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新年おめでとうございます。年頭にあたり謹んでごあいさつ申し上げます。 

昨年は北海道日本ハムファイターズが十年ぶり三度目の日本一に輝いたほ

か、北海道コンサドーレ札幌が見事Ｊ２優勝、Ｊ１昇格を果たし、スポーツが

もたらす夢や感動をあらためて実感いたしました。一方、熊本地震や北海道へ

の度重なる台風の上陸など、災害が多発した年でもありました。こうした災害

に際し、被害の発生をいかに防ぐか、起きたことにどう対処すべきかを今一度

考えていかなければならないと強く感じたところです。 

就任二年目となった昨年は、街全体が「躍動」する年にしたいとの思いで市政

運営を進め、将来への道筋をつけてまいりました。今年は８月に札幌国際芸術

祭を開催するほか、北海道新幹線の札幌延伸を見据えた札幌駅周辺のまちづく

りや、大規模な国際会議が開催可能なＭＩＣＥ施設整備に向けた検討を進め、

市内経済を活性化する取り組みに力を入れてまいります。 

また、今年２月には、２０１７冬季アジア札幌大会を開催いたします。ぜひ

会場へ足をお運びいただき、スポーツの熱気や感動を肌で感じていただきたい

と思っています。国内外から多くの方が訪れますことから、この機会に、ウイ

ンタースポーツの拠点都市としてのブランド価値を一層高め、オリンピック・

パラリンピックの招致にもつなげてまいります。 

さて、我が国のものづくり産業は、付加価値が「もの」から「サービス」「ソリ

ューション」へ移行するなど、大きな転換期を迎えており、札幌の基幹産業で

ある印刷業を取り巻く環境も大きく変化しております。北海道印刷工業組合札

幌支部の皆様におかれましては、これまでもビジネスモデルの変革に果敢に取

り組まれていると存じておりますが、今後とも、市場の変化に対応した経営革

新を積極的に進められることを心からご期待申し上げます。

結びに、皆さまのこの一年のご健勝を祈念いたしまして、新年のご挨拶とさ

せていただきます。

札幌市長

秋　元　克　広

年頭のご挨拶
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北海道印刷工業組合 理事長

板　倉　　　清

平成29年新春を寿ぐ

明けましておめでとうございます。
皆さまにおかれましては、ご壮健で新しい年をお迎えのことと心からお慶び申し上げ

ます。
昨年中は、組合運営ならびに事業推進に格別のご協力ご高配を賜り厚くお礼申し上げ

ます。
昨年の北海道は、北海道新幹線の開業、北海高校の夏の甲子園大会準優勝、北海道日

本ハムファイターズの 10 年ぶりの日本一、北海道コンサドーレ札幌の J1 昇格など、明
るい話題が多かった年でした。

経済環境は、政府の月例経済報告では「緩やかな回復基調が続いている」、経済産業省
北海道経済産業局の最近の管内経済概況でも「緩やかに持ち直している」と景気の浮揚
が伝えられており、明るい方向に向かっています。

道内印刷業界においては、社会・経済構造の大きな転換期で、既存需要の縮小、新規
需要創造への過渡期にあり、新しい目線・発想での経営が迫られた一年であったと思い
ます。

このような環境下において、北海道印刷工業組合は、組合員企業の繁栄・発展のため、
さまざま活動を行って参りました。

なかでも、これまで 23 回にわたり開催されてきました展示会を、当組合が中心と
なり、装いを新たに学びと情報発信の場として、「HOPE2016（HOKKAIDO PRINT 
EXPO）」として開催し、多くの方々から高い評価をいただきました。

本年も、北海道印刷工業組合は、これまで培ってきました事業の実績と成果を礎に各
種の事業を積極的に進めて参ります。

7 月に、第 31 回北海道情報 · 印刷文化典旭川大会を開催し、全道の組合員が一堂に
会し、直面する問題を討議し、研鑚を重ね、経営基盤の安定強化を図り、親睦を深め、連
携をより強固にし、情報技術が変革するなかでの印刷産業の方向性と位置付けを見出す
契機にして参ります。加えて、新しい印刷産業を広く社会にアピールして行くとともに
市民の皆さまに講演会を通して文化の還元を行って参ります。

2020 年のオリパラ後に経済環境が大きく変わると言われるなか、10 年後の我々の
姿を捉えた「全印工連 2025 計画～新しい印刷産業へのリ・デザイン」の浸透に努めて
参ります。我々自身が「印刷」を時代に合わせ再定義することにより、自社の立ち位置
が見え、将来の事業領域を見出すことが出来ます。

9月に、「HOPE2017」を、さらに工夫を凝らし、皆さまの学びと情報発信の場として、
有効に活用できるよう努めて参りますので期待してください。そして、是非、足を運ん
でください。

組合員の皆さま自身が当事者となり組合事業に積極的に参加いただき、その成果が未
加入の方々に伝播され、組織増強に繋がる「一石二鳥」を願う新年です。

最後になりましたが、関係諸官庁、各機関・団体をはじめ関連業界ならびに組合員の
皆さまの一層のご理解とご支援をお願い申し上げ、新しい年が皆さまにとりましてより
佳い年となりますようご祈念申し上げ、新年のごあいさつとします。
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北海道印刷工業組合札幌支部 支部長

岸　　　昌　洋

平成29年新春を迎えて

新年、明けましておめでとうございます。

皆様におかれましては、ご壮健で新しい年をお迎えのことと心よりお慶び申

し上げます。年頭にあたり、謹んでご挨拶申し上げます。

昨年中は、支部の運営並びに事業の推進に格別の御協力と御高配を賜り厚く

御礼申し上げます。

昨年は、今まで「北海道情報・印刷産業展」として過去 23 年に渡り開催され

てきた展示会が一新され、「Hokkaido Print Expo（HOPE）」と名称を改め内

容を一新し開催いたしました。従来の各メーカー・ベンダー様に出展及び展示

をいただくのみならず、講演会やセミナーを複数開催しハード面のみならずソ

フト面でも様々な成功事例をもとに学びと情報提供の場として執り行いまし

た。

今年もまた開催いたしますので、皆様方におかれましても是非足をお運びい

ただければと存じます。

また昨年は、経営革新 ･ マーケティング委員会が中心になり「くみたて～る

事業」を執り行い、幼稚園児の皆さんはもとより保護者の方々にも大変ご好評

いただきました。

この「くみたて～る事業」とはすでにご案内のとおり、札幌市私立幼稚園連合

会様のご協力により札幌市内の幼稚園に通う園児約 25,000 人に無料配布する

ペーパークラフトを中心にした、まるごと遊べる情報誌です。園児が自宅に持

ち帰り、保護者の方々と一緒に遊んだりすることができるターゲットを絞った

広告媒体です。本年も引き続き、本事業を推進し少しでも札幌支部として地域

貢献を行いたいと考えております。

２月 17 日には、恒例の「札幌支部例会」を札幌東急 REI ホテルにて 18 時よ

り開催し懇親の場といたします。皆様、是非ご列席くださいますようよろしく

お願い申し上げます。

結びに皆様の今年一年のご健勝を祈念いたしまして、新年の御挨拶といたし

ます。
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　新年、あけましておめでとうございます。

　昨年も支部の運営、事業の推進に格別のお引き立てを賜り厚く御礼申

し上げます。

　昨年９月に過去23年に渡り開催されてきた『北海道情報・印刷産業

展』を一新し、各メーカー様のご協力により『ＨＯＰＥ（Ｈｏｋｋａｉ

ｄｏ Ｐｒｉｎｔ Ｅｘｐｏ）』と名称を改め開催致しました。至らない

点も多々あったかとは思いますが、学びや、コミュニケーション、情報

発信の場として有益となり得る情報を掴んで頂けたと思っています。

　今後も有益となり得る情報を発信し、皆様に必要とされる情報の発信

に努めてまいります。

　本年も何とぞ昨年同様のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

　皆様のご健勝と各社様の益々のご発展を祈念いたしまして、新年のご

挨拶とさせて頂きます。

北海道印刷工業組合札幌支部 副支部長

前　田　憲　之

新年のご挨拶
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新年あけましておめでとうございます。

皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えの事とお喜び申し上げ

ます。また、平素より札幌支部の活動にご協力とご支援、ご鞭撻を賜り、

感謝申し上げます。

一昨年より、役員が一新され新しい試みが始まりました。昨年は、「北

海道情報・印刷産業展」を「Hokkaido Print Expo（HOPE）」とし内容

も一新されました。ペーパークラフトを中心にした「くみたて～る事業」

も立ち上がり好評をいただいております。

組合員の皆様とコミュニケーションが取れていない部分もあるかと思

いますが、勉強会や懇親会、さらには関連業者の皆様と交流を図り、さ

まざまな有益な情報を提供できますよう活動していく所存です。

７月には、第 31 回北海道情報 · 印刷文化典旭川大会が開催されます。

大会を盛り上げるためにも、ぜひご列席くださいますようお願い申し上

げます。

皆様にとりまして、更に充実した良い一年になりますことを祈念致し

まして、新年のご挨拶とさせていただきます。

北海道印刷工業組合札幌支部 副支部長

西　山　　　真

新年のご挨拶



7Jan, 2017

札幌支部合同例会のご案内

拝啓　厳寒の候、皆様方には、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

日頃は、当支部運営に多大なご協力をいただき厚くお礼申し上げます。

さて、当支部恒例の｢合同例会｣を下記の要領で開催いたします。

ご多忙のことと存じますが、ぜひご出席下さいますようお願い申し上げます。

敬　具

記

◆日程：平成29年２月17日㈮

◆会場：札幌東急REIホテル（中央区南４条西5丁目　電話５３１−０１０９）
　　　　（旧札幌東急イン）

　・受付開始　17：30～
　・懇 親 会　18：00～20：00
　　　　　　楽しい催しものを企画しております。乞う御期待！

◆会費：8,000円（当日会場にて申し受けます）
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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

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

新年明けましておめでとうございます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

新しい年が皆様にとって素晴らしい年

でありますように！

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/




