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北海道印刷工業組合札幌支部
平成28年度１月定例役員会報告

［日時］平成29年１月18日水 16：00～　［会場］ダイニングスイーツシナー

■出席者：岸支部長、大和副支部長、矢吹副支部長、西山副支部長、前田副支部長、岡部委員長、

■議事録担当：五十嵐

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。ＶＯＬ．3進捗状況報告

４月17日発行予定で、次号は幼稚園側の反応も

確認するために役員が手分けして市内135か所

の幼稚園に直接配達する。またメーリングリスト

を作成してその都度状況を把握できるようにする。

（月に１度、経営革新・マーケティング委員会組

合事業推進室会議を行う）今年は、４月17日Vol．

3、７月10日VOL．4、11月27日VOL．5を発行予

定。

・環境・労務委員会／大和委員長

……２月１日㈬に労務・環境委員会開催予定。

・組織・共済委員会／前田委員長

……第30回親睦ボウリング大会申し込み状況報告。

組合員、賛助会員合わせて13社24名参加。女子

が１名のため男女混合で行う。

・教育・研修委員会／西山委員長

……プリンティング札幌２月号について

・青年部委員会／岡部委員長

……２月10日㈮、全青協正副議長会議、２月11日㈯第

30回全国青年印刷人協議会が東京で開催され

る。30回記念会議ということで、歴代の議長５名

が登壇、札幌からは４名参加。

・月次決算報告／五十嵐

……脱退組合員報告。

2.その他

①２月17日（金）札幌支部合同例会について

２月17日（金）18時～　札幌東急REIホテル

組織共済事業委員会が中心となって行う。１月31日申

し込み締め切り。

また第31回北海道情報・印刷文化典旭川大会のPRの

ため井田支部長が出席される。

②「プリンティング札幌２月号」の件

③２月役員会・・・２月14日㈫　13：30～
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くみたて～る事業報告

今後この事業を運営して行くにあたり、くみたて～る事業推進室として組織化して毎月企画会議を行っておりま
す。現在６名のメンバーで４月17日配付予定のＶｏｌ，３に向けて本誌内容の企画と協賛広告集め、そしてホーム
ページの製作に取り掛かっているところです。

くみたて～る事業推進室にはくみたて～る事業に興味ある方、関わりたいという方は参加出来ますのでお気軽に
ご連絡下さい。

経営革新・マーケティング事業委員会より

札幌支部 経営革新・マーケティング事業委員会で
行っている事業の『くみたて～る』ですが12月12日にV
ｏｌ，２を配付致しました。

札幌の企業様にご協力を頂いている協賛広告は幼
稚園児が作って楽しめるものやプレゼント企画とセッ
トになっているもの等、子供にも保護者にも喜ばれる
工夫がされていました。　　　　　　　　　　 　 ☞

また、くみたて～る創刊号で募

集したキャラの名前、服装コンテ

ストではたくさんのご応募を頂き、

５名の方の案を採用してお礼の

品を送りました。

その中で保護者の方からくみ

たて～るに対してお礼の手紙も頂

き、子供達が楽しんでる事や一生

懸命に名前や洋服を考えている

様子が書かれてあり、この事業で

喜んでくれている子供達がいると

関係者一同大変励みになりまし

た。
☟
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第30回 親睦ボウリング大会

＜優勝＞ 五日市 卓さん ＜準優勝＞ 前田 憲之さん

＜１月18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

★
★
★
★
★
★
★

（敬称略）

優　勝
準優勝
３　位
４　位
５　位
６　位
７　位
８　位
９　位
10　位
11　位
12　位
13　位
14　位
15　位
16　位
17　位
18　位
19　位
20　位
21　位
22　位
ＢＢ賞
ＢＭ賞

五日市　　　卓
前　田　憲　之
佐　藤　泰　彦
森　竹　大　樹
上　山　　　聡
中　島　義　行
石　川　勝　治
小　林　和　豊
岡　部　信　吾
伊　藤　法　夫
石　田　雅　巳
渡　辺　　　明
高　橋　一　昌
横　井　信　治
永　野　正　人
西　山　　　真
五十嵐　みゆき
矢　吹　英　俊
岸　　　昌　洋
久　保　貞　夫
堀　口　昌　宏
辻　尾　宏　一
仲　倉　万　奈
五十嵐　祐　太

㈱ヒロミ産業
㈱パスカル・プリンティング

㈱北診印刷
大輝印刷㈱
岩橋印刷㈱
㈱フカミヤ
大輝印刷㈱
岩橋印刷㈱

北陽ビジネスフォーム㈱
㈱モリサワ
石田製本㈱

北陽ビジネスフォーム㈱
北診印刷㈱
北診印刷㈱

北陽ビジネスフォーム㈱
大輝印刷㈱

北印工組札幌支部
㈱ホクラミ
㈱正文舎

北陽ビジネスフォーム㈱
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ㈱

㈱北診印刷
㈱北診印刷

北印工組札幌支部

353
310
309
307
302
285
270
266
258
245
235
218
215
213
211
210
210
209
190
187
174
174
161
133
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第31回北海道情報･印刷文化典旭川大会が、「地域とともにあって、志あふれる印刷産
業へ向かう」テーマに、７月７日㈮から９日㈰まで、旭川市で開催される。

開催概要は、次のとおり。

⒈　主　催　
主催　北海道印刷工業組合
主管　北海道印刷工業組合旭川支部

⒉　後　援
経済産業省北海道経済産業局、北海道、旭川市、旭川商工会議所、
北海道中小企業団体中央会、北海道新聞旭川支社、
㈱北のまち新聞社「あさひかわ新聞」

⒊　テーマ
「地域とともにあって、志あふれる印刷産業へ向かう」

⒋　行事日程
⑴　記念ゴルフ大会

日　時　７月７日㈮　13：00
会　場　フォレスト旭川カントリークラブ

（旭川市神居町雨粉430）
参加費　5,000円（懇親会費・表彰費）

※プレー費は各自精算
⑵　記念講演

日　時　７月８日㈯　15：00～16：30
会　場　旭川市民文化会館

（旭川市７条通９丁目50番地）
講　師　堀江貴文氏

⑶　記念式典
日　時　７月８日㈯　17：00～18：00
会　場　旭川グランドホテル

（旭川市６条通９丁目）
⑷　記念パーティ

日　時　７月８日㈯　18：30～20：30
会　場　旭川グランドホテル
参加費　12,000円

⑸　エクスカーション
日　時　７月９日㈰　9：00～15：00（予定）
会　場　大雪森のガーデン

上野ファーム（検討中）
参加費　未定

第31回北海道情報･印刷文化典 旭川大会
開催概要決る
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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
2017 年になってもう１か月が経ちまし

た。豆まき、雪まつり、そして今年最大の冬

のイベント「2017 冬季アジア札幌大会」が

開催されます。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。






