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発刊500号にあたって

札幌支部組合員の皆様及び関係各位の皆様、いつもプリンティング札幌を

ご愛読いただきありがとうございます。本誌は今号で、発刊500号となりま

した。これもひとえに皆様方のおかげと感謝申し上げます。 

プリンティング札幌は「支部だより」として昭和44年に創刊され48年の

間、発刊されてきました。昭和62年に現在の名称である「プリンティング

札幌」となりました。この場をお借りして、先人のご苦労に敬意を表します。 

今から48年前というと高度経済成長の真っただ中で人口が増え続け、印刷物の出荷額も右

肩上がりであった時代です。文献を紐解くと、コールドタイプ化（写真植字機やコンピュー

ターを用いる製版方式）により「活字よさようなら」の声が起こった時代だそうです。

約半世紀が経ち、我々を取り巻く様々な環境は激変しました。目まぐるしく変わる時代の

変遷に私たちは素早く対応し、変革しなくてはなりません。そしてこれからも経済活動のエ

ンジンとして、地元である北海道札幌市、そしてこの業界の発展に努めなくてはなりませ

ん。これからも皆さまのお役に立てる媒体として、このプリンティング札幌が少しでも寄与

できるよう発刊を進めて参ります。 

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

北海道印刷工業組合札幌支部

支部長　岸　昌洋

創刊号　昭和44年8月発行 第157号　昭和62年９月より
「プリンティング札幌」に名称変更
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北海道印刷工業組合札幌支部
平成29年度７月定例役員会報告

［日時］平成29年７月21日金 13：30～

■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、五十嵐（事務局）

■議事録担当：五十嵐　　　　　　　　　　　■議事進行：岸

1.支部長挨拶／岸支部長 

2.協議事項

①第31回北海道情報・印刷文化典旭川大会について 
７月７日～９日旭川市にて無事終了 札幌支部より
19社29名出席。 
天気にも恵まれ大盛況だった。また３年後の2020
年は札幌支部が主管支部となり、 記念式典の中で
大会KEYの引き継ぎが行われた。 

②北海道印刷工業組合札幌支部・青年印刷人の会合同
例会（納涼会）について 
７月24日㈪　18：30～ キリンビール園にて 
札幌支部より８社８名参加予定。 

③「くみたて～る」事業について
７月18日㈫に「くみたて～る」VOL.3で募集した
幼稚園対抗こいのぼりコンテストで優勝した平和幼
稚園（300名在園）にノースサファリさんから移動
ミニ動物園が来園した。子供たちは大変喜んでい
た。 
今後の事業についても、子供たちが楽しんでくれる
企画等を考えていきたい。

④環境・労務事業委員会
現状報告 

⑤教育・研修事業委員会
プリンティング札幌８月号について 
第500号ということで、特別版として発行する予定

⑥青年部事業委員会 
９月23日㈯　青年印刷人フォーラム開催予定 

3.その他

①HOPE2017札幌支部からの実行委員会当番につい
て 

②モエレ沼芸術花火2017花火チケット（優待価格）
販売について 

③㈲さっぽろフォトライブさん提案の著作権セミナー
について 
９月14日㈭　15時30分～受付
　　　　　　 15時45分～17時 セミナー 
ホテル札幌ガーデンパレスにて 

4.月次決算報告／五十嵐

平成28年度分消費税・法人税、旭川大会経費につ
いて 

次回予定：８月24日　11：00より開催 
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この企画はノースサファリサッポロさんとのコラボ企画で、平和幼稚園にはノースサファ
リサッポロさんの動物たちが駆けつけました。

鹿、ポニー、カメ、ウサギ、ハムスター、ひよこ、ミーアキャット、ヘビ、トカゲとたく
さんの動物達が園庭に配置され、約400名の幼稚園児達を迎えました。

園児達は大はしゃぎで動物に触ったり、エサをあげたり、カメにのったり、ヘビを首に巻
いたりとあちこちで笑い声が響いていました。

幼稚園対抗コンテストに協力してくれた幼稚園や、動物を連れてきてくれたノースサファ
リサッポロさんに感謝致します。また色々な企画を行って少しずつでも『くみたて〜る』の
知名度を上げていきたいと思います。

今年の４月に発行した『くみたて〜る』第３号

で行った企画「幼稚園対抗コンテストこいのぼり

を飾ろう」。

７月18日、その優秀賞に選ばれた平和幼稚園

で表彰式を行ってきました。

優勝賞の平和幼稚園の作品▶
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第31回 北海道情報・印刷文化典旭川大会
盛大に開催される

７月７日から９日に、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むかう」

をテーマに、開催された。 

８日には、記念公演が午後３時から旭川

市民文化会館大ホールで、記念式典が午後

５時より、記念パーティは、午後６時30分

より旭川グランドホテルで行われた。 

記念公演では、講師に堀江貴文氏を迎え、大ホールが満員になるほどの大盛況でした。 

次回、2020年の第32回北海道情報・印刷文化典は、札幌支部の主管で開催される。2020

年は、東京オリンピックがあり、北海道印刷工業組合80周年の年でもあることから、大勢の

方が参加されることに期待したい。
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北海道印刷工業組合 札幌支部／
札幌青年印刷人の会  合同例会（納涼会） 開催されました
「北海道印刷工業組合札幌支部」と「札幌青年印刷人の会」の合同例会（納涼会）７月24日

㈪18時30分よりキリンビール園にて開催致しました。

27社31名もお集まり頂き、感謝の気持ちで溢れています。初めての札幌青年印刷人の会の

会員様と合同で会食出来て、色々な情報等の交換の場になったと思います。この様な催事を

定期的に行い、活性化を図りたいと思います。

皆様、お集まり頂きありがとうございました。
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印刷の月事業のお知らせ

教育・研修事業委員会より

北海道印刷工業組合札幌支部の印刷の月事業として昨年同様『モエレ芸術花火

２０１７』と『くみたて〜る』のコラボ企画で行います。

『くみたて〜る』とは札幌市内１３５箇所の市立幼稚園へペーパークラフトやぬり

絵の冊子を無料配布し、幼稚園児に紙に触れてもらう事と想像力や発想力を養っても

らおうという企画です。

今回もこの『くみたて〜る』に夢の花火と銘打って幼稚園児に花火の絵を描いても

らい、集まった絵を東急百貨店に展示してもらいます。

幼稚園児に自由な発想で楽しみながら絵を描いてもらえればと思います。

前回は約２００枚の絵が集まり大変ご好評頂きました。今回それ以上の枚数が集ま

る事を期待します。

また今年もモエレ花火チケットを印刷工業組合特別価格で販売致します。ローソン

チケットで完売するほどの人気チケットです。数に限りがありますのでお早めにお申

し込み下さい。（小学生チケットは５００円、別途ローソンでお買い求め下さい。未

就学児は無料です。）
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第23回 北海道青年印刷人フォーラム 
平成29年度全国青年印刷人協議会北海道ブロック協議会 

の開催について 
平素は、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、第23回北海道青年印刷人フォーラムならびに平成29年度全国青年印刷人協議会北海

道ブロック協議会を下記により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。 

前期に引き続き事業推進テーマは「未知の創造」で、製造業から情報価値創造産業への転

換、また両利きの経営（知の探索と深化）からの異業種とのイノベーションが急務であると

定義して参りました。 

そして今期はより実践的に深掘りしていくために全国中小企業青年中央会 様との連携を

深め、そこで両会の加盟企業によるビジネスマッチングを実現することで、双方の持つ顧客

や技術といった様々なネットワークを結び付け、一業界だけでは生まれ得ない「サービス」

「アイデア」「商品」「技術」「情報発信力」を実現させ、大手企業には真似のできない競

争力を創出するキッカケにしたいと考えております。

今回の協議会ではセミナーをはじめ、ワークショップまた中小企業庁がサポートする「新

連携支援」についても触れながら進めていく予定です。是非、ご参加ください。

なお、参加申込書を９月８日㈮までに事務局へFAX（011-595-8072）にてお送りくださ

いますようお願い申し上げます。 

記 

１．開催日時　　平成29年９月23日㈯ 

フォーラム　13：00 〜 17：00（受付12：30〜） 

懇 親 会　18：00 〜 20：00（会場は当日案内します） 

２．開催場所　　道特会館 ６階 中会議室 

（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　　挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　全青協議長　　惠　　勇人 

「未知の創造」ビジネスマッチングセミナー　　全青協副議長　東海林正豊 

チームビルディング 

ワークショップ 

４．会　　費　　フォーラム　２,０００円（レジュメ代・運営費）※当日申し受けます。 

懇 親 会　６,０００円 　　　　　　　　　　　　　　　〃 

５．返 信 先　　北海道印刷工業組合 ＦＡＸ：011－595－8072 

青年部実行委員会より
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第23回北海道青年印刷人フォーラム
平成29年度全国青年印刷人協議会 北海道ブロック協議会

＜参加申込書＞

会 社 名

電話番号

FAX番号

出席者氏名 参加区分（○印をお付けください）

１．
フォーラム 懇親会

２．
フォーラム 懇親会

３．
フォーラム 懇親会

４．
フォーラム 懇親会

５．
フォーラム 懇親会

お申し込み・お問い合わせ先／
北海道印刷工業組合事務局　TEL：011-595-8071  FAX：011-595-8072

９月８日㈮までにご返信をお願いいたします。FAX：011-595-8072
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SNS・インターネットの普及で簡単に画像が手に入り、誰もが画像を使う時代。
業務で何気なくしている使い方にも危険が潜んでいるかもしれません。
画像を安全にご使用いただくための注意点及びリスク回避の方法など事例を交えて解説いたし

ます。
さて、貴社様におかれましては、パンフレット・チラシ・WEB広告など様々な媒体で写真素材

を使用されていることと思います。
特にWEB広告・WEBバナーの使用が氾濫している中で、写真の著作権侵害で、全国的に裁判に

発展している事例など、ございますので、クライアント様が著作権の知識を深め、業者様に丸投
げしないことから、トラブルは一定程度回避されるかと思われます。

　
①　写真素材の種別によっては、紙媒体による写真の使用期間があり、またWEB広告などに掲載

の場合も半永久に使用することはできません。
②　写真素材には著作権だけでなく、被写体にも権利（肖像権・建造物等）が発生します。

私ども「さっぽろフォトライブ」では写真の手配・撮影ご依頼、・著作権に関するご相談・被
写体の権利確認の代行などを手掛けており、今までのキャリアを生かし、皆様のお役に立てるよ
うに活動してまいります。

　
～セミナー概要～
日時：2017年９月14日㈭　　受付開始：15時30分　　セミナー：15時45分〜17時まで
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　℡ 261- 8711
費用：お一人様　￥1,000‐
１．あらためて学ぶ、著作権の基礎の基礎
２．ストック素材の種類と使用ルール
３．人物写真を使用する場合の注意
４．建築物の写真を使用する場合の注意
５．著作権トラブル全国事例
６．質疑応答
　※内容は一部変更になる場合がございます。

【講師】　株式会社アマナイメージズ取締役　　佐々木　孝行
2001年より㈱アマナのストックフォト部門でコンテンツ調達責任者を務め、2007年より㈱アマナイメージ
ズ取締役に就任。著名写真家・クリエイターとの契約を手掛ける一方、様々な権利関係のトラブルを解決を
指揮。一般企業での著作権セミナー講師や業界シンポジウムのパネラーを数多く務める。

～参加申し込み～
８月20日までに、会社名・お名前・ご連絡先を、Faxにてお申し込み下さい。
北海道印刷工業組合札幌支部　Fax 011-867-9306

写真をより安全にお使いいただくために

現場で役立つ著作権セミナー

北海道印刷工業組合札幌支部×㈲さっぽろフォトライブ
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北海道印刷工業組合札幌支部・さっぽろフォトライブ
現場で役立つ著作権セミナー

参加申込書

会 社 名

ご連絡先

　

役　職　名 氏　　　名

札幌支部　Fax　０１１−８６７−９３０６
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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
第３１回北海道情報・印刷文化典旭川大会

が盛況裡のうちに幕を閉じました。旭川支部を
はじめ実行委員会の方々のおもてなしに感謝し
お礼申し上げます。３年後の東京オリンピック・
パラリンピックが開催される２０２０年は札幌支
部が主管支部です。旭川大会に負けないくらい
の「お・も・て・な・し」の精神でお迎えした
いと思います。

 札幌支部　事務局　五十嵐

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
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。
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