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■株式會社　日相印刷
　1964 年、東京オリンピックの年に創業。一昨年 50 周年を迎えた。
　相模原市を基盤に「お客様の作りたいを形にする」ため、本業を通じた様々な活動をしています。
　荒井功社長（写真右）が手にしているのは、今年 10 月同社が発刊した「仙客亭柏琳…翻刻全集」。

今 　号
の

表　紙

神奈川県印刷工業組合　理事長

杉 山 昌 行

平成 29 年新年のご挨拶　　　　　

　新年あけましておめでとうございます。組合員の皆様並びに関係者の皆様におかれましては、

旧年中は組合運営に格別のご支援ご協力を賜りましたことに、厚く御礼申し上げます。

　2016 年の年明けは、世界同時株安ではじまり日本は戦後初の６営業日続落という波乱の幕開

けとなりました。4 月には熊本地震、6 月は英 EU 離脱、消費税 UP の延期、後半 11 月には米ト

ランプ次期大統領決定等々、例年になく大きな変化が続出した年となりましたが、そんななかで

も日本の景気は緩やかに持ち直していると考えられていました。

　しかしながら 12 月に入り、今までの原油安から一変して OPEC 合意による原油高に振れ、年

明けにはその影響が出てくるとみられています。もはや景気の力強い改善は期待し難いと見てお

かねばなりません。日本経済は、ますます世界の流れに押し流されやすい体質になっており、自

助努力ではコントロールできない時代が続くと思われます。

　このような中にあって印刷産業は、会社の規模や取り組む事業などが極めて多様かつ多彩では

ありますが、共通して求められていることの第一として、顧客、取引先、社員、地域社会など多

様なステークホルダーとの信頼関係こそがまず挙げられる数少ない職種であります。従って組合

が最も重点を置いて用意し取り組むのは、企業活動事業展開のなかでいかにそれらのステークホ

ルダーに機微に触れたアプローチができるかを見定め習得するための各種セミナーや研修会だと

認識しております。今の時代の考察を踏まえ、時代にそった事業運営をより適切に行うために、

できるだけ実践的な情報提供、研修機会の提供を心掛けているところでありますが、組合に所属

するメリットはそれらをいかに活用できるかにかかっているわけでありますので、ぜひ積極的に

参加していただきたいと思います。さらに難しくなる時代に共に共存して行くためにも、ぜひ、

組合の活動をご理解の上、主体的に関わっていただければと思います。

　終りに、皆様のご健勝と企業の繁栄を祈念申し上げ新年の挨拶とさせていただきます。
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　明けましておめでとうございます。

　旧年中は当連合会に格別のご支援とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

　昨年 10 月の「2016 全日本印刷文化典ふくしま大会」には、全国から 700 名を超える方々にお集ま

りいただき、全印工連の団結と協調、さらには将来の業界発展に向けての課題や方向性を確認すること

ができましたことは、全国の印刷工業組合の役員、組合員、関連業界の皆様のご理解とご協力の賜物と

深く感謝を申し上げる次第です。

　さて、昨年は、イギリスの EU 離脱やアメリカ次期大統領にトランプ氏が選ばれるなど、国際社会が

大きな転換期を迎える年となりました。国内では、リオデジャネイロオリンピックで日本選手団が大健

闘するなど明るいニュースもありましたが、熊本地震や台風による災害の影響や「爆買い」の一服、個

人消費の伸び悩みなど景況は依然として不透明感の残る年となりました。

　このような中、全印工連では昨年５月に「全印工連 2025 計画　新しい印刷産業へのリ・デザイン」

を発表し、私たち印刷産業が今後 10 年間、どこに目標を置き社会に貢献していくのか、そのためには

何ができるのかを基調に「環境コラボレーション」、「地方創生産業クラスター」、「女性活躍推進」、「ダ

イバーシティ」、「CSR 人づくり」の５つのテーマを掲げ、中小印刷産業のあらゆる可能性について模索

を始めました。本年は計画をより着実に進める年となります。５つのテーマを中心に、産業として取り

組むべき姿勢や進むべき方向性など具体的なプランを策定し、実践してまいります。

　社会の期待に応えていくことが印刷産業の使命であり、これを志として日本全国の組合員企業ととも

に共有し、自信を持って大きな一歩を踏み出す年にしたいと考えております。皆様には本年も一層のご

指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　2017 年が皆様にとって明るく希望に満ちた素晴らしい一年となりますよう心から祈念いたしまし

て、年頭のご挨拶といたします。

会 長

全日本印刷工業組合連合会

臼 田 真 人

新 年 の ご 挨 拶
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会 長

神奈川県中小企業団体中央会

森 　 　 洋

年 頭 の ご 挨 拶

　会員並びに関係者の皆様、明けましておめでとうございます。お健やかに平成 29 年の新春をお迎えに
なられたことと、心よりお慶び申し上げます。
　さて、昨年は６月に英国の欧州連合からの離脱が決まり、11 月には米国大統領選で共和党候補が勝利
するなど、予想外の展開に世界は驚くとともに、これまで以上に不安感、不透明感が漂う年となりました。
国内では、大手自動車メーカーの燃費不正表示問題など、企業のコンプライアンスが問われる事件が続発
しております。また、４月の熊本地震、そして今夏北海道に相次いだ台風、10 月には鳥取県中部を震源
とした地震の発生など、度重なる自然災害による地域経済への影響が懸念されます。更に、深刻な人手不
足、個人消費や国内投資の停滞が続き、中小企業、地域経済の本格的な景気回復とはなりませんでした。
このような状況下、政府は、景気回復途上の増税は「内需を腰折れさせかねない」として、消費税増税を
先送りし、また、脱デフレ、個人消費喚起から「最低賃金」が大幅に引き上げられております。一方、大
磯町に住む東京工業大学の大隅良典栄誉教授が、ノーベル生理学・医学賞を受賞し、国内、地元は喜びに
沸きました。
　新たな年を迎え、いよいよオリンピック・パラリンピック、ラグビー W 杯に向けた準備が本格化して
まいります。道路や競技施設の整備、ホテルの建設など、まちは、目に見える形で変ぼうをとげていくこ
とと存じます。中小企業にとっても様々なチャンスが訪れることでしょう。
　皆様におかれましては、「中小企業等経営強化法」をはじめとする各種支援施策を最大限活用し、協同
の精神の下、「連携」をキーワードに、経済の好循環を神奈川県より実現させるため、経営基盤の強化に
よる本業の成長と経営革新、付加価値の創造に取り組まれ、この変化の激しい時代を乗り切っていただき
ますよう心より念願するものであります。
　本会では、神奈川県の補助支援メニューはもとより、中小企業連携組織の専門支援機関として中小企業
の真価を存分に発揮していだだけるよう、全力でご支援する所存です。特に、平成 24 年度より５年連続
の補正事業で、延べ約 1,900 社の支援実績のある「ものづくり補助金事業」については、今回も神奈川
県地域事務局として事業を推進して参ります。　
　中小企業・小規模事業者の存続、振興と持続的発展に向け、きめ細やかな経営支援に努めて参りますの
で、皆様には、昨年に変わらぬご支援、ご協力をお願い申し上げ、年頭のご挨拶といたします。
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「みのりの文化～印刷業界の豊穣なる大地を求めて～」

神奈川県印刷工業組合

　「2016 全日本印刷文化典ふくしま大会」（全日本
印刷工業組合連合会・東北地区印刷協議会・福島
県印刷工業組合主催）が、10 月 21 日・22 日に福
島県郡山市のホテルハマツで開催され、全国組合
員のほか来賓、関連業者を含め 710 名が出席した。
東北６県が１つとなり、東日本大震災発生時に全国
の仲間から届いた多くの支援に対して感謝の思いを
伝えるとともに、原発問題や風評被害を抱える福島
県の安心・安全を強く訴えた。
　記念式典では、東北地区印刷協議会の藤井会長
が開会宣言。国歌斉唱に続けて開催工組を代表し
て佐久間福島県印工組理事長が歓迎挨拶で「ふく
しま大会は全国の仲間から届いた復興支援に対し、
少しでも恩返しをしたい、そんな福島の思いと東北
の思いを１つにした大会である。また、福島は今も
風評被害で苦しんでおり、福島の安心・安全を感じ
てもらいたい思いがある。ぜひ皆さんの目で福島を
確認してもらいたい。」と述べた。
　続いての式辞で臼田全印工連会長は、「今大会の
テーマである『みのり』を、より大きく確実なもの
にするため、全印工連は業態変革から 2025 計画
へと提言を続けており、2025 計画の中心となる業
界の持続的成長及び発展を目指すための戦略を示
すとし、この大会は全印工連の進める『志』あふ
れる印刷産業にするための大会になる」と述べた。
来賓祝辞は、経済産業省の世耕弘成大臣（代読）、
郡山市の品川萬里市長が述べられた。その後、表

彰式となり、印刷産業発達功労者顕彰、組合功労
者顕彰、優良従業員表彰の各受賞者に表彰状と記
念品が贈られた。
　「印刷文化典宣言」は、福島工組の渡辺泰子氏が

「我々が培ってきた印刷の文化に誇りを持ち、先人
達が育ててきた大樹に新たな『みのり』の果実を
実らせることをここに宣言する」と宣言し、全会一
致でこれを採択した。
　全印工連メッセージで改めて登壇した臼田会長
が、「全印工連 2025 計画 新しい印刷産業へのリ・
デザイン」の概要について説明した。
　記念講演、記念パーティ、翌日の全印工連フォー
ラムを経て、大会は盛況のうちに幕を閉じた。次回
開催は 2018 年 10 月５日・６日に「2018 全日本印
刷文化典高知大会」を予定している。

2016　全日本印刷文化典ふくしま大会　全国から 710 名が参加
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　全国印刷緑友会は、全国の意欲的な青年印刷人
の有志グループ相互の緊密な連繋と交流を通じて、
一個の人間として研鑽陶冶に努め、ひいては印刷産
業の発展向上に寄与することを目的とする有志の会
です。大会においては経営研究・技術研究などのた
めの講演会、座談会、見学会などを催し、セミナー
においては経営研究、自己研鑽などのための講演
会、座談会などを実施しています。あわせて会員相
互の親睦を深め、交流および情報の交換をしてい
ます。印刷産業人の有志グループ単位をもって構成
される各グループの会員は、全員緑友の仲間です。
　現鹿児島県印刷工業組合の岩重理事長、現大阪
府印刷工業組合の作道理事長などは緑友会会長経
験者で現在の県工組の理事長を務められています。
また、神奈川県では 2 代幹事長（現会長職）に大
川俊郎さん、また 8 代幹事長に大川英郎さんが 過
去に緑友会のトップを務められています。現在、神
奈川県としては神奈川正和会が加入グループとして
活動を行っています。
　この度、2016 年 10 月 29 日、大阪府内の大仙
公園・黒門市場・なんばグランド花月の３会場にお
いて、ギネス世界記録への挑戦イベントが催されま
した。ここで挑戦した記録名は、
　「同時に互いのＴシャツにサインをする最多数」
　「Most People Signing Each Other's T shirts 　
　Simultaneously 」
です。

　「第 58 回全国印刷緑友会｜大阪大会」というイ
ベント内で挑戦がとりおこなわれたのです。
　今までの記録自体は 2016 年にインドで達成さ
れた 500 人でしたので、今回の記録は 38 人上回
る記録を出し、538 人記録更新 !!　ということにな
りました。
　538 人が集まること自体、容易なことではないの
で、これを大阪の地で記録更新できたことは、非
常に素晴らしいことだと思います。神奈川正和会か
らも 18 名がこのイベントに参加し、記録達成に貢
献いたしました。
　今回のテーマである「商は笑にて勝なり」と高ら
かにうたう開催地大阪の印刷青年人の想いが、まさ
にこの記録挑戦を通じて、実現したのだと思います。
ギネス世界記録への認定、おめでとうございます！

全国印刷工業健康保険組合
郵便番号 104-8250  東京都中央区新川 1-5-13

URL http://www.insatukenpo.or.jp

Tel 03(3551)9301   Fax 03(3555)3089

明日への健康 安心の印刷けんぽ

印刷健保は、中小印刷産業に携わる被保険者とそのご家族の医療のセーフティー
ネットとして、また、皆さんの健康を守ることを第一に考え、健康づくり支援事
業に積極的に取り組んでいます。

大阪大会にてギネスワールドレコード !!
第 58 回全国印刷緑友会　開催
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　平成 28 年６月 10 日に黒岩祐治神奈川県知事
より平成 28 年度神奈川県県民功労者表彰を受賞
した当組合の杉山昌行理事長の受賞祝賀会が、杉
山理事長が社長を務める山協印刷㈱が所属する湘
南支部の発起、主催により、11 月 24 日（木）、
平塚市のサンライフガーデンホテルで盛大に開催
されました。

　午後６時、湘南ケーブルテレビ村上実樹アナウ
ンサーの司会進行により開宴した祝賀会は、神奈
川県議会森正明議長、落合克宏平塚市長、平塚商
工会議所常盤卓嗣会頭を筆頭に多数のご来賓が駆
けつけてくださったのをはじめ、印産協賛助会員
を中心とした関連会社各位、平塚ロータリークラ
ブ会員各位、当組合役員、湘南支部組合員などと
併せておよそ 130 名が出席する華やかなお祝い
の催しになりました。
　まず、発起人を代表して中島正彦湘南支部長が

神奈川県印刷工業組合

湘南支部が杉山理事長の県民功労者表彰受賞記念祝賀会を開催
森県議会議長、落合平塚市長、常盤平塚商工会議所会頭を筆頭に
130人で盛大にお祝い

挨拶に立ち、この表彰が「多年印刷業に携わると
ともに神奈川県印刷工業組合理事長等を歴任し組
織の充実強化と経営の安定化に優れた成果をあげ
るなど産業の振興に尽くした功績」を顕彰されて
のものであることを報告、栄えある受賞は支部の
誇りでもあり今後のますますの活躍への期待がき
わめて大きいと讃えつつ、多数のご来会に謝意を
表され、表彰の推薦母胎である当組合を代表して
登壇した江森克治副理事長は、杉山理事長の功績
をあらためて紹介するとともに、組合運営に発揮
されている手腕と人柄に触れ、包み込むようにし
てまとめてくれている杉山理事長の高いリーダー
シップを紹介、披露しました。

　続いて、ご来賓を代表してお三方から祝辞があ
り、地元平塚市選出の森県議会議長からは「すぐ
れた経営手腕によって地域を代表する企業へと躍
進されているばかりでなく、地域における面倒な
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仕事を率先して引き受けるなど平塚市の活性化へ
の貢献が顕著であることは誰しも認めるところ」
であること、落合平塚市長からも「地元の杉山さ
んの受賞はこのうえない喜びであり、とりわけ時
代に即応して新しいサービに次々取り組まれてい
る判断力実行力はこれからの地元産業の範として
貴重な存在」であること、また常盤商工会議所会
頭からは「杉山さんの卓越したリーダーシップが
どうしても必要で商工会議所副会頭を引き受けて
いただいた。杉山さんがいてくれてほんとうに心
強い。共に力を合わせて地域のためにますます貢
献したい」と、それぞれのお立場から地元におけ
る日ごろの評価の紹介や讃辞が相次ぎました。
　また、河野太郎衆議院議員からはお祝いのメッ
セージが、中曽根康弘元総理、中曽根弘文自由民
主党「中小印刷産業振興議員連盟」会長、神奈川
県産業労働局渡邉正義産業部長を始め多数の方々
からは祝電が届き、会場に披露されました。

　湘南支部から記念品、お嬢さんとお孫さんから
花束が贈られた杉山理事長は、「受賞は身に余る
光栄ですが、ひとえに業界の多くの諸先輩、地元
の仲間のご指導、良きアドバイスの賜物、ただた
だ皆様に代わっての受賞です。このことを肝に銘

じ、今後も微力ながら、最大限の努力を注いでの
組合活動、企業活動を通じて、少しでも業界や地
元の平塚の発展に貢献できるよう頑張っていきた
い」と新たな決意を述べ、来会の方々に感謝の意
を表されました。

　次第は、神奈川県印刷関連産業協議会名誉顧問
の加藤元弥神奈川県議会議員のご発声による乾杯
から懇談へと進み、地元が生んだビオラとピアノ
の姉妹デュオ＜マリエリカ＞によるアトラクショ
ンなどもはさみながら、なごやかな交歓の輪の拡
がりのなか、湘南支部小野聡副支部長の中締めの
ご挨拶まで祝宴が繰り広げられました。
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お問合せ先　〒 241-0815  神奈川県横浜市旭区中尾 2-4-1　TEL 045-363-1231    FAX 045-362-7141

　「今の仕事のスキルを高めたい」「会社の新部門を担うため新たな技術を身につけたい」「会社に人材とし
て期待されるよう専門的なスキルアップをはかりたい」「会社が外注している仕事の内製化に寄与するため
に新知識新技術新資格を習得したい」
　在職者のこのようなニーズに応えるために、産業技術短期大学校では、さまざまな専門分野のセミナー
を開催しています。神奈川県立産業技術短期大学校は、神奈川の先進的産業を支える実践技術者の育成と、
県内における職業能力開発の中核施設として産業発展への寄与を目的とした短期大学校ですが、新入学生
のための通年カリキュラムの他に、在職者のためのセミナープログラムの充実に努めており、たとえば、
次のような研修分野があります。
■情報
　アプリケーションソフト活用（表計算ソフト、VBA プログラミング、データベース等）
　ホームページ制作
　プログラミング（ＪＡＶＡ原語プログラミング、デザインパターン等）
■デザイン
　カラーコーディネート
　グラフィックデザイン（グラフィックソフト、画像処理ソフト、３次元モデリングソフト）
■管理・経営
　問題解決（職場の問題把握、ＱＣ七つ道具、ヒューマンエラー、クレーム対応、５Ｓ等）
　生産・工程管理（改善、生産管理、コスト意識等）
　リーダー育成（自己開発、リーダー実践学等）
　女性管理職
　マーケティング（企画力アップ等）
　セミナープログラムは主要には夏期に集中していますが、折々追加講座も組まれていますので、注目し
てご検討ください。
　ちなみにこれから応募できるセミナーは下記のとおりです。

神奈川県立産業技術短期大学校による

在職者訓練セミナーのご紹介

 

№
区
分

セミナー名 内容(概要) 対象者 定員 実施日
応募

締切日
受講料

実施校
（申込先）

519

専
門
基
礎

データベースの構築活
用術

データベースソフトを用いて、商品管理、得意先、売上
データのテーブル作成やリレーション、クエリによる加
工等を構築する技法を学びます。
使用ソフト：Microsoft Access 2013

Windowsの基本操作がで
き、Accessで業務処理をし
たい方

10 2/1,2 1/17
 6,100円

要テキスト
産 業 短 大

520

専
門
基
礎

（New）
演習で学ぶ実践ＶＢＡ
プログラミング（データ
ベース）

データベースをExcel VBAによって操作する方法につ
いて、基本操作、リレーションシップ、クエリについて、具
体的な題材を用いて、演習を中心として学びます。
使用ソフト：Microsoft Excel 2016、Microsoft Access
2016

Windows、Excelの基本操
作ができ、ExcelVBAを用
いてAccessの処理をした
い方

15 12/19,20,21,22 12/2
 12,200円
要テキスト

産 業 短 大

521

専
門
基
礎

（Renew）
演習で学ぶＶＢＡプロ
グラミング（表計算）

Excel VBAを使ったプログラムの作成を通して、Excel
特有のオブジェクト、プロパティ、メソッド、制御構文など
について、具体的な題材を用いて、演習を中心として学
びます。
使用ソフト：Microsoft Excel 2010

Windows、Excelの基本操
作ができ、関数の使い方
がわかる方で、Excel VBA
を活用したアプリケーション
開発に興味のある方

15 2/22,23 2/7  6,100円 産 業 短 大

522

専
門
基
礎

（Renew）
演習で学ぶJavaで作
るWebアプリケーション

Java言語を用いて、Webアプリケーション構築に必要な
JavaサーブレットやJSPについて、具体的な題材を用い
て、演習を中心として学びます。
使用ソフト：Eclipse 4.6

Windowsの基本操作がで
き、C言語などのプログラミ
ング経験がある方で、Web
アプリケーション開発に興
味のある方

15 2/1,2 1/17  6,100円 産 業 短 大

523

専
門
基
礎

表計算ソフトの関数機
能を用いたデータ処理
の活用

各種の事務業務で作成する書類(請求書、賃金計算書
等)を題材として、表計算ソフトの関数を用いたデータの
集計や管理、分析等の処理方法を学びます。
使用ソフト：Microsoft Excel 2013

Windows、Excelの基本操
作ができ、表計算ソフトに
関するスキルアップをめざ
す方

20 1/18,25 1/5
6,100円

要テキスト
産 業 短 大

524

専
門
基
礎

表計算ソフトの関数機
能を用いたデータ処理
の活用

各種の事務業務で作成する書類(請求書、賃金計算書
等)を題材として、表計算ソフトの関数を用いたデータの
集計や管理、分析等の処理方法を学びます。
使用ソフト：Microsoft Excel 2013

Windows、Excelの基本操
作ができ、表計算ソフトに
関するスキルアップをめざ
す方

20 3/8,15 2/21
6,100円

要テキスト
産 業 短 大

933

専
門
基
礎

ISO9001及び
ISO14001の内部監査
員2015年版差分解説
講座

ISO9001：2008及びISO14001：2004に対する2015年
版の変更点について学びます。

ISO9001：2008及び
ISO14001：2004の内部監
査員養成講座を受講済の
方

20 12/20,21 12/5 6,100円 産 業 短 大

管理・経営・階層別 分野

情報 分野
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　株式会社協進印刷では社員教育の一環として、今年度入社した２名の新入社員が身の回りにある様々な
社会課題に目を向け、自分たちができることは何かを考え、解決に向けて行動することを目的に「１年生
プロジェクト」を実施しました。
　２人とも学生時代にはデザインを学んでいたため、当事者として身近に感じていた「デザイナーの教育
と就職」をテーマに、学校・学生へのアンケート、学生へのインタビュー、就職１年目の卒業生へのアンケー
トを行い、デザインを学ぶ学生がどんな課題を抱えているのか、学生に必要な情報は何かなどを分析しま
した。その分析結果から今学んでいることが就職したらどのように役に立つのか、学生のうちに勉強して
おいたほうが良いこと、会社選びについてのポイントなどを自らの経験を踏まえて伝えるツールを作成し
ました。

プロジェクトの過程

プロジェクトを終えて

完成した就活ガイド
「E to R」

　この活動を通し、自身が就職活動や入社
後に感じたことを活かして、誰かのために
役立つものを作り上げることができ、達成
感を感じています。また、制作業務以外の
ことにも関わることができ、普段できない
ような様々な経験の機会をいただけてとて
も良い経験になりました。
　完成したパンフレットが、少しでも学生
さんたちの役に立てれば嬉しいです。

制作部　糸谷　泉美

　自分自身が就職して感じた学生時代との
ギャップや、もっとこういう勉強をしてお
けばよかったという思いを、これから就職
を控える学生の皆さんに伝えたくて、「デザ
イナーの教育と就職」をテーマに、自身の
経験を活かして学生と同じ目線になって考
えました。出来上がったパンフレットがデ
ザイナーを目指す学生への手助けになれば
嬉しいです。

営業部　本橋愛加

デザイナーを目指す学生の意識調査を実施
〜（株）協進印刷１年生プロジェクト〜

forDesigners
デザイナーを目指す学生のための就活ガイド

どこが違うの？
業種の違いについて
仕事にするって…？
専門職OB&OGに聞いてみました！！
私たちはこうだった！
会社選びのPoint!

製品ができるまで

制作お散歩マップ
印刷会社デザイナ

ー編

ソリューション
の検討 制 作 専門学校・大学

に配布予定

様々な社会課題の中
から自らの経験を生
かせる「デザイナー
の教育と就職」に決
定しました。

「印刷会社のイメー
ジ」や「就職活動で
感じたこと・不安」
などについて調査を
実施しました。

調査結果から、学生
が抱えている課題を
抽出し、ソリューショ
ンを検討しました。

インタビューなどを
元に原稿を起こし、
パンフレットを制作
しました。

12 月までに就職活動
を控える学生へ配布
を行います。

学生・学校アンケート
就職者アンケート・学生インタビュー取り組みテーマ決定

社会課題の抽出 調 査

事例報告

※このプロジェクトの報告書及び就職ガイド「E to R」のデータを組合員の皆さまにご提供いたします。ご希望の方は事務局まで。

組合員社における社員教育事例紹介
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■ 清掃サンタ

　本年は当日参加者も含めて約 300 名と、かな

りの参加者数となりました。当組合からは大川印

刷が参加し、10 コースに分かれて会場を中心に

みなとみらいを清掃しました。

　もえるゴミ：30.2kg　もえないゴミ：15.6kg

　缶・ビン：18.3kg　ペットボトル：9.4kg　合

計 73.5 ㎏のゴミを回収し、横浜にキレイをプレ

ゼントすることができました。

清掃サンタで横浜にキレイをプレゼント

たくさんの企業・団体からご提供いただいた

プレゼント

「横浜サンタプロジェクト2016」報告

　本年も組合員の皆さまから多くのプレゼントを

ご提供いただきまして、誠にありがとうございま

した。オリジナルのノートを制作してくださった

方もいらっしゃり、おかげさまで大盛況のイベン

トとなりました。

　当日は冷え込みが厳しかったものの、雲一つ

ない気持ちのよい青空の下で開催することがで

きました。8 回目の開催となった本プロジェクト

も、参加したサンタが 830 名と過去最高の人数

で、来場した方にとってにぎやかで笑顔あふれる

1 日となったと思います。

　早速、当日の活動のようすを、写真を交えなが

ら紹介いたします。

■ 訪問サンタ

　市内の児童養護施設など 7 施設を訪問しまし

た。当組合からは野毛印刷社と大川印刷が参加し、

ダンス・クリスマスカード作り・名刺作りなどを

行いました。子どもたちと一緒に楽しい時間を過

ごすことができ、皆さまからご提供いただいたプ

レゼントもお届けできました。

訪問サンタで子どもたちとダンス

12 月 10 日（土） パシフィコ横浜 円形広場
横浜サンタプロジェクト 2016 実行委員会　宇賀神　宏恵（株式会社大川印刷）
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名刺作りでたくさんのふれあいが生まれました

　2016 年は千葉でも「千葉サンタプロジェクト」

が発足しました。横浜だけではなくこの活動が広

まりつつあることも受け、今後も地域貢献の場と

してより一層の努力していく所存です。今後とも

皆さまのご協力の程よろしくお願いいたします。

最後になりますが、改めまして皆さまにご協力い

ただきましたことを、心から御礼申し上げます。

　　【横浜サンタプロジェクトホームページ】

　　　http://santa.yokohama/
　

■ 広場サンタ（ステージ・ブース）

　円形広場のステージでは、ヒーローショーや演

奏、子どもたちの歌やダンスが披露されました。

「子どもたちもサンタとなって笑顔をプレゼント

する場所」がコンセプトで、さまざまなパフォー

マンスで盛り上げてくれました。

　ブース企画も盛況で、当組合は野毛印刷社との

共同出店でクリスマスツリーのオーナメントづく

りとかるたを行いました。

広場サンタでは印刷工業組合のブースで

かるたを楽しみました

　横浜サンタプロジェクトは、プレゼントのご提

供や当日の参加だけではなく、企業や団体でのプ

ロジェクトへの協賛や実行委員会への参加も歓迎

しております。興味を持たれた方は次回ぜひ足を

お運びください。今回参加された方も 2017 年は

違った形で参加されてみてはいかがでしょうか。
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　当組合においては、組合員各社の福利厚生制度整備充実に役立てていただくため、独自に運営している設備共
済、全国組織である全印工連が展開する生命共済などの共済事業を運営していますが、この相互扶助に基づく共
済制度の一層の普及促進を図る為、今年度、「共済事業拡大キャンペーン」を実施しています。
　この制度は、明らかに割安で、必ず役に立つ制度です。
　スケールメリットを生かした本制度へのご加入をあらためてご検討いただけるよう、本制度の内容やメリット
等についてご説明させていただくため、地域担当の生命保険会社係員を訪問させますので、趣旨をご理解の上、
是非ご協力を賜わりたくお願いいたします。また、支部主催による説明会等の企画も検討されていますので、積
極的にご参加くださいますようお願いいたします。
　このキャンペーンにおける各支部担当の生命保険会社は、次の通りです。

　　　　　　　　　　　　　　設備共済　　　　　　　生命共済

　　　横浜中央支部　　　神奈川保険グループ　　　第一生命
　　　横浜横須賀支部　　神奈川保険グループ　　　ジブラルタ生命
　　　横浜北支部　　　　神奈川保険グループ　　　住友生命
　　　川崎支部　　　　　神奈川保険グループ　　　住友生命
　　　湘北支部　　　　　神奈川保険グループ　　　富国生命
　　　湘南支部　　　　　神奈川保険グループ　　　富国生命
　　　小田原支部　　　　神奈川保険グループ　　　第一生命

キャンペーン

組合共済制度ご加入のお誘い

訃
報

謹んでお悔やみ申し上げます。
横浜中央支部　　齊藤準一様　６７歳　平成２８年１０月２９日逝去　㈱神奈川新聞社　前社長

横浜横須賀支部　赤澤秀男様　７２歳　平成２８年１０月３０日逝去　㈱ Yuki Print　会長（組合参与）

平成29年1月11日現在　190社

１１月１０日	 三役会	 組合事務所
１１月１４日　	ＰＩＳＭ打合せ	 組合事務所　　　
１１月２４日　	理事会	 ホテルサンライフガーデン平塚
１１月２４日　	杉山理事長県民功労者表彰受賞記念祝賀会	 ホテルサンライフガーデン平塚	
１１月２５日	 印産協　理事会	 組合事務所　　　　　　　　　　
１１月２９日	 平成２８年度共済キャンペーン推進会議	 組合事務所
１２月　８日	 常務理事会	 組合事務所
１２月１０日　	横浜サンタプロジェクト２０１６	 パシフィコ横浜円形広場
１２月１６日	 印産協　総務・情報合同委員会	 かながわ労働プラザ
１２月２８日	 仕事納め
平成２９年
１月　４日	 仕事始め
１月１１日	 理事会 ( 予定 )	 ホテルプラム横浜　　　　　　
１月１１日	 印産協　賀詞交歓の集い	 ホテルプラム横浜

脱 退 横浜中央支部　　　㈲鈴木印刷所
横浜横須賀支部　　ＹＡＭＡＧＡＴＡ ＪＡＰＡＮ㈱
小田原支部　　　　㈲藤尾印刷所

組 合 員 の 動 き

2016 年度組合員名簿の修正
p. ３０　下段関連団体名簿の３段目　全国印刷工業健康保険組合のＦＡＸ番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　０３- ３５５１- ０６７３ →　０３- ３５５５- ３０８９
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ヨコのカギ 
１．日本刀──どこを握ります

か？
３． ２月の誕生石
７．蒸気機関やタービンも、これ

です。
９．舟の数え方は？
10．三月に琵琶湖周辺で吹き荒れ

る寒い風のこと。
12．ここに人類を初めて送ったの

は、アポロ１１号ですね。
13．税金を納めることです。
15．もうすぐ終わります。
16．しゃっくりが出るのは、○○

○○膜が突然収縮するせいで
す。

17．「○○三寸に胸三寸」…口と
心は慎みましょう。

18．「租」と呼ばれていました。
19．辞書で調べます。
20．「日本活動写真株式会社」が

原点です。
22．大笑い！

　　　　　　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 2017 年 1 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
天 ぷ ら や 和 え 物 に
フォークソング

タテのカギ 
１．「普通の人」という意味です。
２．時代劇の必需品。
３．「春眠○○○○を覚えず」
４．相手のを裏返したら勝ちです。
５．ズボンが長すぎるので、○○

をさばいてもらいました。
６．機転がききます。
８．ガソリンのことです。
11．音楽や図形、絵画などの知的

活動を司ります。
14．まわりみち
15．臭い物には…？
16．これが吹くとランナーに有

利？
17．習いたての方は、ここから…。
18．起承転結の構成をとる漢詩。

五言と七言とがあります。
20．これは、将棋の禁じ手の一つ

です。
21．○○浦々──いたるところに。



「確定拠出年金」は 公的年金を補完する積立年金です

「個人型」「企業型」確定拠

「確定拠出年金」は、公的年金を補完する積立年金です

国その他の公的機関が社会制度の一環として行う
「公的年金」

上乗せして給付を受ける「私的年金」のひとつです。

掛金掛金

掛金

掛金掛金

掛金毎月の掛金を
拠出します 運用

定期的に

年

税制優遇の主な

掛金掛金 掛金掛金掛金 掛金
定期的に

加入する 運用する

例えば30歳の社員

POINT1 【拠出時】

毎月の掛金

POINT2
運用期間中

税制優遇の主な

掛金は給与として扱わ
れないため、所得税・住
民税の対象にはなりま
せん（非課税）。

※ 企業が負担した掛金は
全額損金算入

運用益に対す
かかりません

※ 年金資産に対
法人税は現

全額損金算入

「お問合せ先」
TEL:045‐716‐0
FAX 045 716 0

確定拠出年金401Kは「個人型と
ご不明な点やご質問等、何なりと

お問合せ先」

株式会社神奈

FAX:045‐716‐0
E‐mail:info@k

確定拠出年金す

拠出年金をご存じですか？

基礎年金

厚生年金

確定拠出年金401K

2階

1階

3階
す。

年

公的年金のイメージ

年

金

原

資

掛金
累計

60歳以降
年金

もしくは
一時金で
受け取る

用商品は
に見直しましょう

年金資産残高

なポイントは３つ

に見直しましょう

る 受け取る

60歳

【運用時】 POINT3 【受取時】

受取りの際

なポイントは３つ

する税金は
ん（非課税）。

対しての特別
在凍結中です

年金なら「公的年金等控
除」、一時金なら「退職
所得控除」が適用されま
す。

0002
0005

と企業型」がございます。
とお問合せ下さい。

奈川保険グループ

0005
kanagawahoken.co.jp


