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「第14回 2018印刷産業夢メッセ」要旨
「基調講演」・ソリューションセミナー時間割
第5回2018印刷産業夢メッセ三役会、
報道発表及び出展者説明会
９月は「印刷の月」活動報告
福山支部だより
お知らせ
　・せつび共済
　・メディア・ユニバーサルコンペティション
　・労働局より

「印刷産業関連業界親睦ゴルフ大会」参加者募集
事務局だより

　酒まつりは、毎年 10 月の土・日曜の２日間にわたって西条中央
公園と西条酒蔵通りを中心にして行われる祭りで、今年は６・７日
に開催される。1974 年に誕生した祭り「みんなの祭り」を、
1990 年に当時の商工会議所のメンバーが中心となり「酒」をシン
ボル化させ発展させた祭りである。以来、酒好きはもちろん、酒が
飲めない人や家族など幅広い年齢層の人が楽しめる祭りとして酒都
西条を代表する一大イベントとなった。毎年両日合わせて約25万人
が来場する。 
　もう、10 年前から広島市から毎年通っているが、朝７時過ぎの
列車に乗っても満員で、リピーターが大勢いることがわかる。
　今年は、７月の豪雨災害もあり開催が危うい状況だったが、みんな
のシンボルの祭りで町を盛り上げようということで開催されるとの
こと。美酒鍋の会場が休止で少し淋しいが、やっぱり待ち遠しい。

（写真提供：東広島市観光協会）

「酒まつり」東広島市
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・開催場所が「KKR ホテル広島」から「広島ガーデンパレス」に
・午後のセミナーの開始時間が「13 時」から「12 時 45 分」に
・チケットに新しく２日間通し券が加わり 10,000 円で販売
　1 日券は従来通り 6,000 円で販売
　（従来はチケットが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に（近隣を利用する）
・座学は、各セミナー終了後、各セミナー室前で 20 分間に
・懇親会は、2 日目の 1 回だけに（1 日目の券でも参加可能、
　但し、  参加は予約制なので申込みをすること）

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」

【 今年度の主な変更点 】

「印刷の価値を共有しあって人づくり」

　　　　10月26日（金）～27日（土）開催
「印刷道」、お客様に寄り添う道づくり

いよいよ

2018 印刷産業夢メッセ三本柱

社会の環境変化に対応するため、今後自らがどう考え動くべきかを大きな視点で捉え､２人の講師に熱く語っていただ
きます。両日それぞれ、午前10時 30分から80分の講演です。

■基調講演

各分野におけるソリューションを中心としたセミナーです。
１時限は 80 分【座学（休憩）は 20 分】です。22 のセミナーをご用意し
ております。
事前申し込みにより、受講したいセミナーを選択していただけます。座学は
セミナー終了後、セミナー会場前のロビーにて講師との交流の場を用意
しています。（飲み物用意）

■ソリューションセミナー

■座 　 学
２日目のセミナー終了後、懇親会参加を希望された方たちと食事をしなが
ら交流を深め、お互いが夢を語り、夢実現の方向性を強く実感していただ
けるものと思います。

基調講演基調講演

懇親会
ソリューション
セミナー
座学
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基調講演

１０：３０～１１：５０
10 27 土

１０：３０～１１：５０
10 26 金
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〒733-0833  広島市西区商工センター4-13-3
TEL（082）208-3636
FAX（082）208-3639

ソリューションセミナー時間割

10 26 金 12：45開始

10 27 土 12：45開始
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第５回 2018 印刷産業夢メッセ三役会
及び業界報道機関並びに出展者説明会開催

　第５回 2018 印刷産業夢メッセ三役会が、９月５日
（水）午後３時 00 分から広島ガーデンパレスにおいて
実行委員 16 名で開催された。
　中本実行委員長から「いよいよ来月にせまりました。
今まで皆さんにお世話になりここまで来ました。ご協
力に感謝申し上げます。今日は後程報道発表、出展者
説明会があります。今年は大きな災害がありましたが、
我々は希望を持った本当に夢のある未来を皆様にお届
けできるようがんばりましょう。また、今年も広島県
内の大学・専門学校の学生が描いた「広島平和ポスター」
の 15 作品の展示ができる事となりました。ぜひ、こ
の機会を捉え学校にも訪問し、一人でも多く学生さん
に来ていただきたいと願っております。また、例年ど
おりチケットの販売についてはご協力をお願いします」
とお礼と協力の挨拶があった。
　会議は、新しく出来上がったパンフレットの中身に
ついて事務局から説明し、今後のチケット販売や学生・
一般への参加要請について意見交換がされた。
議題【2018 印刷産業夢メッセ】
(1) 夢メッセポスター・パンフレット
(2) 夢メッセチケット販売
(3) 夢メッセ学生・一般への参加要請
(4) 開催要領（案）
(5) その他

　引き続き、業界新聞社４社（１社欠席）へ開催概要の
説明を中本実行委員長から「2018 印刷産業夢メッセ」
パンフレットをもとに説明した。
その後、「2018 印刷産業夢メッセ」出展者説明会を、
実行委員・出展企業 33 名が出席し、出展企業に開催
要領の説明会を実施した。新規の出展社もおられるの
で、より具体的な説明が行われ出展者からも意見があ
り、成功への意気込みを感じた。
　終了後、出展者及び実行委員が成功決起の懇親会を
行い、名刺交換等を含め和やかに歓談した。
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　「印刷の月」街頭 PR としてのメモ帳配布。９月 19 日（水）午後５時 30 分から、浅田支部長はじめ福山支部 
及び 価値組委員会の 13 名のメンバーで、JR 福山駅前南口付近で実施しました。
　昨年から少し時間をずらし、夕方の人通りの多い時間帯にアジャストしたからか、いろんな方に声かけをする事が
出来ました。一般の方へはもちろんですが、印刷のお仕事は B to B も多いので、駅前のお店とか、駅前に並んでる
タクシーのドライバーさん、それにバスの待合所（切符売り場）に
も声掛けしてメモ帳を置いてもらったり、業界の PR をしました。
少し視点を変えてチャレンジしてみました。
　声掛けしながらメモ帳を手渡すと、拍子抜けするほどすんなりと、
ほとんどの方が受け取ってくださるし、印刷について質問をされる
ことも。動いてみると、いろいろ発見があると感じたメモ帳配布
でした。（小田）

　８月 29 日（水）、福山支部価値組委員会の８月（第 185 回）例会を、今回は【 IGAS2018 報告会】として開催
しました。４年に一度、日本で開催される世界規模の印刷業界の展示会の IGAS2018 の、展示の方向性とかトレ
ンド、そして今後の予測等について出展者であるメーカーさんの視点から、そのメーカーさんの機材を提供してく
ださるベンダーさんの視点。そして実際にそれを仕事に活用していく立場のユーザーの視点からと、３つの視点か
らお話を。そして今回は、行けなかったメンバーも多かったので、サテライトの報告会として、例会の場に居なが
らにして聴かせていただきました。通り一遍の報告ではなく、実際の
インプレッションを濃く聴かせてもらえた、とっても有意義な例会だっ
たと思いました。しかし、そのお話から想像するこれからの変化とか
進化を考えるとドキドキします。これからの夢を感じるワクワクと
ちょっとばかりの緊張感のドキドキと。IGAS に行った方々の、その
場の空気を感じてこられた方々の、リアルの声を聴けた、すごく有意
義に感じた例会でした。ありがとうございました。（浅田）

９月は「印刷の月」の活動報告等

　９月７日（金）、当日はあいにくの雨で、開始 10 分前はどしゃ降り状態、しかし、メモ帳を配るころにはほとんど
止んで配られた。開始を 15 分早め、午後４時 45 分から八丁堀交差点付近において、19 年目となる「街頭アピール
活動」を、中本理事長、役員、支部長、青年部、広島青年印刷研究会及び事務局の 30 名が石井組織共済委員長統括
のもと蒸し暑い中メモ帳配布を実施した。
　揃いのハッピを着て街を行き交う皆さんに、「『９月は印刷の月』です。印刷のご用命はプロにお任せください」 と
熱くアピールした。
　今回のメモ帳は２年前から少し大きくしたもので、貰ったお客さまの中には、「メモ帳はいいネ、助かります」や、

「このメモ帳を配られるのを今年も待っていました。今日は貰えてありがたいです」「暑い中ご苦労さま」、そして「今
から会合がありますので皆さんに PR します」などの言葉があり、短い時間でしたがお客さまとの交流が生まれ「印
刷の元気」をお伝えした「メモ帳配布」でした。
　その後、居酒屋での暑気払いも盛り上がりました。

過去最高の 30 名が参加して「メモ帳」配布

JR 福山駅南口付近において「メモ帳」配布印刷の月 in 福山

印刷の月 in 広島

福山支部・価値組委員会　９月（第 175 回）例会
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【お知らせ】

まさかの時の共済　「総合設備共済制度（せつび共済）」

　今年は各地で災害が発生しており、思わぬ時の災害は経営者にとって大きな痛手となります。そんな時の
ために我々には共済があります。この、設備共済は機械設備事故による損害を補償する制度、オプションに
より全国規模で発生している風水害や地震災害による補償にも対応しております。
　★一般の機械保険と比較して、掛金は大幅に割安です。（約 3 分の 1 の水準です）
　★偶然な事故が発生した場合でも、修理代が共済金として支払われるため、経営安定に役立ちます。
　★保守契約の見直しで、経費の節減が図れます。　　★掛金は全額損金または必要経費となります。

お問い合わせ、広島県工組事務局  ℡ 082-293-0906  まで

【広島労働局】業務改善助成金をご活用ください！（中小企業向け）
　生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資
などの費用の一部を助成します。　　
　〔支　 給　 額〕　業務改善経費の７／ 10 ～４／５　　上 限 額 50 万円 ～ 100 万円
　〔問い合わせ先〕　広島働き方改革推進支援センター　℡ 0120-610-494
　〔申　 請　 先〕　広島労働局　雇用環境・均等室　　℡ 082-221-9247

【広島労働局】　事業主の皆さまへ　ご存知ですか？介護休業

　家族の介護を行う労働者の仕事と介護の両立を支援する制度として、「育児・介護休業法」では、休業制度
のほか、介護休暇など、さまざまな制度が定められています。また、事業主は勤務しながら介護にあたられ
るよう、所定労働時間の短縮等の措置を制度化する義務があります。
　まずは、御社の就業規則が法律で定めた水準を満たしているかどうかご確認の上、制度利用ができること
を労働者のみなさまにご案内ください。
〇詳しくは、介護離職ゼロポータルサイト（厚生労働省）　
https：//www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000112622.html

〔問い合わせ先〕　広島労働局 ( 雇用環境・均等室 )　℡ 082-221-9247

「第 12 回　メディア・ユニバーサルコンペティション」募集
ＭＵＤ活動に参加・チャレンジしよう！

　全印工連では、各産業界および個々の企業が社会的責任を果たすためのコンプライアンス活動を行う重要
性が求められている現状を踏まえ、2007 年から、全ての人に優しく、より多くの人が快適に利用できること
を目的として取組んでいます。
　隣県では、以前から取り組んでおられ優秀な成績を収められています。当工組からも以前には、２年続け
て表彰を受けられた会社もあり、この MUD を世間に広げアピールするために、ぜひチャレンジされること
を願っています。

《　応　募　要　領　》

応募対象作品：2017 年７月以降に制作されたもの。
お問い合わせ先：
　〒104-0041 東京都中央区新富 1-16-8
　日本印刷会館４Ｆ　全日本印刷工業組合連合会
　 TEL．03-3552-4571　 FAX．03-3552-7727
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12 回メディア・ユニバーサルコンペティション」係
　 TEL．03-3384-3111　 FAX．03-3384-3481

応募期間：2018 年９月３日～ 11 月 30 日（金）
　　　　　（当日消印有効）
出品料：作品１点につき、一般 3,000 円、学生無料、
　　　　2018 年 11 月 30 日までにお振込願います。
募集作品（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・その他など
応募資格：一般の部：プロ・アマは問わず、どなたでも OK。
　　　　　学生の部：大学・短期大学・専門学校・高等学
　　　　　 　　　　  学校に在籍している学生・生徒。
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◎ 組合のうごき

大募集
事務局だより

印刷会館

広島
ガーデンパレス

広島
ガーデンパレス

印刷の月　メモ帳配布

2018印刷産業夢メッセ第5回三役会
夢メッセ出展者説明会・報道発表

日印産連印刷の月

産業戦略デザイン室

夢メッセ第4回組織委員会、第2回支部長会議

2018印刷産業夢メッセ開催

常任役員会

全日本印刷文化典高知大会

全印工連フォーラム

八丁堀付近

5日

6日

7日

12日

5日

　
　

　

10
月

9
月

14日

3日

4日

東　　京

高知市

ホテルニューオータニ

26日
27日

永年勤続従業員の
表彰募集

～締切り 10月 12日（金）～
　県工組では、組合員企業従業員の永
年にわたっての精励をねぎらうととも
に、勤続意欲の向上を図るため永年勤
続の表彰を実施します。
　 ご 案 内 は １ 日 に 発 送 し て い ま す が 、
該当者については 10月 12日（金）ま
で に 、「 被 表 彰 者 推 薦 書 」 を 県 工 組 へ
ご提出ください。

誰でも（役員だけではありません）、老若男女、下手でも、初めてでも参加資格あります。
　秋本番スポーツの季節です。今年も印刷産業関連親睦ゴルフ大会（理事長杯争奪戦）を下記により実施い
たしますのでご案内申し上げます。
　標題にありますよう、誰でも参加できます。友人知人にお声かけ、お誘い合わせの上、奮ってご参加くだ
さいますようお願い申し上げます。グリーン上を交流の場として１日ゆっくり楽しんで新しい友達を増やし
てください。

日　時：11 月 13 日（火）　午前 8 時 40 分集合
　　　　午前９時 00 分アウト＆イン 同時スタート
場　所：広島安佐ゴルフクラブ
　　　　〒 731-3354 広島市安佐北区安佐町筒瀬 1471-21
　　　　電話 082-878-0131　Fax 082-872-2226
競　技：ダブルペリア方式

プレー費：8,500 円（食事代含む）
会　　費：3,000 円（当日フロントでプレー費と一緒に徴収）
賞　　品：優勝、準優勝、３位、・・・、ＢＢ、ＢＧ等
申し込み・お問合わせ：広島県印刷工業組合
　　　　　　　　　　　電話 082-293-0906
　　　　　　　　　　　FAX 082-293-0954

「第14回印刷産業関連業界親睦ゴルフ大会」参加者大募集！お知らせ


