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神奈川県印刷関連産業協議会理事
神奈川県印刷工業組合副理事長

上 原 健 一

2020 年東京オリンピック・
　　　パラリンピック開催に向けて

　2014 年も残すところ、あとわずかとなりま

した。景気回復のアベノミクス効果が世間（大

企業）では囁かれておりますが、我々中小企業

の間ではまだまだその実感が伝わって来ていな

いところが本音ではないでしょうか。やはり、

4 月からの消費税アップが大きく景気回復の足

かせになって来ているのではないでしょうか？

　2 月のソチオリンピック・パラリンピックで、東

京オリンピック・パラリンピックへ向けた国民の

期待が高まり、「さあこれから」といった時の消

費税アップは、疑問が残ります。

　また、自然の驚異にも思い知らされました。

2 月の関東・甲信地方を襲った 2 度の大雪や、

夏の猛暑・ゲリラ豪雨。８月の広島県豪雨によ

る土砂災害、そして 9 月の御嶽山の 7 年ぶり

の噴火により多くの方がお亡くなりになりまし

た。10 月には神奈川県内も２度の台風により

多くの被害が発生いたしました。

　明るい話題としては、ＬＥＤの発明者達の

ノーベル賞受賞や三笠宮典子様と出雲大社の千

家様とのご成婚に国民は喜びました。東日本大

震災からの復興では、三陸鉄道が全線開通で、

進んでいるようです。

　９月に第２次安倍改造内閣が発足しました。

株高・円安がアベノミクス効果だけではない事

に国も「地方創生」政策をやっと打ち出してき

ました。さまざまな補助金や事業推進政策も

徐々にではありますが、広がりつつあるようで

す。今はこういった補助金について、大々的に

告知することは無く、すべて自ら情報を探し当

てなくてはならない時代となっています。知ら

ないものは知らないまま、知っているものが上

手く利用して、売り上げや利益を得ています。

　我々神奈川県印刷工業組合員や関係各社の皆

様も、2020 年といった身近な目標に向けて今

一度事業の見直しをして、動き出していただき

たいと思います。６年はアッという間にやって

きます。そこに当組合をフルに活用していただ

き、１社では出来ない事も組合を通じて、役立

てて頂きたいと思います。

　終わりに、ネット印刷のＴＶＣＭを昼間の時

間に、しかも有名俳優が出演しているのを見ま

した。印刷は確実に変わって来ています。もう

待ったなしです。

今回から印刷関連企業の紹介を行います。
（有）アマガサ印刷所さん（横浜市鶴見区）は創業して 65 年。
写真は会長の天笠角好（あまがさ…すみよし）さん（写真左）と代表取締役社長の将孝（まさたか）
さん。昨年社長交代し事業継承にも成功されました。

今 　号
の

表　紙
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個人情報漏えい防止に向けた
　　　　　　対応徹底について（協力依頼）

　個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであり、個人情報保護法に
基づき、個人情報を取り扱うすべての事業者にとっての極めて重要な義務として、その適正な取扱いが
求められています。
　今般、教育関係事業者において、極めて多数の個人情報が漏えいするという事案が発生し、多くの
保護者や国民が不安を感じており、その払拭が喫緊の課題となっております。
　このため、８月１５日に茂木経済産業大臣から、個人情報保護の徹底に関する当面のアクションとして、
①経済団体（経済団体連合会、新経済連盟、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団
体中央会）への個人情報保護に関する要請文の発出（８月１８日）、②内部不正防止に関する緊急セミナー
の実施（８月２６日）、③「経済産業省分野における個人情報保護法ガイドライン」と「IPA 内部不正防
止のセキュリティガイドライン」改訂（９月中目途）、の３点を発表いたしました。
　つきましては、個人情報保護の徹底については、上記の経済団体に所属する企業のみならず、広く各
業界においても対応が必要であるため、貴団体におかれましても、会員企業等に対し、添付の文書に沿っ
て、個人情報保護法等の遵守に関し万全を期すよう、周知して頂きますようお願い申し上げます。
　なお、今後、経済産業省関係の個人情報保護に関する情報は、下記の当省ウェブサイトに随時アッ
プデートして参りますので、ご参考にして頂ければ幸いです。
　http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kojinjohotaisaku.html
　下記１，２に基づき、貴社及び委託先等の事業者における個人情報の適正な取扱いに万全を期す
るとともに、以下の点について、特段の注意を払うこと。

〇経営者が率先して、自社内における個人情報の管理体制を構築し、役員クラスの責任者への任命
や、個人情報を取り扱う専門部署の設置等、十分な措置を講じること。

〇委託先の安全管理措置の実施が十分かを確認すること。また、委託先が再委託をする場合には、
事前に承認を求めるようにするとともに、再委託先による安全管理措置の実施が十分かを確認す
ること。再々委託先以降についても同様の扱いとすること。

〇第三者から個人情報を取得する場合には、当該情報について、その入手方法等を確認すること。
適法に入手されていることが確認できないときには、偽りその他不正の手段により取得されたも
のである可能性もあることから、取引の自粛を含め、慎重に対応すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１．個人情報保護法に基づく個人情報取扱事業者の守るべきルールの徹底
　個人情報の適正な取扱いを行うべく、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を
対象とするガイドライン」に沿った点検を行う。その際、例えば、以下のような項目について、十
分チェックを行う。
　個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン
　http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/kaisei-guideline.pdf
○個人情報の利用目的の特定（法第 15 条）、目的外利用の禁止（法第 16 条）
　個人情報を取り扱うに当たっては、利用目的をできるだけ特定しなければならない。また、特定

経済産業省　商務情報政策局　文化情報関連産業課

一般社団法人　日本印刷産業連合会　御中
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された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。
○適正な取得（法第 17 条）
　偽りその他不正な手段によって個人情報を取得してはならない。
〇取得時の利用目的の通知等（法第 18 条）
　個人情報を取得したときは、本人に速やかに利用目的を通知又は公表しなければならない。また、

本人から直接書面で取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければならない。
○個人データ内容の正確性の確保（法第 19 条）
　利用目的の範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
◆具体的な措置例
　・個人データ入力時の照合・確認手続の整備
　・記録事項の更新
　・保存期間の設定　等
○安全管理措置（法第 20 条）
　個人データの漏えいや滅失を防ぐため、必要

かつ適切な安全管理措置を講じなければなら
ない。

◆具体的な措置例
　・セキュリティ確保のためのシステム・機器
　　等の整備
　・事業者内部の責任体制の確保（個人情報保
　　護管理者の設置、内部関係者のアクセス管理等）等
○従業者・委託先の監督（法第 21-22 条）
　安全に個人データを管理するために、従業者に対し必要かつ適切な監督を行わなければならない。

また、個人データの取扱いについて委託する場合には、委託先に対し必要かつ適切な監督を行わ
なければならない。

◆具体的な措置例
　・個人情報保護意識の徹底のための教育研修等の実施
　・個人情報保護措置の委託契約内容への明記
　・再委託の際の監督責任の明確化　等
◆従業者とは、正社員のみならず、役員、契約社員、アルバイト等も含む。
◆委託元での安全管理措置（法第 20 条）と同等の措置が委託先でも講じられるような監督が求め

られる。
◆再委託の場合、委託先が適正な再委託先を選定しているか、委託先が再委託先に対して十分な監

督を行っているかなど、委託元は把握し、適切な指導をする必要がある。
２．内部関係者の不正行為による情報漏えいを防止するセキュリティ対策の徹底
　内部不正による情報漏えいを防止するための適切なセキュリティ対策を講じるべく、独立行政法
人情報処理推進機構（IPA）が策定した「組織における内部不正防止ガイドライン」に沿った点検
を行う。その際、チェックシートの活用とともに、例えば以下のような項目について、十分チェッ
クを行う。
　なお、個人情報を含む営業秘密の漏えいに関しては、「営業秘密管理指針」において、不正競争
防止法上の営業秘密として保護を受けるために望ましい管理方法等が示されているので、営業秘密
についてはこちらに沿った点検も行う。
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「第８回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション」
■開催趣旨
各産業界および個々の企業の社会的責任が重要視されている現在、印刷業においてもその責務を果たすた
めのコンプライアンス活動が求められています。全日本印刷工業組合連合会ではそれを踏まえて、すべての人
に優しく、誰もが快適に利用できることを目的としたユニバーサルデザインの考え方に準じ、デザインや文字な
ど、より多くの人に伝わる情報を提供する「メディア・ユニバーサルデザイン（MUD）活動」に取り組んでいます。
この取り組みをより強固なものとするために、一般社会に対してMUD活動の意義と必要性を広くアピール
し、印刷業界においては印刷技術の向上に貢献することを目指して、本年も「第８回メディア・ユニバーサルデザ
インコンペティション」を開催します。
コンペには創意工夫の凝らされた作品が数多く集まり、回を重ねるごとにレベルは向上しています。今回も
一般の方だけではなく、高齢者・障がい者や子ども、外国人などすべての人に対して優しいデザインの実現を目
的とする、斬新なアイデアに富んだ作品を募集します。

■応募期間　2014年９月１日（月）～11月28日（金）〔当日消印有効〕
■応募作品〔例〕
　・カレンダー・地図・パンフレット・サイン・パッケージ・チラシ・ポスター・ラベル
　・ゲーム（UNO、トランプ等）　など

■応募資格
　一般の部：プロ・アマを問わず、どなたでもご応募いただけます。
　学生の部：大学・短期大学・専門学校・高等学校に在籍している学生・生徒。

■応募対象作品
　2013年７月以降に制作されたものとします。

■応募方法
　 作品１点とデータ１点（CD-Rにai／eps／jpeg／pdfいずれかの形式でアウトライン化して保存したもの）
を、出品申込書とともにお送りください。
　※入選作品に選ばれた場合、ご提出いただいたデータをもとに受賞作品集の制作を行います。

■作品応募先
　 〒166-8539　東京都杉並区和田1-29-11
公益社団法人　日本印刷技術協会内
「第8回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション」係
TEL：03-3384-3111　FAX：03-3384-3481

■出 品 料
　一般：3,000円（応募作品１点につき）　　学生：無料
　※2014年11月28日（金）までにお振込願います。

■振 込 先
　口座名義：全日本印刷工業組合連合会
　　　　　　三菱東京ＵＦＪ銀行　八重洲通支店　当座預金　9007457
　　　　　　みずほ銀行　　　　　京橋支店　　　当座預金　0114231
　　　　　　りそな銀行　　　　　東京中央支店　当座預金　1362911
　　　　　　商工組合中央金庫　　本店　　　　　当座預金　2021935
　　　　　　※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。

■授 与 賞
　◆一般の部
　　・経済産業大臣賞（申請中） ：表彰状、賞金100,000円
　　・優秀賞　　　　　　　　　：表彰状、賞金  50,000円
　　・佳　作　　　　　　　　　：表彰状、賞金  10,000円
　◆学生の部
　　・経済産業大臣賞（申請中） ：表彰状、図書カード30,000円分
　　・優秀賞　　　　　　　　　：表彰状、図書カード10,000円分
　　・佳　作　　　　　　　　　：表彰状、図書カード  3,000円分

首都圏においてはオリンピック開催も決定し、ユニバーサルデザイン普及の必要性重要性はますます高まっていますので、
今年あたり、一念発起していただき、神奈川から、斬新なアイデアに富んだ作品をド～ンと集中応募してみませんか。
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「横浜サンタプロジェクト 2014」
　への参加のお願い

　今年も残りわずか、まもなく師走の趣きが感じ

られる候となりました。

　本年も横浜サンタプロジェクトを 12 月 6 日（土）

に開催します。

　このイベントは、施設の子ども達にクリスマス

のプレゼントを配る訪問サンタ、会場であるパシ

フィコ横浜の円形広場周辺の清掃を行う清掃サン

タ、また子どもたちに笑顔を届けるステージパ

フォーマンスやブース運営を展開する広場サンタ

など、子ども達に向けた地域密着型のクリスマス

イベントです。

　主催は、横浜を中心とした NPO 法人や中華街

の団体、横浜市文化観光局などで構成される「サ

ンタが街にやってきた！実行委員会」で、毎年何

社もの大手企業の協力もあるイベントです。

　例年、神奈川県印刷工業組合様には参加頂いて

おり、本年も昨年に引き続き参加をお願いしたく

存じます。

　例年、沢山のプレゼントを提供頂きおかげさま

で今年は十分足りる見込みでおりますがそれらを

入れる袋が大変不足している状況です。つきまし

ては紙袋や袋類を提供していただけないでしょう

か。

　またカレンダーやクリアファイルなどのノベル

ティ類も大変子ども達に喜ばれますので提供頂け

ますと幸いです。

　年末が近づきたいへんご多忙のところとは思い

ますが、ぜひご協力いただきますようお願いいた

します。

横浜サンタプロジェクト実行委員会
実行委員長　荒井由梨（株式会社大川印刷）

12月６日（土）・パシフィコ横浜広場
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●プレゼントを容れる手提げ袋が不足しています。どなたかご提供いただけませんでしょうか。

　・A4 サイズが入るくらいの袋・バッグで、底があり、プレゼントが少し多めに入るもの。

　・ビニール製の巾着袋のようなものがベストですが、紙製でも結構です。

●その他、カレンダー、ノベルティなど、子供たちに喜んでいただけそうなものがありましたら

　よろしくお願いいたします。

●送付先………〒 220-0012 横浜市西区みなとみらい１－１－１パシフィコ横浜  プラザ控え室宛

　　　　　　　　　　　　　　（12 月 14 日サンタプロジェクト使用と明記）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：パシフィコ横浜総合案内〔045 － 221 － 2155〕

●届け日………12 月 5 日（金）午前～ 16 時まで限定必着　持ち込み可

※現地への持ち込み日時のご都合がつかない場合は、印刷会館でもお受けいたします。

　　　12 月 12 日までの、月曜日～金曜日　午前９時～午後５時

　　　12 月 13 日 ( 金 ) は午前中まで

　　　　　神奈川県横浜市西区高島２丁目 10 番 20 号　印刷会館３階　神奈川県印刷工業組合

　　　　　　　　　　　　　　　TEL : 045 － 441 － 4223（代表）FAX : 045 － 453 － 2383
神奈川印刷ニュース  H55mm×W150mm

コダックのCTPプレート製品用の現像液は、弱アルカリ性。 
特別な装置や処置の追加無しに、
コンクリートとしての再利用が可能です。 
現像廃液の処理費用を従来よりも1割程度削減※でき、 
環境対応とコスト削減の両立を実現。 
印刷会社様の環境対策をコダックは支援します。

www.kodak.co.jp

コダック「マテリアル リサイクル」に
ついてのお問い合わせはこちら

TEL 03-5577-1200

CTP現像廃液をコンクリートにリサイクル。
コダックとともに社会貢献しませんか。
̶̶コダック「マテリアル リサイクル」 プロジェクト̶̶

※自社調べ 

☆☆☆　プレゼント協力のお願い　☆☆☆

広場サンタ 訪問サンタ
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印産協４団体紙上コラボ
印産協　情報委員会

　印産協は印刷組合、ジャグラ、製本組合、紙友会の４団体から成り立つ組織です。印産協にある情報

委員会では、組織の目的である４団体や印刷関連産業界の情報交換及び知識・見識・胆識育成の糧とな

るような情報をトピックス的に掲載していく運びとなりました。今後掲載される様々な情報にご期待下

さい。 

＜ジャグラ神奈川支部の活動のご紹介＞

　ジャグラ神奈川は、一般社団法人　日本グラフィックサービス工業会神奈川県支部の略称です。ジャ

グラ神奈川の会員数は 31 社、その会員の中から６社６人の理事で会を運営しています。

　活動については、毎年６月にジャグラ文化展全国大会、毎月の理事会、７月の通常総会、関東地方協

議会（二年１回の大会）、年２回の研修セミナー、１月の賀詞交換会、年１回のボウリング大会、機関

誌の発行などの事業活動を行っています。

　（一社）日本グラフィックサービス工業会は、全国 836 社の会員がおり、また、「スペース 21」とい

う青年会組織（二世会）の若者たちが活躍しています。そのグラフィックサービス工業会では、月刊誌

の発行、ジャグラＢＢ（研修や情報をＷ eb 上に配信）、セミナー、プロフェッショナルＤＴＰ＆Ｗ eb

スクールの開講、プライバシーマーク認証など多岐にわたって事業を展開しています。

　ジャグラ神奈川の理事は、それらの事業を研鑽研修し、会員の方々に伝えていくこと、そして全国

863 社の会員の方々と繋がりを持ち協力、協働していくことを目標としています。入会ご希望の方は、

ジャグラ神奈川事務局（045 － 511 － 5982）までご連絡頂ければ、資料をお送りいたします。

＜村岡印刷さん＞

　今年の春に始まり、９月 27 日に最終回を迎えたＮＨＫ朝ドラ「花子とアン」は、数々の波乱万丈の

エピソード、興味深い登場人物群像、魅力爆発の俳優陣など、尽きせぬ話題を半年間にわたって世に提

供し続けました。

　ヒロイン花子が結婚した「村岡印刷さん」も、演じた鈴木亮平ともどもたいへん人気を博し話題の中

心となった一人です。この村岡英治は、ドラマの中でカフェの紳士として登場した中原丈雄扮する父村

岡平祐が創業した村岡印刷の二代目という設定でしたが、実名は村岡儆三、そして父平祐のモデル村岡

平吉は小机の出身で明治初年から新聞職工として働き、上海で印刷技術を学んだあと、明治３１年横浜

市中区山下町に福音印刷という印刷会社を興しました。儆三は銀座にあったその東京支局を任されてお

り、実在の花子とはそこで知り合ったのです。

　ドラマではあまり描かれませんでしたが、平吉は自身教会長老として地域社会に大きく貢献した人物

で、福音印刷はその名の示すとおり聖書や賛美歌集をはじめ教会関係の印刷物を一手に引き受けていた

ようです。最盛期には 200 人近い職工を擁し、明治大正期の横浜を代表する印刷会社のひとつでした。

　福音印刷は、残念ながら関東大震災で灰燼に帰し、その後再建されることはありませんでしたが、大

正４年の山下町界隈を描いた速水御舟の絵の中に、赤レンガの社屋の姿が留められています。

■印刷組合

■ジャグラ
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＜こんな紙ご存知ですか？　ストーンペーパー＞

　現在市場には、ユーザーのニーズに応える為に、様々な紙が流通しています。皆様がよくご存知な上

質紙、コート紙、マット紙はもちろん、レーザープリンター用紙や家庭での使用が多くなってきている

インクジェット用紙と種類はたくさんあります。ニーズが多様化するなか紙も多品種化してきました。

最近では、自然への負荷を軽減する目的として、環境に配慮した環境対応紙という枠組みもあります。

管理された森林から取れた木材を原料とした森林認証紙や間伐材を使用した間伐紙、また木材を原料と

せず、サトウキビやバガスといった植物の繊維から作られた非木材紙という枠組みなどもあります。

　環境対応の紙という意味で、最近良く話題に出てくるのは、ストーンペーパーという紙です。耳にさ

れた方もいらっしゃるかと思いますが、木材を原料とせず、石から作られた合成紙です。合成紙という

と真っ先に思い浮かぶのは、ユポでしょう。ユポはポリエチレンを主原料としていますが、ストーンペー

パーは石から抽出した鉱物質を原料としていることで、より地球に優しいイメージをもたれているのか

もしれません。また、紙の製造時には絶対不可欠な水も全く必要としないという面でも、環境に優しい

エコな紙として注目されています。現在は日本国内に製造工場がない為、全て海外のメーカーから製品

を輸入しています。

　耐水性に優れている為、水周りや屋外での使用が可能な特徴を活かし、手提げ袋・ポスター・地図・

タグなど様々な用途に使用されております。比較的新しい商品なので、今後大きな可能性をもった紙と

いえるでしょう。

＜製本業の問題と課題＞

　製本産業は冷え込んでいるというのが、製本業に身を置く人々の認識である。印刷需要の減少による

受注の減少と、必然的に起きる製本単価の下落による経営の弱体化は、会員数の減少、廃業からも明ら

かです。

　製本業のビジネス形態は、そのほとんどが印刷された半製品の仕上げ加工を担い、完成製品にするこ

とです。従って川上には印刷業がおり、

顧客の多くは印刷業といっても過言ではない。つまり特定産業に自社の存続を依存している下請け型で

あり、自主独立しているはずの自社の経営の行方を顧客である印刷業が握っている事になる。

　近年大きな問題とし顕在化していることは取引慣行の問題であろう、下請けへの圧迫である。納期、

単価等々これまでも事あるごとに起きていたことだが、それは印刷需要の減少に、個々の努力だけでは

耐え切れず弱い部分にしわ寄せが来ていると思われる。しかし常識を超えた買い叩き、後指値等々、も

はや個々の企業では解決できるものではない。しかも印刷需要減少が、好転の兆しが見えない。人口減

少、メディアスイッチ、デジタルネットワーク社会など社会の構造基盤が大きく変わってきている。

　製本業が取り組むべきは、顧客である印刷業に従属するだけではなく、自らが顧客に貢献し頼られる

パートナーに変革することである。各社とも持てる技術をさらに磨きをかける、基盤である製本加工業

務にサービス業務を付加する、売れる商品を創るなど、独自の変革に取り組み、社会に、顧客にとって、

なくてはならない存在への進化を目指さなけれならない。

■紙友会

■製本組合
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●大切な人材である従業員の心身の健康状態は、経営的にも従業員の立場からもとても重要な問題です。どの会社にも、産業医による面
談を行った方がいいケースが少なからず潜んでいると思われ、その中で、会社の担当の方も、病気が影響している可能性に気が付いて
いないこともあり、いくつかのケースでは、リスクのある対応をしてしまっていることがあるようです。これらのケースについて面談
対象にすることは必要不可欠であり、必ず会社にメリットがあります。

●一般に行われている健康診断の健診結果では、リスクのある人が放置されているケースが多々あり、のちにリスクがある人に気が付い
たとき、その後工程について、誰にもほとんど経験がないというのが実状ではないでしょうか。

●休職者が存在する会社とそうではない会社は、およそ半々のようです。しかし、標準化された対応ができていないため、好ましくない
対応をしてしまって状況を悪くしてしまうケースもよく見られます。会社経営と人的資源確保の両方からの対応の標準化が必要です。

●従業員 50 人未満の会社には、産業医選任の義務はありませんが、従業員の健康障害はいつでも発生する可能性があり、それに備えた
対応体制の整備は、法的義務を超えて重要な経営上の必須事項です。

　このような観点から、当組合では、専門の産業医を招聘し、平成 26 年度より組合契約産業医制度をスタートさせ、先行的に、希望会
社数社に対する産業医による会社巡回を実施しています。

■産業医　河下太志氏
Profile
リクルートグループ　統括産業医
平成 13 年産業医科大学 医学部医学科 卒業。現在、産業医科大学産業医実務研修センター非常勤助教、株式会社産業
医大ソリューションズ　チーフコンサルタントとしても活躍中。著書に、「メンタ ルヘルス対策の実務と法律【職場管
理者編】」（ＳＭＢＣコンサルティング　実務シリーズ）、「メンタルヘルス対策の実務と法律知識」（日本実業出版社　
共著）がある。

河下産業医による会社巡回をテスト的に始めている会社からは、次のような反響が寄せられています。

　「普通の病院で診断されると、大半が『鬱病』だという結果だけが帰ってくる。
会社としてはその結果を真摯に受け止めて、診断通りに休養を与えることしかできない。
休養中の労働力をどうするかも大きな負担になるが、社員が復帰してきても、まったく回復の兆しが見えず、状況が好転しないことが
多いのも問題。
　しかし、今回契約させていただいた先生の訪問診断を受けると『発達障害』や『注意欠陥障害』など、しっかりとした病名で診断す
るとともに、休養や異動の必要性を的確に診断してもらえる。また、具体的なアドバイスを当人だけでなく、経営者であるわれわれに
もいただけるので、予防にも役立てることができた」
　「病院に行かず、黙って耐えている社員も多い。かといって、メンタルの問題を抱えていることを理由に、経営者や責任者から、一
方的に職場の異動や休養を命じるのでは、社員も心残りになるだろう。しかし、第三者である専門の先生から的確なアドバイスをいた
だいたということなら、治療していくためにはその方が良いのだと納得してもらえるため、症状への対応としても良い形で迎えられる」

「専門の産業医という存在がどんなにすごいか初めて知った。経営者は一度は産業医に会ってみたほうがいい」

このような反響を受け、組合では、河下産業医による職場巡回の希望会社を募集いたします。
　●Ａコース・・・・・・・産業医選任義務を負っている従業員５０名以上の組合員社
　　・参加費　　　　　　　　　　50,000 円／月
　　・巡回ローテーション　　　　四半期に２回（各３時間）　年間８回程度
　●Ｂコース・・・・・・・定期的巡回を希望する組合員社
　　・参加費　　　　　　　　　　25,000 円／月
　　・巡回ローテーション　　　　隔月（１回３時間）　　　　年間６回程度
　●１回単位での参加社・・当面、第４木曜日午後
　　・参加費　　　　　　　　　　従業員２０名以上　 　　　50,000 万円／１回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従業員４～１９名　 25,000 万円／１回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従業員　３名以下　 10,000 万円／１回
　　（お申込み、ご相談は、組合事務局まで）

－職場におけるメンタルヘルス－
河下産業医による

職場巡回面談希望社を募集します
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　支部行事の「みんなニコニコ巻き寿司教室」に参加をし、
その体験談と感想を一言。自分は、趣味と実益を兼ね時々
厨房に入りマイ包丁も持っている。なので大体の要領は分
かっているつもりでしたがところがドッコイ、何かが違
う？いや、かなり違う ( 笑 )。ごはん 20g ってどの位かわ
かりますか？出来上がりを想像しながら積み重ね巻いてい
くのだが、自分のセンスの無さに呆れ果て、最後の方は工
作をしているかの様になっていく。自分の指先がこんなに
も不器用なのかと思い知らされ情けない限り（＞＜）。ホ
ラー絵画が顔負けの出来栄えにガッカリしつつも、隣りの
先輩には勝っているなぁ～と自己満足。教室の先生からは
天使の様な微笑で「飾り巻き寿司には失敗は無い」とあり
がたいお言葉を頂き救われました。
　教室スタッフの方々は優しく、丁寧な指導をして下さり
楽しい一時が過ごせ感謝です。教室の最後にはミニパー
ティーがあり、笑顔と笑いの絶えない美味しい楽しいラン
チタイムになりました。
　最後に普段、厨房に入らない男子諸君ぜひ一度経験をし
ていただきたい。何故なら、また行きたくなること間違いな
し。失敗はないのだから。　横浜中央支部　森島　雅弘

　毎年恒例の湘南・湘北支部親睦ゴルフコンペが去る 10
月 10 日、小田急藤沢ゴルフクラブにおいて開催されまし
た。秋晴れの絶好のゴルフ日和の中、例年より少ない参加
人数でしたが参加者全員大いにゴルフを楽しみ親睦を深め
ることが出来ました。
　コンペの結果内容は、湘南支部長の中島さんが安定した
スコアで見事優勝されました。また、杉山理事長はアイア
ンが冴えまくりニアピン 2 つにベスグロで準優勝されま
した。他の参加者も随所に素晴らしいショットあり、珍プ
レーありで盛り上がりました。
　このコンペでは伝統的に、新米やフルーツといった奥さま
やご家族に喜ばれる商品が並びます。今年度もたくさんの食
材を手に皆さん笑顔で帰路につきました。ゴルフ幹事を務
めていただいた石川さん、準備ありがとうございました！
　近年、支部行事は参加者が少ない状況が続いています。
ゴルフコンペに限らず複数の支部による合同開催という形
式が増えてくるかもしれません。親睦、研修等内容を充実
させた事業の開催を心がけ、より多くの会員の皆様に参加
していただきたいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　湘北支部長　古木　直人

－飾り巻き寿司に参加して－ －湘南・湘北支部親睦ゴルフコンペ開催－
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訃
報

謹んでお悔やみ申し上げます。
横浜北支部　和田　恵実　５７歳　平成２６年　９月１２日　㈲天風堂社長のご令室

小田原支部　徳山　トシ１０２歳　平成２６年１０月１０日　㈲小田原印刷社社長のご母堂

組
合
員
の
動
き

７月１６日	 印産協	理事会	 かながわ労働プラザ		
９月　１日	 かながわシェイクアウト
９月１１日	 三役会	 組合事務所	 	
９月１８日	 理事会	 ヨコハマジャスト	 	

平成26年９月1８日現在　204社

脱 退 横浜北支部　　　図案印刷㈱
横浜横須賀支部　㈲港栄社印刷所
川崎支部　　　　葛城印刷㈱
川崎支部　　　　北川印刷㈱

2014 年度版組合員名簿の訂正
■ P.14    共進印刷㈱のホームページアドレス   スラッシュ (//) 抜け
　　　　　　　　　　　　　⇒ http://www.kyoshin-insatsu.co.jp

■三恵印刷興業㈱の代表者
　松浦　紗代子⇒原田　紗代子
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ヨコのカギ 
１．この肉は「牡丹」と呼ばれ

ることも。
４．いつもしっとり。
７．「とりおどし」の一種です。
８．この秋に刈り入れたばかり

です。
９．対角線は５本引けます。
10．実を包んでいます。
11．○○を割る──どこまでも

下がります。
12．これがなければ空砲です。
14．電話です。
15．変装道具の一つ？
17．鳩笛とも呼ばれます。
19．アメリカは「人種の○○

○」。
21．○○○をあげる──夢中で

す。
23．湿った岩の表面などに、む

します。
24．「すりこぎ」です。
25．「十六夜」を意味します。

　　　　　　の 5文字で、言葉を作ろう！

■応募方法締切

下記解答欄５マス及び社名、氏名、連絡先 TEL を記入の上、このページを 2014 年 11 月末日までに神奈川
県印刷工業組合  事務局へ FAX045-453-2383 にてお送り下さい。　（期日を過ぎると抽選対象外となります）
正解者の中から抽選で 10 名様に粗品を進呈いたします。当選者の発表は、景品の発送をもってかえさせて
頂きます。

頭の体操 ☆柔軟発想へ Go!!

解 答 欄 □ □ □ □ □
社　　　名

氏　　　名

連絡先 TEL

ヒント：毒には注意

タテのカギ 
１．バッタに似た稲の害虫。
２．いちかばちか。
３．北海道西部に位置するカル

デラ湖です。
４．積むだけでは意味がない？
５．ブロンテ○○○。
６．厚かましいかもしれません

が…。
８．榾木に菌糸を植えて栽培し

ます。
13．まだ日の高い…。
14．諦めてください。
15．地震の直後は御注意。
16．ベートーヴェンのピアノソ

ナタ第 14 番。
18．誠実・正直。
20．秋には、林檎に似た堅い実

を結びます。
22．「子供っぽさ」です。



〈引受保険会社〉
■募集代理店（アフラックは代理店制度を採用しております）

〒163-0456  新宿区西新宿2-1-1 
新宿三井ビル19F
Tel.03-3344-2894  Fax.03-3344-0691

東京第一法人営業部

◎商品の詳細はパンフレット（契約概要）をご覧ください。

AF広宣課-2013-0075-1407512 8月9日

H-14-07-512

Size:H109×W148mm

〒220-0004  横浜市西区北幸1丁目7-6 日土地横浜西口第一ビル8階

（株）トータル保険サービス横浜支社
0120-33-6684 0120-30-7160
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