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　この大会は、昭和 29 年に第１回開催以来、皆さまに支えられ
て今回は 60 回目の節目の大会となりました。
　創設時は、「業界社員の親睦と体位の向上、更に純真なるスポー
ツマン精神を涵養し模範なる印刷社会人を育成することを目的と
する」で始まり、多くのチームの参加希望があり抽選で決めると
いうこともあったようですが、最近の子供たちの夢はスポーツで
はプロのサッカー選手になることらしいです。昨年の広島東洋
カープのリーグ優勝は、多くのカープファンに夢と希望と感動を
与えてくれました。やっぱり野球は素晴らしいスポーツです。出
場出来ない人も応援しましょう。来年は、あなたもチームを作っ
て参加してください。お待ちしております。この大会が今後も続
きますよう、皆さまのご協力と参加をよろしくお願いします。

「第 60 回記念　広島県印刷優勝野球大会」
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　最近の世界情勢は、アメリカのトランプ新大統領、イギリスのＥＵ離脱問題、そして、隣国の韓国、北朝
鮮の動きなど我が国にとっても緊張せざるを得ない状況にあり、日本経済は少し良い兆しが見えているとは
いえ、中小印刷業界においては、原材料費、人件費の上昇によるコストアップが大きく影響し、経営の安定
に向けてはほど遠く、引き続き厳しい経営環境にあります。 
　全日本印刷工業連合会は本年度、「志あふれる印刷産業へ、期待される価値を求めて」というテーマのもと、
ぶれずに、「印刷産業のより一層の存在価値を高める」ための諸事業に力強く邁進する。と基本方針を掲げ
ております。広島県印刷工業組合としても、一昨年発行された、10 年後の印刷産業の姿を描くとともに、
印刷業界の新たな事業領域を広く社会に示すための、「全印工連 2025 計画　新しい印刷産業へのリ・デザ
イン」を元に事業を展開していきます。
　「2025 計画」は、社会に期待され、働く人が誇りを持ち、印刷業を目指す若者が夢を持てる産業として、
印刷産業をデザインし直すことを目的として策定されました。私たちもこの提言にのっとって、自らの役割
や強み、目指すべき方向性などを今一度「リ・デザイン」し、積極的に発信していくことが必要です。
　今年も夢を語り合う情報の場「2017 印刷産業夢メッセ」を、「つながりという未来づくり」をコンセプ
トに、皆さまのご協力のもと開催いたします。製造業、サービス業、情報業の三つの特性を活かし「伝える
こと」の魅力を十二分に発揮し、顧客サポートのお世話役として、真にお客さまニーズに合ったワンストッ
プサービスを実践していくために、全国各地、世界各国の成功実践事例や業態変革実践のヒントとなる事例
を分かりやすく紹介するセミナーをメーカー・ベンダー様にお願いしています。ご期待ください。
 　組合の基本的機能は「連帯」、「対外窓口」、「共済」であります。
　「行動する組合」として、各種事業を展開し、有効情報、組合だからこそ話し合える情報を共有、個社の
特性を活かし、組合員皆さまが連携し、コラボレーションを発揮できるよう各委員会、各支部の組織活動強
化に努めてまいります。
　私たちが持つ「印刷の伝える力の底力」を発揮すべく、お互いに切磋琢磨し厳しい難局を乗り越えていき
ましょう。組合は、それをお支えするために昨年同様精一杯頑張ってまいります。
　また、本年は株式会社広島印刷会館が約 40 年歴史を刻んだ現在の場所から移転します。それに伴い広島
県印刷工業組合も引越をいたしますが、今後とも組合へのご理解、ご協力、ご支援をいただきますようお願
い申し上げます。

平成 29 年度　事 業 計 画　

～　基 本 方 針～
「つながり」という未来づくり

☎0829-55-2201
NTT印刷株式会社　広島工場
広島県廿日市市梅原1-3-2

ペーパーメディア デジタルメディア BPOサービス

NTTグループの総合印刷会社

お客様のご要望を満たす最適なソリューションをご提供します

20170516_いんさつ広島_W82H60_1c
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「役員会レポート」

「夢メッセレポート」

　４月 26 日 ( 水 ) KKR ホテル広島で午後３時から常任
理事会を、理事長、副理事長、常任理事及び理事顧問６
名が、続いて４時から拡大理事会が、理事、監事 16 名
が加わり 22 名が出席し開催された。
　まず、中本理事長から、「今日は第１回目ですが、早
いもので私が就任して約１年、あっという間でした。間
違いなく皆さんに支えられてきたと感謝しております。
全印工連の臼田会長も２年目に入り改めて基本方針を発
表されました。その中で会長が今年の２月、ヨーロッパ
に同業の印刷工場を視察に行かれた時の話で、人手不足
が大きくクローズアップされている。ヨーロッパでは
18 歳から 54 歳までの労働人口が不足しておりこの先
どういう対策をしていくか、ひとつは最低賃金、広島は
現在 793 円、日本の加重平均は 800 円。世界で見ると、
オーストラリアは 1,500 円で日本の約倍、フランス・
イギリスは 1,200 円で雇用。それだけの最低賃金で雇
用し生産性を上げ各社は利益を確保していかなければな
らないという話をされました。今後、ACT や AI をいか
にうまく利用して使って生産性を上げるかということで
す。成功している会社はそれらをいち早く取り入れて利
益を上げているということです。いま発表されている全

　４月 26 日 ( 水 ) 午後２時から KKR ホテル広島で県工
組、中国印刷機材協議会役員 16 名が出席し開催された。
中本実行委員長から「この夢メッセそろそろ決めていか
なければならないことがあります。そのうちの１日目の
基調講演ですが、昨日、全印工連で会議があった際に会
長に今年もお願いしますと正式にお願いしたところ快く
引き受けていただきました。ご報告をいたします。２日
目の基調講演については議題のとおりです。メーカー・
ベンダーさんの募集、チケットの販売については今まで

印工連「2025 計画」に、それぞれ独自性や専門性を磨
いていかなければならないねと言っている次第です。基
本方針では「志あふれる印刷産業へ、期待される価値を
求めて」というテーマのもと、ぶれずに、「印刷産業の
より一層の存在価値を高める」ための諸事業に力強く邁
進してまいります。と掲げています。それは、ぶれずに
印刷価値を高めていく、いわゆる皆さんから存在価値を
認められる会社は生き残っていける。ということです。
今日は来月に行われる総会に上程する、事業計画、予算
案を審議することになりますので皆さんのご協力をよろ
しくお願いします」と挨拶があり議題に入った。
議題
１．平成 29 年度通常総会議案書（案）の審議
　　平成 28 年度事業報告と平成 29 年度事業計画（案）
２．組合員の異動報告について
３．「2017 印刷産業夢メッセ」基調講演講師について
４．（公社）日本印刷技術協会 セミナーのご案内について
５．その他
　　平 成 29 年 度
　　行事予定表の
　　修正

同様に皆さんのご協力をよろしくお願いします」と挨拶
があり議題に入った。
議題 【2017 印刷産業夢メッセ】
１．２日目の基調講演講師正式決定について
２．出展・広告依頼の進捗状況について
３．その他

第１回常任理事会・拡大理事会開催

2017 印刷産業夢メッセ第３回三役会開催
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う発表がありましたけれども、我々中小印刷業界におき
ましては、回復の実感が乏しいというのが実情ではない
でしょうか。昨年、「人が真ん中忘れずに、デジタル活
かしたコトづくり」ということで活動をしてまいりまし
た。昨年の総会で喜瀬前理事長がご挨拶の中で「人が真
ん中ということを少し忘れてはいませんか」という話が
ありました。すべてが AI、AI と本当に変わってしまっ
たら、助けられてしまったら、今まで働いていた人はど
こに行くのかという話がありました。
　「職務構造に関する研究」が発表されまして、日本も
10 年経ちますと、日本の労働人口の約 49％は技術的
には代替わり、たぶん可能性が高いという発表が出まし
たそうです。技術的ではありますけれども、代替わりが
できる。職種的には、銀行員とか弁護士、税理士、そう
いったところがそういう職種になるそうです。
　一方 AI はどんなにレベルアップしても生き残れる業
種というものもありまして、具体的には対人関係での高
度なコミュニケーション能力が要求されるような業種。
難しい、分かったか分からないような話ではありますけ
どもそういったところが生き残れるという話がございま
した。
　人と人、そして人と社会をつなぐ情報コミュニケー
ション産業として、そしてモノを伝える役割と思ってお
ります我々の業界は、必ずや残るものと思っております。
　いろんな問題点はあります。特に労働力不足、そういっ
た問題。そして生産性の向上、働き方改革等々、問題点
はありますが、ぜひ我々は自信と誇りをもってしっかり
と前を向いてやっていくほかないだろうと思っています。
　そして、今年は「つながりという未来づくり」という
テーマを掲げて活動をしています。人と人がつながりま
すと反応が生まれます。そしてつながりが人やモノを強
くします。そして強いつながりがお客さまであったり地
域であったり、そして社員の幸せを創出しています。こ
の「つながりという未来づくり」、これをコンセプトに
いたしまして、今年 13 回目になります「夢メッセ」を
10 月の 20 日、21 日に開催する予定であります。ぜひ
レベルアップした、そして皆さまに有意義な「夢メッセ」
を開催しようと思っております。
　引き続きまして、皆さまからのご指導、ご鞭撻を賜り
ますことをお願いいたしまして、挨拶とさせていただき
ます。
　今日はよろしくお願いいたします。

　県工組の平成 29 年度通常総会は、５月 19 日（金）
午後４時 30 分から、リーガロイヤルホテル広島で組合
員 108 名（うち委任状 61 名）が出席し開催された。
　はじめに出席者全員により、昨年の総会以降物故され
た組合員のご冥福を祈り黙祷をささげた後、中本俊之理
事長が挨拶を行った。
　続いて、中川隆副理事長が議長
に選任され、本総会の出席者数が、
組合員の過半数出席により総会は
成立したことを宣言。議事に入った。
〔議事〕
第１号議案
　平成 28 年度事業報告承認の件
第２号議案
　平成 28 年度決算報告並びに剰余金
　処分（案）承認の件
　議長は、第１号議案、第２号議
案について、一括上程し事務局に
説明させた後、会計監査報告を蔵
田和雄監事に報告させた。これの
承認について議場に     
　諮り、全員異議なく承認された。
第３号議案
　平成 29 年度事業計画（案）の件
第４号議案
　平成 29 年度収支予算（案）の件
第５号議案
　組合借入金の最高限度額並びに一組合員に対する貸付
　最高限度額（案）の件
　議長は、第３号議案、第４号議案、第５号議案につい
て一括上程し事務局に説明させた後、議場に諮り、全員
異議なく承認された。
以上で、総会の議案全てを終了したので、議長は閉会を
宣した。
　この後、㈱広島印刷会館第 44 回定期株主総会が同会
場で、全 117 株主のうち、出席株主 87 名（委任状 48
名）が出席し開催された。

　早いもので、昨年、理事長に任
命されまして１年が経ちました。
あっという間の１年でありました。
こうしてやってこられましたのも、
まさしく皆さんに支えていただい
たお陰だと思っております。あり
がとうございます。
　さて、経済のほうは緩やかに景気が回復しているとい

通 常 総 会平成 29 年度

中本俊之理事長開会挨拶
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広島県印刷工業組合並びに関連業界懇親会

　県工組、広島印刷会館の総会が終わり、午後６時から
会場を変え、「広島県印刷工業組合並びに関連業界懇親
会」が総会、株主総会出席の県工組組合員 44 名と関連
業界等からの出席者 49 名、総勢 93 名が一堂に介し、
細川副理事長の司会で開催された。
　まず、中本理事長が挨拶、岩橋中国機材協議会理事長
の乾杯で始まった。

　ちょうど１年前、この総会、そして懇親会で理事長と
しての挨拶をさせていただいたのが、本当についこの間
のような気がいたします。本当にあっという間の１年
だったなというのが個人的な感想と思います。
　さて、昨日、内閣府のほうから１月から３月期の
GDP の速報値が発表されておりました。四半期で５期
連続のプラス成長というのが 11 年振りという非常に景
気のいい発表がございました。ただ、その内容を見ます
と、好調な海外経済に支えられた輸出が好調だと。それ
を主導しているのが輸出だと出ておりました。
　しかし、アメリカのトランプ新大統領の誕生や、イギ
リスの EU 離脱問題、ヨーロッパの主要国では大統領選
挙、アジアでは韓国で大統領選挙がありましたし、その
お隣の北朝鮮は何か不穏な行動が気になりますし、ます
ます緊張感が高まっているのかなと思っております。日
経平均株価も昨日一昨日で 350 円下がったと聞きます
し、今日も終値が 36 円プラスというようなことが出て
おりました。そして、今の株安もありますし、為替相場、
ドルのほうも今 111 円まで上がった。予想では 105 円
までというような声も聞こえています。そういった経済
的には不安定な要因が多いと思いましたが、国内のほう
もなかなか景気が緩やかに回復していると言っても、
我々のところはそういった実感が乏しいというのが現況
だなと思っております。
　私ども広島県工組は、今年度“「つながり」という未
来づくり”をテーマに活動をしております。今年 13 回

　宴は和やかに進み、約２時間があっという間に終焉を
迎え、喜瀬前理
事長の一本締め
で 締 め く く っ
た。

目になります「夢メッセ」、メーカー・ベンダーさまの
ご協力をいただいて、この 10 月 20・21 日に開催をす
る予定です。これはちょっと余談になりますが、全印工
連の主な年間行事スケジュールに、この「夢メッセ」が
出ています。なんとなく嬉しくなります。広島開催で
10 年を超えるというのは、やはりそういった一つの結
果が認められたのかなと今思います。そして、皆さんも
ご存じのとおり、会場にしております KKR ホテルが平
成 29 年度をもって閉鎖ということでございます。来年
はどうするのだということで、昨年の末から中国印刷機
材協議会の岩橋理事長と協議を重ねてまいりました。そ
の結果、広島ガーデンパレスに会場を移そうという話を
決めました。もちろん来年の話ですので、全くの予定で
すが、まずは会場を移すということを決めまして、そし
て「夢メッセ」も 10 回を超えたあたりからいろんな問
題点が出てきています。この会場変更を機会に、皆さま
とさらに協議を重ねていきながら、よりよい「夢メッセ」
を作っていきたいなと思っております。
　全印工連を始め、残念ながらまだ県外の参加者が少な
いのが現状ですので、そういった県外の工組や関連会社
の方にもしっかりとお声掛けをさせていただきながら、
ますます盛り上げていきたいなと思っております。
　本年度も我々県工組は、しっかりと前を向いて頑張っ
ていこうと思っておりますので、皆さまには引き続きま
して、ご理解とご協力のほどよろしくお願いをいたしま
す。今日、この懇親会はしっかりと皆さんと懇親を深め
てよりよい懇親をしていきたいと思っておりますので、
併せてよろしくお願いをいたします。

中本理事長開会挨拶
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　第 60 回記念広島県印刷優勝野球大会（主催／広島県
印刷工業組合）は、13 チームが出場し、５月 14・21
日（日）に開催された。
　大会は、１日目に安佐北区・太田川河川敷グランドで、
予選リーグを３グループのリンク戦方式で 13 チームが
各２試合戦い、２日目の決勝トーナメント出場の上位４
チームを決め、２日目は草津公園野球場で、準決勝、決
勝戦を行なった。
　１日目は昨年同様好天の五月晴
れ、午前７時 45 分に参加 13 チー
ムの選手が整列、開会式が挙行され、
花田新大会運営委員長が、「この晴れ
渡った良き日に 60 回の記念大会が
開催されることをうれしく思いま
す。60 年を振り返ってみますと昭和 29 年９月に第１
回が始まりました。途中４年間不況等で中断がありまし
たが、皆さんの強い思いで 60 年プラス４年の 64 年間
続いてまいりました。その中で中国大会が７年ほど開催
されております。チーム数で言えば 30 チームを最高に
戦っています。また今回、急ではありますが、４月に大
会運営委員長を受ける事になりました。遅くなりました
がよろしくお願いします。60 回の記念大会ですが、急
なことでしたので 60 回としてのイベントが出来なくて
済みません。しかし、できるだけ多くのチームに参加し
ていただこうということで、組合、青年部等を通じて参
加協力をした結果、13 チームが名乗りを挙げられまし
た。その中で福山価値組委員会は 10 年ぶり、広島青年
印刷研究会は初出場になります。本当にいろんな方のお
力添えをいただいてこの大会が開催されておりますこと
を感謝いたしましてこの２日間頑張っていただきたいと

　今までより１時間早く８時 30 分から開始、Ａグルー
プ１試合目は、㈱インパルスコーポレーションと中本本
店㈱Ａが対戦。中本本店Ａが初回に２本のホームランで
３点先取、㈱インパルスもその裏３点を取り面白い試合
になるなと思った矢先、㈱インパルスが３・３・９点と
大量得点挙げ勝利した。２試合目は広島洋紙㈱と㈱ユニ

思います」と大会宣言挨拶を行った。
　国旗・大会旗掲揚、優勝旗返還に
続き中本大会会長が「昨年に続きま
して晴天になりました。まさしく野
球日和です。グランドを見ますと非
常にきれいになっています。それは、
今朝も早くから選手・役員・審判団の皆さんが整備・準
備をしていただいているからです。60 回の記念大会が
気持ちよく開始できるのもそのお蔭です。本当にありが
とうございます。60 回も続くというのはこの印刷業界
於いては他に例がないと言われており非常に誇らしいこ
とだと思います。野球を通して印刷組合、印刷関連業界
の皆さまの親睦と絆が深まりますよう、そして、この大
会が 70、80、100 回と続いて行きますよう願ってお
ります」と激励の挨拶を述べた。
　続いて、来賓祝辞が中国印刷機材
協議会岩橋理事長から ｢60 回とい
うのは本当に記念の大会だと思いま
す。
　本日は晴天で５月晴れの中で行わ
れるこの大会に参加できるというのは本当に素晴らしく
誇りにできるものだと思います。怪我をせず今後も続け
られるよう頑張ってください｣ とあり、木村審判長から
注意事項、福原委員から競技進行上の注意、中本本店㈱
近藤東峰選手による選手宣誓、長見みどりさんよるスト
レッチングの後、一柳委員の閉会宣言で開会式を締めく
くった。第１日目の試合を８時 30 分から、Ａグランド

（本部席場所） ・Ｂグランド、Ｃグランドの３会場で行っ
た。Ａグランドでは中本会長が始球式を行い戦いが始
まった。

バーサルポストＡが対戦、昨年覇者の広島洋紙が貫録勝
ち。３試合目は中国印刷㈱と㈱インパルスコーポレー
ションが対戦、引き締まった投手戦だったが僅差で中国
印刷㈱が勝利。４試合目は中本本店㈱Ａと広島洋紙㈱、
一時は中本本店がリードの場面があったが終盤に広島洋
紙が大量点を挙げ勝利。５試合目は㈱ユニバーサルポス

【第６０回記念 広島県印刷優勝野球大会】

㈱金陽社が１年ぶりに優勝
広島洋紙㈱は２連覇ならず！

㈱金陽社・中国印刷㈱・広島洋紙㈱・㈱ユニバーサルポスト B が準決勝へ1 日目

選手宣誓 長見みどりさん 始球式
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　大会２日目も好天に恵まれ、準決勝１試合目は、㈱
金陽社と中国印刷㈱の好カード。金陽社が２回までに
７得点と試合を優位に進め中国印刷の反撃を３点に留
め決勝へ。
　２試合目は、広島洋紙㈱と㈱ユニバーサルポストＢ。
両者初回に１点ずつ取り互角の展開、３回表に広島洋
紙の沖本選手によるあわや場外のホームランでが出る
と、その裏ユニバーサルポストは２点取得で逆転。し
かし、５回の表に広島洋紙の河野選手のランニングホー
ムランで同点。そのまま時間切れで勝敗はじゃんけん
となった。じゃんけんにもドラマがあり、ユニバーサ
ルポストが最初から３人続けて勝ち、もうこれは決まっ
たかなと思ったら４対４のタイに、９人目で勝利の女
神は広島洋紙に微笑み決勝へ。
　決勝戦は、㈱金陽社と広島洋紙㈱、１昨年の覇者と
昨年の覇者の戦いとなった。金陽社は３回まで毎回得
点の４点を取り試合を優位に進めてきたが、４回表の
広島洋紙の攻撃の時、ピッチャーの爪が前の回で割れ
て急遽のピッチャーが登板で四死球、パスボール、エ
ラー等で一挙にヒットなしで８得点と大逆転。しかし、
金陽社は５・６回に２点ずつ挙げ、いよいよ最終回。

金陽社はまず１点を取得し同点に、最後はランナー３
塁でバッテリー間のみだれによるサヨナラ勝ちで試合
終了。金陽社の１年ぶりの優勝。

▽優勝監督賞　　岡野洋祐 ( ㈱金陽社 )
▽最高殊勲賞　　岡野圭佑 ( ㈱金陽社 )　
▽最優秀選手賞　岡田雄太 ( ㈱金陽社 )
▽優秀選手賞　　井上暁央 ( 広島洋紙㈱ )
▽敢闘賞　　　　松田佳士 ( 中国印刷㈱ )
　　　　　　　　木村磨生 ( ㈱ユニバーサルポストＢ )
　引き続き閉会式が行なわれ、中本大会会長から優勝、
準優勝、それぞれ表彰状・優勝旗・楯・トロフィーなど
が、また、個人賞の各賞を各選手に贈られた ( 今年から
決勝戦の前に三位チームの表彰開催 ) 。今年で役員を勇
退される橋本大会顧問より講評、宮本副委員長の謝辞、
山下委員の万歳三唱、森委員の閉会宣言で、第 60 回記
念広島県印刷優勝野球大会の全ての行事を終了した。

 中国印刷㈱惜しくも敗れる ㈱ユニバーサルポストＢが検討（じゃんけんで敗れる）２日目

トＡと中国印刷㈱、ユニバーサルポストＡは年齢と体格
で疲れが出てみごとに完封負けとなった。その結果、２
勝した広島洋紙㈱と中国印刷㈱が準決勝へ。
　Ｂグループ一試合目は、広島印刷㈱と㈱金陽社、金陽
社が小刻みに点を重ね勝利。２試合目はイケダ㈱と㈱ア
ドプレックス、アドプレックスが終盤に３点を挙げ勝利。
３試合目は、広島印刷㈱と㈱アドプレックス、広島印刷
が小刻みに点を挙げ勝利。４試合目は、㈱金陽社とイケ
ダ㈱、金陽社が２回に大量８点を取り勝利。結果、２勝
した㈱金陽社が準決勝へ。

　Ｃグループ１試合目は、今年初参加の広島青年印刷研
究会と中本本店㈱Ｂ、広島青年印刷研究会が初回から大
量得点を重ね勝利。２試合目は㈱ユニバーサルポストＢ
と 10 年ぶりに参加の福山価値組委員会、その福山価値
組委員会は２点先取で士気は上がったがユニバーサルポ
ストＢは毎回得点で勝利。３試合目は広島青年印刷研究
会と福山価値組委員会、乱打戦の末に福山価値組委員会
が勝利。４試合目は㈱ユニバーサルポストＢと中本本店
㈱Ｂ、ユニバーサルポストＢは大量点を挙げ勝利。結果、
２勝したユニバーサルポストＢが準決勝へ進んだ。

優 勝

7 3 33

10 9
第
2
日
目

㈱金陽社

㈱金陽社 中国印刷㈱ 広島洋紙㈱ ㈱ユニバーサルポストB

広島洋紙

金 陽 社

0 0 0 8 0 1 0

1 1 2 0 2 2 2X
9

10

優勝監督賞 優秀選手賞

敢闘賞 敢闘賞 準優勝の広島洋紙㈱の皆さん

いつも大変なお世話をしていただいている役員の皆さん

最優秀選手賞・最高殊勲賞
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◎ 組合のうごき

　 　　　　 　〃　　　　 　　2日目　　　

第60回記念
広島県印刷優勝野球大会　　　1日目14日

青年部会総会

ダイバーシティ推進委員会
12日

５
　
月

６
　
月

21日

19日

25日

メルパルク
広島

草津公園
野球場

太田川Ｇ

東　京

29日 2017印刷産業夢メッセ第4回三役会

平成29年度広島県印刷工業組合通常総会
㈱広島印刷会館　第44期定時株主総会

印刷会館

2日 経営革新マーケティング委員会 山　形

事業承継セミナー
中国地区印刷協議会(上期)

松　江9日

12日 産業戦略デザイン室会議

2017印刷産業夢メッセ第5回三役会、
第2回常任・拡大理事会、
事業承継セミナー、常設委員会合同開催

東　京

常任役員会、通常総会 アジュール
竹芝

リーガロイヤル
ホテル広島

28日 KKRホテル
広島

事務局だより

　５月 18 日 ( 木 ) に福山支部価値組委員会の５月（第
171 回）例会を開催しました。今回は、特殊紙のメーカー
の平和紙業さんにコーディネイトしていただいての特別
講座「デザイン力と文化性でビジネスの拡大をはかれる
か」。セミナー例会でした。
　岡さんは、私たちがまだ駆け出しの頃から平和紙業さ
んで紙の設計（風合いとか色とか）をされてた紙業界で
は珍しい存在のデザイナーさんだった方。御歳 77 歳！
今は退職されて、大学で客員教授としてデザイン学を学
生さんたちに教えられているとの事。
　今回、一緒に受講した方たちがどう受け止められたか
ですが、文化論からビジネスを語られて、感性とか感覚
的なものを、すごく分りやすくテキスト化というか、言
語化されてお話してくださって、ストンと入ってくる。
個人的にもすごく興味深く聴かせていただきました。そ
んなお話の中で印象に残っているものがあります。「いろ
んな事が劇的に変化していっているこの時代に大切にし
てほしいのはロジカルな…論理的なことはもちろん大事
だ。だけど、それだけじゃなくて、それにプラスしてデ
ザイン感覚というか、美しいと感じる心を持つ事。モノ
と文化・思想を合わせること。」そうおっしゃられて、そ
うか、そうだよなって思いましたし、勇気が湧いてきま
した。まさに大学の講義を聴かせてもらった感じでうれ
しかった。
　いっぱいいろんな話をしてくださって、時間が足りな
くなってしまい、全スライドのうち、半分くらいまでし
か辿り着かなかったとおっしゃられてましたが、私たち
もまだまだお聴きしたかった。また再度企画できたらい
いなと思った講
演で、皆さん前
のめりになって
受 講 し た セ ミ
ナー例会でした。

（浅田）

「デザイン力と文化性でビジネスの　　　　　　　　　　拡大をはかれるか」

【福山支部５月例会】 ◎組合員の異動
【加　入】　　商　　号　株式会社ポップジャパン

　　　　　　加入年月　平成 29 年４月 ( 広島北支部 )

福山支部だより

平成 29 年度の中元組合融資を取り扱います。融資を
ご希望の方は県工組事務局までご連絡ください。
融資条件等は次のとおり
・融　資　額　：　100 万円
・申込締切日　：　６月９日（金）
・融資予定日　：　７月３日（月）
・連　絡　先　：　県工組事務局
　　　　　　　　　　TEL082 － 293 － 0906

中元組合融資のご案内


