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「第15回 2019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3回常任理事会・第1回支部長会・
第3回拡大理事会開催    

第5回2019印刷産業夢メッセ三役会、
報道発表及び出展者説明会

2022全日本印刷文化典広島大会発足式

９月は「印刷の月」活動報告

福山支部だより

「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　永年勤続従業員の表彰募集

　秋の風物詩ともいえる、秋桜 ( コスモス )。一面に咲き乱れる
その景色は、まるでピンクの絨毯のよう。コスモスのピンクと
青空のコラボレーションは、まさに絶景！スポットによっては、
定番のピンクの他に黄色やオレンジ、白色など様々な種類のコ
スモスが見られるところもあります。最近はやりの SNS 映えも
抜群！秋のドライブデートにもおすすめです。
　最近は、農家の減反制度により休耕田にコスモスが植えてあ
る個所があちこちで見られます。この写真も世羅町の「ふれあ
いロード」を走行しているときに、コスモスの田んぼを見つけ
シャッターを切りました。
　暑かった夏が何処かに行き涼しくなりました。食欲の秋、ス
ポーツの秋、読書の秋、行楽の秋を楽しみましょう。

『世羅町のコスモス』

第１5回2019印刷産業夢メッセ第１5回2019印刷産業夢メッセ
11日・12日 11日・12日 金 土

いよいよ開催！
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・セレモニーの開始時間が「９時３０分」から「９時１０分」に

・基調講演開始時間が「１０時３０分」から「１０時」に

・そして、基調講演時間が８０分から９０分に延長

・午後のセミナーの開始時間が「１２時４５分」から「１３時」に

・お昼の休憩時間が１時間３０分とゆったり

・座学は、当面取り止めに

・懇親会は、2日目の1回だけ (1日目の券でも申し込めば参加可能 )

現在と未来と夢を語り合う情報交流の場

「第15回 ２０１９印刷産業夢メッセ」

【 今年度の主な変更点 】

「印刷の未来へ！ ヒントがつかめる“夢メッセ”」

　　　　　　10月11日（金）～12日（土）開催
「印刷道」、お客様に寄り添う道づくり

いよいよ

2019 印刷産業夢メッセ三本柱

基調
講演

懇親会
ソリュー
ション
セミナー

基調講演
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00分から90分の講演です。

ソリューションセミナー
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【休憩は15分】です。
21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。

懇親会
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。
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全印工連が推進する
　　　　「幸せな働き方改革」

滝澤 光正 氏
たきざわ みつまさ

 全日本印刷工業組合連合会 副会長(滝澤新聞印刷㈱ 代表取締役)

　全印工連では、ブランドスローガン「Happy Industry 人々の暮らしを彩り幸せを創る印刷産業」の実現に向けて、
少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、育児や介護との両立など働き手のニーズの多様化、長時間労働の是正に向けた
生産性の向上等、働きがいのある、人々を惹きつける印刷産業の確立に向け、その中心的な事業の「幸せな働き方改革」
に積極的に取り組んでいます。
　これにより、全国の組合員企業の従業員がやりがいを持ち、安心して働き続けられる職場作りへの取り組みが進み、
新たな付加価値を創出し、ひいては業績向上につながり、組合員企業1社1社がHappiness Companyとなること
を目指しています。

1965年　東京都出身
2012年　全日本印刷工業組合連合会理事 全国青年印刷人協議会議長
2014年　東京都印刷工業組合 理事
2016年　全日本印刷工業組合連合会 副会長 産業戦略デザイン室委員長
　　　　  東京都印刷工業組合 副理事長 (一社)日本印刷産業連合会 常任理事

「歴史に学び、未来を読む」
～夢メッセにあの有名な歴史家登場～

加来 耕三 氏
か　く こうぞう

 歴史家・作家

　テレビ・ラジオなどで活躍中の誰もが知る歴史家が、この夢メッセで幅広い知識の中から「歴史を語り未来を読む」
と題して講演されます。ご期待ください。

昭和33年（1958）10月、大阪市内に生まれる。
昭和56年（1981）3月、奈良大学文学部史学科を卒業。 
学究生活を経て、昭和59年（1984）3月に、奈良大学文学部研究員。 現在は大学・企業の講師をつとめながら、歴史家・
作家として著作活動をおこなっている。『歴史研究』編集委員。内外情勢調査会講師。地方行財政調査会講師。中小企業
大学校講師。政経懇話会講師。日本歴史学会会員。日本推理作家協会会員。このほか、テレビ・ラジオの番組監修・出演
などもつとめ、現在、レギュラー出演中のラジオ番組には、『加来耕三の「歴史あれこれ」』（全国のAMラジオ局10局で放
送）。不定期ながら出演回数の多いテレビ番組には、『英雄たちの選択』（NHK BSプレミアム・毎週水曜夜8:00）、『先人
たちの底力 知恵泉（ちえいず）』（NHK Eテレ・毎週火曜夜10:00）などがある。

【代表的著作】（新刊☆） 
☆『明治維新の理念をカタチにした　前島密の構想力』（つちや書店・2019）
・『利休と戦国武将　十五人の「利休七哲」』（淡交社・2018）
・『西郷隆盛100の言葉』（潮出版社・潮新書・2017）
・『刀の日本史』（講談社・講談社現代新書・2016）
・『性愛と結婚の日本史』（祥伝社・黄金文庫・2015）
・『卑弥呼のサラダ 水戸黄門のラーメン 「食」から読みとく日本史』
 （ポプラ社・ポプラ新書・2015）

☆『日本史に学ぶ一流の気くばり』（クロスメディア・パブリッシング・2019）
・『1868　明治が始まった年への旅』（時事通信社・2018）
・『龍馬は生きていた』（潮出版社・潮文庫・2017）
・『三国志最強の男　曹操の人望力』（すばる舎・2016）
・『財閥を築いた男たち』（ポプラ社・ポプラ新書・2015）

　　　                                                                          他多数

基調講演

１０：00～１１：30
10 12 土

１０：00～１１：30
10 11 金
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勝田機械販売㈱
福 岡 営 業 所
四 国 営 業 所

〒135-0041　東京都江東区冬木21-4（冬木ビル4F）　☎03-5245-1555
〒811-1255　福岡県那珂川市恵子1 - 17 - 4 02　☎092-952-7111
〒760-0080　高 松 市 木 太 町 1 6 7 9 番 地 　☎087-861-7773

ソリューションセミナー時間割

10 11 金 13：00開始

10 12 土 13：00開始

13：00～

14：20

16：10～

17：30

14：35～

15：55

 A-1-1

ムダをみつけて、
生産効率向上に取り組む
～生産効率向上と働き方改革の両立へ～

儲かるメンテナンス
～製造現場の収益基盤を強化する～

 B-1-1
印刷工場の

スマートファクトリー化に向けて
～今、製造業が取り組まなければならないこと～

夢から現実へ。
デジタル印刷機の今

～導入した先達は何を始めようとしているか？～
富士フイルムグローバルグラフィックシステムズ（株）

 B-1-2

リョービＭＨＩグラフィックテクノロジー（株）

 B-1-3

ハイデルベルグ・ジャパン（株）

 A-1-2
インバウンド販促

外国人観光客を逃がさない！
～プリントオンデマンド活用の

販促ポイント～

印刷のミライ・アナタの
未来像を考える！

～魅力ある印刷産業とは？そのミライとは？～

印刷工程における
色彩管理の必要性

～主観的な管理から客観的管理に～
富士ゼロックス広島（株）

 A-1-3

広島県印刷工業組合

 C-1-1

（株）小森コーポレーション

 D-1-1

2F 孔雀 2F 白鳥 2F 雅 2F 華

東洋インキ中四国（株）

 D-1-2

（株）ムサシ中四国支店

メガトレンドと
デジタル印刷

 ～潮流をとらえ時代が求める印刷会社へ～

 C-1-3

（株）日本HP

 C-1-2
「SCREENが描く

AI自動化の未来、その展望」
～文書処理・自動化ソフトウエアが

業界を変える？！～
（株）SCREEN GP ジャパン

紙の復活へ
新たな色の概念「キャロシエ」
～ＲＧＢ的色彩で、紙媒体の価値を高めよう！～

脱！マンネリフォント
～「したい」をかなえる新書体～

（株）モリサワ

13：00～

14：20

16：10～

17：30

14：35～
15：55

17：50～

19：20

 A-2-1

つたわるデザイン
～ターゲットに響く価値を

表現するには～

～会議をイノベーションの場にする～

環境対応インキを使って
地球にやさしく

～各種マークと該当インキについて～
～手で作る、形に残るものづくり～

 B-2-1
色で変わる×

色で変えられる広告効果
～色ができる×色でできる
ブランド戦略と販促～

誠伸商事（株）

 B-2-2

（株）中本本店

 B-2-3

中国印刷機材協議会
（株）Ｔ＆Ｋ TOKA広島支店

 A-2-2

脱初級！Illustrator
～制作の効率化に欠かせない

Sync＆Live ～

技能五輪世界大会への挑戦と
金メダルの獲得「人材から人財へ」
～中小企業に勇気と希望を与えてくれた
技能五輪世界大会への取り組み～

リコージャパン（株） 西日本ＣＰ営業部 中国グループ

 C-2-1

コニカミノルタジャパン（株） （株）ユニバーサルポスト

 D-2-1

2F 孔雀 2F 白鳥 2F 雅 2F 華

2019印刷産業夢メッセ 企画グループ

圧倒的な美しさ、特殊箔印刷
【Sプリズムプリント】
～付加価値を真の価値に変換する為に

必要な取り組み～

C-2-2

2019印刷産業夢メッセ 企画グループ

好評につき第二弾！
「楽しくなる営業の秘訣」

～価格競争に巻き込まれない
価値ある情報の伝え方がここにある～

 D-2-3

2019印刷産業夢メッセ 企画グループ

 C-2-3
紙にこだわり紙加工に
特化した製本仕様

懇 親 会

広島日宝製本（株）

｜2Ｆ 鳳凰の間｜

アイデアが湧き出る
ミーティングの技法 ～紙×デジタルの

新たな販促システムに挑戦～

次はどんな挑戦をしようか！
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第３回常任理事会・第１回支部長会・第３回拡大理事会開催

　８月 27 日 ( 火 ) 午前 10 時 30 分から、広島ガーデ
ンパレスで常任理事会、午後 1 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
にご協力をお願いした。午後１時 40 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８名が、続いて支部長会には 17 名が、そして、
拡大理事会には理事、監事９名が加わり 26 名が出席
した。
　中本理事長から「今朝から雨が降っています、雨の
音を聞きますと昨年の様な惨事が起こらないようにと
願うばかりです。先週の新聞に紙の出荷量が、７月度
は 26 カ月ぶりにプラスになったと、特に印刷用紙が１．
１％増。内容を見ますと昨年の豪雨災害及び 10 月の
増税に関しての先買いであって実質の増ではなかった
のです。いずれも外的要因によるものですが、我々も
情報用紙を使って生業にしているわけですから、これ
からもしっかりと真面目に事業に取り組まなければな
らないのかなと思っております。また、今年も印刷業
経営実態調査の結果が出ました。回答の企業者数は
214 社、収益で見ますと１人当たりの売上高は３年連
続の減少となり 17,494 千円、営業利益が 2％、経常
利益 2.9％で 3 年振りに低下、自己資本比率は 3 年連
続の改善で 46.4％、今までの市場調査で最高に高まっ
ていますということです。人的資源、人の問題ですけ
ど長期的に生産人員の比率が増える傾向にあり、人件
費比率が上がって人件費が利益を圧迫するということ
になります。傾向として人的な配置がポストプレスに
人に傾いているということです。売上高の減少と生産
性の低下、そして人件費の上昇、それが業績に大きな
影響を及ぼしている状況です。それから少し前に組合
の方から「組合各事業のメリット」という冊子をお配
りさせていただきました。今一度目を通して活用して
いただけたらと思います。また、2022 全日本印刷文
化典広島大会の準備についてもいろいろ検討を重ねて、
ようやく皆さまにお伝えできるようになりました。組

合員皆さまのご協力が無ければ全国から来られる皆さ
まのおもてなしができませんのでぜひよろしくお願い
します」と挨拶があって議事に入った。
議題
(1)2019 印刷産業夢メッセパンフレットについて
(2)2019 印刷産業夢メッセチケット販売について
(3)2019 印刷産業夢メッセ開催要領について
(4) 新営業講座受講者募集について
(5) その他
　・ＤＴＰ技能検定 ( 国家試験 ) 実施について
　・メモ帳配布の実施について
　また、支部長会では石井組織共済委員長が「いよい
よ夢メッセも 10 月 11・12 日と差し迫ってきまして、
いろいろとするべきことが多くなりました。今年はソ
リューションセミナーのブースが３コマ空いておりま
す、それでもやることには変わりありません。会場が
変わって２年目になりますが、広島駅からも近く交通
の便利は良くなりました。それで、特に皆さんには入
場券販売のお手伝いをしていただくという事でご協力
のほどよろしくお願いします。また、各支部長には「印
刷の月」のメモ帳が届いていると思いますが、ぜひ有
効に使用をお願いします。自支部の組合員さんにもお
配りいただきますようお願いすると共に、９月６日に
は八丁堀交差点付近でメモ帳を配布しますので暑い時
期ですがご協力をお願いします」とあいさつがあり、
支部毎の販売目標について発表、承諾を得た。

（旧会社名：メディアコンフォート株式会社）

 www.iwatsu.co.jp

　九州支店 印刷営業担当 〒812-0023　福岡市博多区博多駅東 2-9-25

　　 　　　　　　（アバンダント８４ビル）

ＴＥＬ.092-481-4114　ＦＡＸ.092-481-4225

本社　第一営業部　　　〒168-8501　　東京都杉並区久我山 1-7-41

　　　　　　　　　　　ＴＥＬ.03-5370-5476　ＦＡＸ.03-5370-5494

【お知らせ】
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　2022 年の「全日本印刷文化典」が 49 年ぶりに広島で開催されることを、今年の新年互礼会にて報
告しましたが、いよいよ諸準備に取りかかる時期となりました。
　そこで運営委員会から、印刷関連諸団体ならびに広島県印刷工業組合の皆さまへのごあいさつの場と
して「発足会」を開催したいと存じます。
　今大会を通じて広島の元気をたくさんの参加者に感じとっていただき、その力が全国の元気につなが
ることが広島大会の成功の形であると考えています。
　そのために、日ごろから広島の印刷業界の発展に尽力されている皆さまお一人おひとりのご協力が、
大きな力の源となります。
　ご多用中のところ誠に恐縮ではございますが、ぜひとも万障お繰り合わせの上、ご出席賜りますよう
謹んでお願い申し上げます。当日は互いに歓談し親睦を深め、広島大会に向けて団結力を高めることが
できれば幸いです。

記

１．日　時　　令和元年１２月６日（金）　午後５時３０分受付・午後６時３０分開宴

２．場　所　　広島ガーデンパレス　２階　鳳凰の間
　　　　　　　〒 732-0052 広島市東区光町一丁目１５- ２１

３．会　費　　３，０００円（お一人様）
　　　　　　　誠に恐縮ですが、会費は当日会場で受付けます。

４．申　込　　郵便番号、　住所、　電話番号、　貴社名、　氏名、　を記入の上、
　　　　　　　11 月８日 ( 金 )までに組合事務局まで FAX ください。
　　　　　　　（FAX　０８２－２９３－０９５４）

◎出席者名簿を作成しますので、期日までにお申込をお願いします。

2022　全日本印刷文化典　広島大会開催にあたっての発足会のご案内

第５回 2019 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 2019 印刷産業夢メッセ三役会が、８月 27
日 ( 火 ) 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 19 名で開催された。
　中本実行委員長から「夢メッセもいよいよあと 1 か
月少しにせまり、チケットの販売目標も決まりました。
ぜひ、皆で盛り上げていけるような夢メッセにしたい
ものです。そして、2022 全日本印刷文化典広島大会
の発足式をこのガーデンパレスで 12 月６日 ( 金 )18
時 30 分より行います。また改めて皆さんの方にはご
案内を差し上げます。今日は後程報道発表、出展者説
明会があります」と挨拶があった。
　会議は、新しく出来上がったパンフレットの中味に
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

【2019 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) 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行った。「2019 印刷産業夢
メッセ」パンフレットにより、下記の枠内を説明した。
　その後、「2019 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。
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　「印刷の月」街頭ＰＲとしてのメモ帳配布。９月 19 日 ( 木 ) 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。2 年前から始めているのが、少し
視点を変えて見るという事。以前より遅い時間に時間をずらし、夕方の人通りの多い時間帯にアジャストし、いろん
な方に声かけをする。以前とすこし視点をずらし、印刷のお仕事はＢｔｏＢ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い業界のＰＲをする。もちろん一
般の方々への声掛けもしました。少し視点を変えてのチャレンジはワ
クワクします。
　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。

（田頭）

　今回も先月に引き続き、価値組の３つの主な事業、それと今後の予定などについてフリートークを交えながらの
ミーティング例会でした。価値組の３つの主な事業、夢メッセでのセミナー、今年で９回目になる「笑顔のカレン
ダー」、そして地元の専門学校での出前授業。今年のコンセプトは「令和らしくアップデートしていこう」。今まで
の良いところを踏襲しつつ、マンネリにならないよう新しい考え方を取り入れてアップデートしていく。これをベー
スにした打合せの３回目でした。1 ヶ月の進捗に合わせ、新しいアイデアが生まれる。毎月の進捗報告の度に感じ
ることですが、ずっと取り組んできているからかもしれませんが、各部のリーダーを中心に動いてくださってるこ
の３つの活動、もう安心してみていられるんです。笑顔のカレンダー、原画も集まりいよいよ制作がスタート。専
門学校での出前授業はいよいよ授業がスタートする。夢メッセでのセ
ミナーは「価値組らしく」を講師と一緒に「場」を創っていけるよう
皆んなでいろいろ考えています。
　ざっくばらんに話せる場だからこそ、いろいろ見えてくることがあ
る。いろいろ話が出来て、いろんな話が聴けて、中にはハッとするコ
メントがあったりと、充実感のある例会でした。これからさらに磨い
ていければと思っています。（占部）

９月は「印刷の月」の活動報告等

印刷の月 in 広島

印刷の月 in 福山

　９月６日（金）晴れ。今年は夏が異常に長く当日もむし暑くメモ帳配りには過酷な条件でした。午後４時４５分か
ら八丁堀交差点元天満屋付近において、20 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、
青年印刷研究会及び事務局の 32 名が石井組織共済委員長統括のもとメモ帳配布を実施した。
　揃いのはっぴ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。
　メモ帳を貰ったお客さまの中には、外国の人で「もらえるのですか、タダですか」とびっくりされる方や「メモ帳
は助かります」や、「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「今からお
坊さんの集まり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 32 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

福山支部・価値組委員会　９月（第 175 回）例会
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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

印刷の月　メモ帳配布

日印産連印刷の月

全青協　近畿ブロック会議

2018印刷産業夢メッセ開催

全青協　北海道・東北ブロック会議

印刷関連業界親睦ゴルフ

全青協　中部ブロック会議

夢メッセ第4回組織委員会、
第2回支部長会議

全印工連フォーラム

京　都

ホテルニューオータニ

八丁堀付近

11日
12日

19日

13日

14日

6日

　
　

　

10
月

9
月

21日

1日

5日 大　阪

札　幌

鷹ノ巣ＧＣ

名古屋

30日

永年勤続従業員の
表彰募集

～締切り 10月 11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 11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：10 月 30 日（水）　午前９時 20 分集合
　　　　午前９時 50 分アウト＆イン 同時スタート
場　所：鷹の巣ゴルフクラブ
　　　　〒 738-0204 廿日市市河津原１３７－２
　　　　電話 0829-74-3111　fax0829-74-3000
競　技：ダブルペリア方式

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１５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


