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第14回 2018印刷産業夢メッセ開催にあたって

常任理事会・支部長会・拡大理事会開催

上期中国地区印刷協議会各委員会報告

第１回 常設委員会合同開催

災害義援金のお礼

技能検定プリプレス(ＤＴＰ作業)実施に向けて

新役員紹介　中国印刷株式会社　室井 哲史 氏

第３回 ２０１８印刷産業夢メッセ組織委員会開催 

事務局だより

　今年は、７月に入り異常気象による暑さ、それに追い打ちで
豪雨による大災害、台風も東から西へと通常より逆に進んだり
でびっくりです。一昔前までは、気温が 30 度から 33 度ぐら
いになると暑いと言っていましたが、最近 35 度ぐらいは普通
で、40 度近い温度があっちこっちで発生しています。世界で
は熱波、地震、火山の爆発や山火事と、いたるところで災害が
発生し、“ 変 ” です。
　９月は台風シーズンですが、「もう終わりにしよう」と言いた
いです。災害は自分自身に降りかかって、初めて日頃の “ 詰め
の甘さ ” や “ 用心 ” に気づかされ、誰にも言っていくところが
ない、事の重大さが身に染みます。
　秋は、スポーツ、読書、食欲、旅行、自分の好きな “ 秋 ” を
過ごされたら如何でしょうか。

涼しくなーれ！今年の夏はとにかく暑かった！
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　７月の西日本豪雨の影響で、日銀広島支店による広島県の景況判断は「基調としては緩やかに拡大し
ているとみられる」に引き下げられました。国内の景気は緩やかに回復しているとの発表がありますが、
国内需要を市場としているわれわれ中小印刷業界においては回復の実感が得られていない状況で、個人
消費が伸び悩み消費マインドの回復度合いが低迷するなど、相変わらず厳しい経営環境にあります。
　このような中で印刷産業夢メッセは第 14 回を迎えます。今年は初めて夢メッセのテーマを実行委員
から募集し、「印刷の価値を共有しあって人づくり」に決まりました。印刷業界が夢のある、元気のあ
る産業として発展していくきっかけになることを願って新たに「夢メッセ組織委員会」を開設し、会場
を広島ガーデンパレスに移して心機一転、夢メッセをさらにレベルアップするために協議を重ね取り組
んでまいりました。
　毎回人気の基調講演ですが、1 日目は全日本印刷工業組合連合会会長臼田真人氏による講演です。私
たちが担ってきた「印刷」はこれからどうなるのか。社会がどのように変化しようとも私たちは「幸せ」
になるために生き続けます。一人ひとりの「幸せ」を紡ぐ産業として、過去、現在、これからも人々の
幸せをつくり続ける印刷産業を定義する「Happy Industry」を実現する方策について講演していただ
きます。
　2 日目はあなたの心を、人生を、もっと笑顔に…。「Sorriso」代表戸谷有里子氏です。景気回復や少
子高齢化による人手不足解消は中小印刷業界において深刻な課題であり、このような雇用環境において
ダイバーシティ経営の取り組みは急務です。人材育成や活躍推進の具体的な方策について講演いただき
ます。
　今年も公益社団法人日本グラフィックデザイナー協会（JAGDA）広島地区様のご協力により、広島
県内の大学・専門学校の学生が描いた「広島平和ポスター学生コンペティション 2018」の入選作品
15 点を展示します。このコンペティションは広島でデザインを学ぶ学生が作品を応募する数少ないコ
ンペです。平和への熱い想いを世界へ伝えたいという学生たちの作品をぜひご覧ください。
　ほかにもビジネスやクリエイティブのヒントが盛りだくさんの多彩なプログラムをご用意しています。
印刷の価値を見直し、人々がつながることによって、今日より明日、明日よりその先の未来に「幸せ」
が見えるような新しい価値が生まれることを、同時に、そのような価値を創造できる人たちがここ広島
から生まれることを願っています。

現在と未来と夢を語り合う情報交流の場

「第 14 回 2018 印刷産業夢メッセ」

印刷の価値を共有しあって人づくり

10 月 26 日（金） ～ 27 日（土） 
広島ガーデンパレスにて開催

「印刷道」、お客様に寄り添う道づくり

実行委員長　中本 俊之

情報/文化/創造
とんがったマルで未来を見つめる

E-mail：info＠sskp.co.jp 　http：//www.sskp.co.jp
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　８月 10 日（金）午後１時から、広島ガーデンパレス
で常任理事会、午後２時から第１回の支部長会が行なわ
れ、今年の夢メッセの入場券販売を支部長にご協力のお
願いをした。午後２時 30 分から拡大理事会が開催され、
常任理事会には理事長、副理事長、常任理事７名が、続
いて拡大理事会には理事、監事 15 名が加わり 22 名が出
席した。拡大理事会では、この度の西日本豪雨災害に遭
われた多くの犠牲者に対し哀悼の意を表し黙祷を行った。
　中本理事長から「この度の災害には、組合員も被害に
遭われております。改めてお見舞い申し上げます。全印
工連から広島県工組が６社、愛媛県工組が２社と発表し
ております。私も被害を受けられた会社に見舞いに行き
ましたが、本当に厳しい状況だなと印象を受けました。
未だ１か月しか経っていませんが今日もこうして出席い
ただきまして本当にありがとうございました。今後も皆
さまのお役にたちますように、組合としても精一杯頑
張ってまいりますので引き続きご協力をよろしくお願い
します。本来この拡大理事会は、６月 29 日の中地協の
報告を７月 12 日にする予定でしたが今日になりまし
た。後程各委員長からご報告をさせていただきます。さ
て、先日全印工連の理事会で、平成 29 年度の経営動向
実態調査の報告がありましたのでご紹介します。回答事
業者数 387 社、有効回答数 289 社で昨年より 16 社減。
１人当たり売上高 18,155,000 円、2 年連続の減少。
生産方式ではオフセット枚葉印刷機が 65％、オフセッ
ト輪転機が 10％で両方ともマイナスになっております。
特にオフセット輪転機はこの 10 年間で 3 分の 1 になっ
たと言われています。そして調査開始以来、初めてデジ
タル印刷機が伸びて 11.4％になりました。収益性では
営業利益率は 3.0％、経常利益率は 3.7％と伴に２年振
りの改善です。それから安全性ですが自己資本比率が
43.3％で過去最高の数値で上昇。生産性では１人当た

り加工高 8,769,000 円です。最後に人的資源では、労
働困憊率が 54.5％です。以上は速報です。今年も 30
年度の報告がありますがご協力をお願いします。合わせ
て今年度は賦課金改定を事業計画に掲げております。今
後、算定データのご提出をお願いしますが、非常に大事
なデータですのでよろしくお願いします。そして、第
14 回の夢メッセが近づいてまいりましたが、ぜひ皆さ
まのご協力を得て成功裏に収めたいと思います」と挨拶
があって、役員でこの度の災害に遭われた、㈱ユニック
スの宇都宮社長と二葉印刷㈲の淺田社長のお見舞いに対
するお礼の挨拶があり議事に入った。
議　題
(1) 平成 30 年度上期中国地区印刷協議会報告
　　各委員長から簡単に報告
(2) 2018 印刷産業夢メッセについて
(3) 組合員の異動等
(4) 「印刷業界のための事業承継ガイドブック」について
　　参考冊子として組合員全員に配付
(5) 役員互助会会費収支報告書（28 ～ 29 年度分）
(6) 「平成 30 年７月西日本豪雨災害義援金」を
　　中国新聞社会事業団へ
(7) その他
　　「平成 30 年度組合員台帳調査」にご協力を
　　　　　　　　　　　　　（９月末締め切り）

「役員会レポート」

第４回常任理事会・第１回支部長会議・第３回拡大理事会開催

中国営業所
〒732-0824 広島県広島市南区的場町1丁目2-21 広島第一生命OSビル内
　　　　　　　TEL：082-264-6451　FAX：082-506-1757
本社/ホワイトカンバスMON-NAKA
〒135-0044　 東京都江東区越中島1-1-1 ヤマタネ深川1号館1階
                         TEL： 03-5621-8266   FAX： 03-5621-8379

　　　             　 
   

中四国支店 〒730-0802 広島市中区本川町2丁目6番11号
TEL 082（232）9261　FAX 082（292）5976

岡山営業所 〒700-0926 岡山市北区西古松西町5番6号
岡山新都市ビル704

TEL 086（245）1081　FAX 086（245）1326

高松営業所 〒760-0079 高松市松縄町1030番地6
サニープレイス松縄202

TEL 087（815）0634　FAX 087（815）1634
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　細川俊介委員長（広島）から、「事業承
継支援センターの相談件数等」は全体で
40 件の問い合わせ、１件の契約。次に「共
創ネットワーク通信」の配信は、48 回目
の配信で、紹介企業数が 69 社。「事業承
継ガイドブック」は、東京の経マ委員会が作成、マンガで
紹介し、わかりやすく簡単に伝わるように工夫。最後には、
実際に事業承継をされた印刷会社さんとか関連会社さん、
６社の実例が載っている。それと、「共創ネットワーク通信」
の登録は、無料で約 5,000 社の全国の会員に情報が発信で
きる、ぜひ活用をしていただきたいなどについて報告。

　中川隆委員長（広島）から、「GP 認定・
環境推進工場登録事業の取得状況及び
VOC 警報器の購入状況」で登録とまだ取
得をされていない人に販売促進を。次に、
「日印産連化学物質による健康障害のリ
スクアセスメントシートの普及」につい
て、日印産連が今年４月にオフセット印刷の事業者を対象
としたリスクアセスメントシートを作成し、ホームページ
上で公開。これはエクセルで数字を入力すれば工場内のリ
スクレベルが自動的に算出される仕組みになっているので、
リスクアセスメント対策がまだできていないという場合は
このシートをプリントアウトして活用してほしい。そして、
日印産連の GP 認定制度は現在印刷業界全体で 391 工場、
そのうち全印工連の組合員は 218 工場が認定。環境経営の
推進やリスクアセスメント対策、印刷産業環境優良工場表
彰の受賞にもつながるので、取得を目指してほしい。続いて、
「各種セミナーの周知・開催」では、環境セミナー、労務
セミナー、それから新しくモデル就業規則セミナーも開催
している。特に「知らなかったでは済まされない労働法と
労働基準法改正案」を引き続き今年度も行う。就業規則に
ついては、10 名以下の企業では就業規則を届ける必要がな
いが、人を雇用する以上は法律があるので、経営者がその
ことを知らなかったでは済まされないので、その辺を気を
付けなければいけないなどを報告。

　竹田圭佐委員長（山口）から、今年度
は組合員台帳調査票が２年に１回だが、
８月の上旬に各会員の方に届き、締切が
９月の 30 日、各工組へ提出。非常に簡
単なもので、やる気になれば 10 分か 15
分あれば十分できる。この組合員台帳調

査は、これを元に組合の事業を考え、皆様にどういう事業
を提供しようかという時の判断資料。そして、国がこれだ
け大きな組合数の規模の情報が集められるとこれはひとつ
の国としても指標になるということが理由。逆にそのこと
によって、印刷組合が国に対して存在感を発揮できる。そ
ういう大事な側面がこの調査にはある。この調査について
ご協力をお願いしたいと報告。

　新任の池上鎌三郎委員長（岡山）から、
「平成 29 年度技能検定製版 DTP 作業」
195 名が受検、112 名が合格。中国地
区は、広島県から３名の合格者。この「技
能検定製版職種 (DTP) 作業」の職種名
ですが、「技能検定プリプレス職種 (DTP)
作業」として改称された。そして、検定受検料も 29 年度後
期より 35 歳未満の受検者を対象に実技試験を最大 9,000
円の減額になった。１級は対象にならないが、２級は減額
の対象になる。次に、「新印刷営業講座・印刷営業士認定試
験」が新しく変わった。今までは見積もりだけの営業士と
いうイメージだったが、これに変わり、提案営業、プレゼ
ンテーションの知識とマーケティングの知識の習得に重点
をおいた。それから知識、試験では単語の記述問題の導入。
技能試験では従来の見積もり型に加え、提案型の営業を課
題として、マーケティング等に関する記述式問題を導入し
た。続いて、「全印工連特別ライセンスプログラム」、につ
いてはテクニカルセミナーを開催。講師料、交通費の負担
無しで、会場費も全印工連が５万円まで負担なので、各工
組で開いてほしい。また、金額はやはりこれが一番安い、
ぜひ引き続きよろしくお願いします。次に、「遠隔教育コン
テンツ」は、いろいろなセミナー等はわりと東京等で行わ
れることが多く、我々地方でも見られるようにできればな
という要望によってできたにも関わらず、なかなか広がり
がなく、視聴者数がかなり低い。短くてもいいので、ワン
ポイントで印刷機、例えば、現場はなかなか他の会社を見
られたりする機会が少ないので、ちょっとした印刷の技術
的なテクニックだったりとか、そういったものを配信して
くれればもっと興味が湧くのではないかと報告。

《経営革新マーケティング委員会》

●三役会直轄の機関で「幸せな働き方改革
　プロジェクトチーム」発足
●教育研修委員会の元に遠隔システムを
　本格的に推進

●「2018 全日本印刷文化典高知大会」の開催（10 月 5 日）
●現在６つの共同販売事業を行っており、当然、価格を優先にし、
　かなり組合メリットが発生している、非常に安価で素晴らしい
などの報告及び概況説明があった。

【上期中国地区印刷協議会各委員会報告】

各分科会の開催及び報告

《全印工連池尻淳一専務理事》

《環境労務委員会》

《教育研修委員会》

《組織共済委員会》
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第１回 常設委員会合同開催

各委員の 32 名の仲間が一堂に会し語り合い !!
西日本豪雨災害の影響により過去最少参加人数に

　平成 30 度上期中国地区印刷協議会（６月 29 日周南
市開催）を受け、本年度第１回目の各委員会が８月 10
日（金）午後４時から、広島ガーデンパレスにおいて開
催された。この会議は７月 12 日に開催予定していたが、
この度の西日本豪雨災害が発生した影響により、約１か
月延期、しかし、まだまだ影響は続き、交通機関の乱れ
もあり、出席者は少なかった。
　この委員会は、所属支部間を越えた組合員同志が、意
見を交わし親睦を図り、交友を増やし信頼を増す場であ

　全印工連の取り組みや、報告、協議、またはお知らせなどを組合員にお伝えする委員会です。この委員会に
出席し各支部会議での報告をする唯一の情報収集及び意見交換の場所です。
　４つの委員会があります、その委員会に各支部から最低１名は出席し、自支部の支部会で委員会開催模様の
報告をお願いします。

常設委員会出席のお願い

り、この厳しい経済情勢の中どのようにして乗り切るか、
また、お互いの業態変革は如何にしているかなど、相互
啓発を目的としたもので、まさに組合の原点です。
　各委員会の内容等は、前頁の中地協での討議内容の報
告とほぼ同じです。
　会議終了後、一堂が懇親会の場に集まり、中本理事長
の挨拶と乾杯で始まり、終始和やかなムードで時間は
あっという間に過ぎた。
　最後は喜瀬直前理事長の“一本締め”で締めくくった。

委員会 経営革新
マーケティング 環境労務 組織共済 教育研修

広島北 大倉、増田 田　村 原田、熊本
広島東南 小　林 山　部 薬師寺 玉　野
広島中 石　原 青　木

広島西北 大道、瀬尾 中川、濱崎 永　田 後　藤
広島西南 喜瀬、室井 小　下（壮） 小下、田尾 宮　﨑

呉 青　木 宇都宮
福　　山 細川、ハイマン 淺　田 田　頭
府　　中 市　川 森
備　　北 佐々木
芸　　備 大　東 石　井

経営革新マーケティング

【委員会別・支部別・出席者】太字は委員長

環境労務

組織共済 教育研修
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【新役員紹介】

　この度の西日本豪雨災害により被災された皆様に、
心よりお見舞い申し上げます。　
　昨年６月に退任しました兼重に代わり理事を仰せつ
かりました室井です。１年余り経ちますが、改めてど
うぞよろしくお願いいたします。
　ご存知と思いますが、私が勤務する中国印刷につい
てお話させていただきます。弊社は、昭和 17 年当時、
胡町にあった中国新聞社の社屋内に創立され、原爆を
罹災後、中国新聞「ジュニア中国」「中国小学生新聞」
の印刷のほか、新聞巻取の残紙を使い記者用のメモ帳
なども作成してたようです。昭和 44 年、中国新聞社
の土橋への移転にあわせ弊社も移転しました。昭和
53 年、広島市西区商工センターに社屋を移し、新聞
輪転機、商業オフセット輪転機、枚葉印刷機等を導入
して、新聞の受託印刷と商業印刷を開始しました。新
聞印刷は平成 17 年に大野町の中国新聞広島制作セン
ター内に新聞輪転機２セットを導入し井口工場との２
工場体制となりました。平成 22 年に商印工場を閉鎖。
その後、大野工場に輪転機２セット増設することで工
場を大野に統合、同時に本社機能も大野へ移管、営業
部門は土橋へ移し、今に至っています。　　
　私が入社したのは、社屋が商工センターに移転して
５年目を迎えた年です。入社後の５年間は枚葉印刷機
で印刷の基本を教わり、その後の 30 年間は新聞印刷
部に所属しました。新聞印刷に携っていた頃は、品質
を保つこと以外に、分単位で入れ替わり待機する 100
台を越える輸送トラック全てがそれぞれの新聞を積み
込み、最終のトラックが工場を出車したときに沸いて
くる達成感と安堵感を求めて働いていた気がします。

販売店への到着時間が厳守の新聞印刷は、23 時以降
の３～４時間が勝負で、機械トラブルで輪転機を止め
ることが許されない、時間と闘う毎日でした。
　現在は新聞印刷を離れ、厳しく品質を求める、多種
多様な商業印刷に関わることになり、土橋にある営業
管理部に勤務しています。
　中国新聞広島制作センターは安芸の宮島を望む丘陵
地にある“ちゅーピーパーク”内にあります。新聞
40 頁 24 個面カラー印刷が可能な新聞輪転機６セット
が設置され、内４セットを中国印刷が運用、全国紙を
含め７紙を受託印刷しています。災害に備えて、７日
分の巻取り（約 750 本）を保管できる紙庫や、中国新
聞本社に代わって紙面編集できる設備なども備えてい
ます。
　また、工場では新聞制作の様子が学べる見学も承っ
ておりますし、私もご案内できると思います。是非お
いでください。
　“ちゅーピーパーク”には、今年４月に開業した、
ちゅーピーアスレチック“SOLAE”（クライミングア
ミューズメント施設）や“ちゅーピープール”、“スナッ
グゴルフ場”があり、四季折々の花や植栽に恵まれた
公園で、皆様に楽しんでいただいています。
　最後になりましたが、県印刷工業組合の一員として、
これからの県印刷工業組合と印刷産業の発展に僅かで
も関われるよう努めてまいりたいと思います。引き続
き皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。

一　時間との闘い　一
中国印刷株式会社

取締役営業本部長　室井 哲史
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　平成 29 年度補正「ものづくり・商業・サービス
経営力支援補助金」の 2 次公募が開催されました。
公募締切は 9 月 10 日（月）、電子申請の場合は、
9 月 11 日（火）15 時まで。事業は 3 種類あり、
補助上限額は 1,000 万円または 500 万円、補助率は
2/3 または 1/2。

　厚生労働省では、「労働契約等解説セミナー 2018」
が、8 月より全国 47 都道府県で開催しています。本
セミナーは、労働者や事業主や人事労務担当者など
を対象に、「安心」して「働く」ための労使をつなぐルー
ルである「労働契約」について、基本的な事項をわ
かりやすく解説するものです。（事前申込制・参加費
無料）

▼詳しくはこちらから
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_2koubo
20180803.html

・実技試験（1・２級）について　今年度は Mac を使用（会場の関係から Windows は難しい）
◯費　用
　1 級 : 実技　17,900 円
　2 級 : 実技　35 歳以上 17,900 円　　※ 35 歳未満　8,900 円
　学科試験 : 　どちらも 3,100 円　　　※ 35 歳未満とは、昭和 58 年４月２日以降に生まれた者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（この制度は昨年度から開始）
◯アンケートの報告
　平成 30 年８月 24 日（金）までに広島県印刷工業組合へ報告【実施済み】
　アンケートの報告により受検者の検討を行う
◯受検の申し込みについて
　平成 30 年９月３日（月）～ 28 日（金）までに広島県印刷工業組合へ申し込み

◯実技試験
【日　　時】 平成 31 年１月 20 日（日）
【場　　所】広島コンピュータ専門学校
【実技団体】広島県印刷工業組合

◯学科試験日
【日　　時】 平成 31 年 2 月 10 日（日）
【場　　所】広島県職業能力開発協会

標記については、現在受検希望のアンケートを実施中です。
会場の設備等により約 10 名ぐらいが限度と思われますので、あらかじめ組合員の皆さまに何人ぐらいの
ご応募があるのかアンケートを取ることといたしましたので、ご協力をよろしくお願いします。

【お知らせ】全印工連メールマガジンから

平成 30 年度　技能検定プリプレス（DTP 作業）実施に向けて

【１】【中企庁】平成 29 年度補正「ものづくり・商業・
　　  サービス経営力向上支援補助金」の 2 次公募開始

【２】【厚労省】「労働契約等解説セミナー 2018」 開催

▼詳しくはこちらから
http://partner.lec-jp.com/ti/working-time/

である印刷関連業界、及び埼玉県工組からも義援金をい
ただき、８月８日に中国新聞社会事業団へ持っていき少
しでも被災者に役立ててくださいとお渡ししました。

なお、８月９日の「中国新聞朝刊」26 面上部に掲載
されております。

皆さまの善意に感謝します。
ありがとうございました。 

７月 6 日から西日本で大雨が続き、未曾有の被害を
生んだ「平成 30 年７月西日本豪雨災害」は８府県に亘
り大きな被害をもたらし、当広島県印刷工業組合の組合
員に於いても被災された方が多くおられ、今も熱い中災
害復旧に努めておられます。その大規模な災害から約２
か月たちました。

皆さまに義援金の募集を行い、８月６日で締め切りさ
せていただきましたところ、組合員さまや私たちの仲間

この度の災害に遭われたことに対し、心よりお見舞い申し上げます。
～広島県工組・印刷関連業界の皆さまの善意ある義援金が５０の会社及び団体より１００万円集まる～

～埼玉県工組からも別に義援金の申し出があった～

「平成３０年７月西日本豪雨災害義援金」を「愛の灯」中国新聞社会事業団へ

【災害義援金のお礼】
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　８月 21 日（火）午後１時 30 分から、第３回 2018 印刷
産業夢メッセ組織委員会が広島印刷会館に於いて、実行委員
14 名出席で開催された。
　小下委員長より「夢メッセもあと２カ月に迫ってプログラ
ム作成も大詰めを迎えましたが、ソリューションセミナーの
申し込みの枠があと１・２個空いております。出来れば皆さ
まのご協力とお知恵を拝借しまして埋めたいと思います。ま
た、広告の方での穴埋めも必要と思いますのでよろしくお願
いします。そして、パンフレットですが、同じ時限帯に同じ
ようなセミナー内容が重ならないよう注意して見てください。
何かありましたらご報告をお願いします」と挨拶があり、議
事に入った。
　会議ではソリューションセミナーと、プログラムの内容に
ついて議論された。
議　題

【2018 印刷産業夢メッセ】
(1) 出展・広告依頼の進捗状況
(2) パンフレットページ割り付けの件
(3) その他

【2018 印刷産業夢メッセ】

広島
ガーデンパレス10日

東　京

広島
ガーデンパレス

ホテル
ニューオータニ

第3回常任・支部長会・第2回拡大理事会、
常設委員会合同開催

21日 印刷会館夢メッセ第3回組織委員会開催

25日 全青協正副議長会

31日 環境労務委員会

14日

12日

7日

5日 2018印刷産業夢メッセ第5回三役会
夢メッセ出展説明会・報道発表

日印産連印刷の月

印刷の月　メモ帳配布

産業戦略デザイン室

札　幌

弘　前

八丁堀付近

８

　

月

９
　
月

◎組合のうごき

事務局だより

第３回 2018 印刷産業夢メッセ組織委員会開催

この調査は、印刷工業組合としての組合員台帳を
整備するため、全国 47 の都道府県印刷工業組合
が全組合員を対象として隔年で全国一斉に実施し
ているものです。各企業の個票の公表は一切いた
しておりませんのでご協力をお願いします。

提出期限：平成 30 年９月 30 日（日）
提 出 先 ：広島県印刷工業組合
結果発表：概要は機関紙「日本の印刷」で発表
そ の 他：「控え」はありませんので、提出の際は
コピーを保存のうえ調査票の原本を提出してくだ
さい。

「組合員台帳調査」協力のお願い

【今年の主な変更点】
・開催場所が「広島ガーデンパレス」に
・懇親会は、２日目の１回だけに
・午後のセミナー開始時間が午後 1 時から 12 時 45 分に
・座学は、各セミナー終了後、各セミナー室前で 20 分間に
・新しくチケットの２日間通し券を発行（10,000 円）
　　1 日券は今までどおり 6,000 円
　従来は綴りになっていたが今回は 1 枚でもぎ取りに
・昼食の食事券は廃止（近隣を利用）

１．調査目的

２．
３．
４．
５．

※なお、記入に際しご不明な点は事務局へお問合せください。


