文字組版の２科目
受 検 料：一般16,200円／学生5,400円
受検資格：制限なし
詳細・お申し込み：NPO法人メディア・ユニバーサルデザイン協会

http://www.media-ud.org

MUD教育検定３級の内容
・色覚編

１．UD概論
①UDとは何か　②UDの７原則　③バリアフリーとUD

２．MUD総論
①MUDとはなにか　②MUDの対象（者）

３．MUD各論
①色の見え方　②MUD製品の作り方　③MUDチェックリスト
④MUD検定を受けるにあたって

・文字組版
１．文字の設計と書体特性

①文字の設計　②書体特性
２．文字組版

①文字組版　②文字サイズ　③文字と行送り　④約物　⑤禁則処理　⑥和欧混植
３．UD文字組版をサポートするフォント

①UDフォント　②コンデンスフォント
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教育・研修事業委員会より

平成28年度ＤＴＰ技能検定のご案内

第２回くみたて〜る説明会のご案内

厚生労働省の技能検定製版職種「DTP作業」は、試験内容と実際の業務との乖離が大きかっ
たため、平成26年度と同27年度の２年間、開催を休止していましたが、このたび、全日本印刷工
業組合連合会が中心となり、試験内容の検討・見直しを行い、新たな検定試験に刷新が行われ
ました。

この新たな検定内容で、今年度（平成28年度）後期に、製版職種「DTP作業」の技能検定が実
施されます。

DTP作業従事者の皆さまへの教育の一環として活用でき、スキルアップにつながります。
平成28年度後期に実施される製版職種「DTP作業」の主な内容は次のとおりです。

【平成28年度後期技能検定製版職種「DTP作業」】
受検申請受付：平成28年10月３日㈪～14日㈮
実技試験日程：平成29年１月28日㈯
実技試験会場：北海道立札幌高等技術専門学院（札幌市東区北27条東16丁目）
学科試験日程：平成29年２月５日㈰
学科試験会場：札幌市・旭川市・函館市・滝川市・北見市・室蘭市・帯広市・釧路市の

指定する会場
実技試験内容：DTPアプリケーションを使用し、提示された指定書により、支給された

課題データを組版・編集し、カラープリンターにより出力する。
受検区分：１級および２級
受検手数料：実技17,900円／学科3,100円
受検申請先：北海道職業能力開発協会または各地方職業能力開発協会
お問い合わせ先：北海道職業能力開発協会または各地方職業能力開発協会

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当組合事業推進に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、プリンティング札幌でご紹介している経営革新・マーケティング委員会の収益事業である

「くみたて～る」の説明会を開催いたします。
ご多用中誠に恐縮に存じますがご出席下さいますようご案内申し上げます。
出席者のお名前を９月23日までＦＡＸ011-512-4289（ホクラミ）でご返信ください。

敬　具

・日　時　　　９月27日（火曜日）　１４：３０～
・会　場　　　豊水会館　会議室
・住　所　　　札幌市中央区南８条西２丁目５番地（TEL011-511-0655）

経営革新・マーケティング事業委員会より
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青年部事業委員会より

第22回北海道青年印刷人フォーラム
平成28年度全国青年印刷人協議会
北海道ブロック協議会の開催のご案内

向暑の候、皆様におかれましては益 ご々健勝のこととお喜び申し上げます。平素より全青協なら
びに青年部事業委員会の運営に格別のご理解ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、下記のとおり第22回北海道青年印刷人フォーラム並びに平成28年度全国青年印刷人
協議会北海道ブロック協議会を開催致したく存じます。ご多忙のおり誠に恐縮とは存じますが、
是非ご出席いただきますようお願い申し上げます。

今期の事業推進テーマは「未知の創造」です。これからの印刷産業は印刷の概念にとらわれ
ず、今までに無い新しい産業の枠組みを創造する事が重要である。つまり成果物を納める事を
目標とせず、顧客の真の要望を実現させ信頼関係を更に深く築く事により、「製造業から情報価
値創造産業への転換」が企業存続への道と考える。その為には印刷産業以外との組み合わせか
ら新しい「知」を創造するイノベーションが必要である。と定義します。

今回はセミナーをはじめ、事例紹介、ワークショップなどを予定しています。是非、ご参加くださ
い。

記
１．開催日時　　　平成28年９月24日㈯

会　議　13：00～17：00　※受付12：30より
懇親会　18：00～

２．開催場所　　　道特会館　６階　中会議室
〒060-0002
札幌市中央区北２条西２丁目26番　仲通東向き
TEL 011-251- 8506

３．プログラム　　　議長挨拶　　　　　　　  全青協議長　　惠　　勇人
チームビルディング体験　   全青協副議長　岡部　信吾

「未知の創造」セミナー　　 全青協副議長　飯尾　　賢
ワークショップ　　　　　  全青協副議長　岡部　信吾

４．会　　費　　　会議費　2,000円　　懇親会費　6,000円（予定）
※会費は当日ご持参下さい。

５．お問い合わせ　　　北海道印刷工業組合事務局
TEL：011-562-6070  FAX：011-562-6072
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組合事務所移転のご案内

拝啓　時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は、当組合運営に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、このたび、当組合事務所は、下記に移転することになりました。
移転にともない、ご不便・ご迷惑をお掛けすることもあると思いますが、何卒、ご寛容賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。
敬　具　

記
・新　住　所　　〒062-0003

札幌市豊平区美園３条５丁目１番15号　原ビル４階
・新電話番号　　011-867-9305
・新FAX番号　　011-867-9306

※９月20日より開通します。
・移　転　日　　平成28年９月20日㈫
・交 通 案 内　　○北海道中央バス「美園３条４丁目」停留所 徒歩約１分

○地下鉄東豊線「美園駅」 徒歩約10分
○組合員・お客様用に３台分の駐車場を用意しています。 

［駐車場ご案内］
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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

編集後記
リオオリンピック、全国高校野球選手権大会ではたくさんの感動をもらいました！
札幌支部の９月最大のイベントと言えば・・・・「事務所移転」ですかね？
近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りくださいませ！スターバックスのカフェモカでも飲みながら

おしゃべりしましょう！！
札幌支部　事務局　五十嵐
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