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　毎年この時期になると、花屋さんやホームセンター等でクリス
マスローズの鉢植えや苗を販売しているのを見かけます。寒くな
ると株の中心から新しい花芽が次々と出て美しい花を咲かせます。
　冬に咲くように強健で育てやすく鉢植えでも地植えでも OK。
クリスマスローズの「花」に見える部分は「花弁」で、開花後も
１ヶ月ほどそのままの色で観賞できます。その後は徐々に色あせ
ていき、雌花は受粉して種をつけ、地植えはこぼれ種で自然に増
えますが、種を採取・保存し、10 月にポットに種まきし、徐々
にポットを大きくして育てる方法もあります。また、花は、一重
咲き（シングル）、半八重咲き（セミダブル）、八重咲き（ダブル）
があります。今後は気にして見てください。色々な種類があり楽
しめます。最近愛好家も増えています。

「冬の花　クリスマスローズ」(冬の貴婦人) 第３回常任理事会開催

令和４年新年互礼会に当たって

令和３年永年勤続表彰

中川印刷㈱中川社長表彰される	

福山支部だより

芸備支部だより		 	 	 	

JAGAT刊『印刷白書2021』のご紹介

災害補償共済に加入しましょう！

第１７回印刷産業関連業界親睦ゴルフ大会

事務局だより
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　11 月８日 ( 月 ) 午後１時 30 分から、広島印刷会館
会議室に於いて第３回常任理事会が、常任理事６名参
加で開催された。もちろん、コロナ禍なのでソーシャ
ルディスタンスで行った。
　中本理事長から「コロナも最近治まってきています
が、またまだこれから先どうなるか分かりません。新
年互礼会についても、他の機関の状況を聞くと、開催
方法を工夫されたり中止であったりいろいろあります。
今日は来年の新年互礼会開催に当たって、再度皆さん
にご意見を伺いどのように行うか決めたいと思います
ので、皆さんのご協力をよろしくお願いします」と挨
拶があり議事に入った。
議題

（1）令和４年の新年互礼会について
　　開催するが、来賓のご出席依頼について検討

　来年の新年互礼会は、コロナ禍での開催であり拡大防止については十分努めてまいりますが、皆さまの
ご協力も必要となります。以下はコロナウイルス拡大防止策ですがどうかよろしくお願いします。

・ご出席いただく方については、当日、自分で体調が思わしくないと思われる方はご遠慮ください。
・ご出席いただく方は、マスク着用でお願いします。
・会場入り口において検温器で計測を行います。
・当日の受付は、例年よりも広くしてお待ちしております。
・テーブルに、名札用の名刺入れを準備しております。
・ロビー及び会場では、密にならないようソーシャルディスタンスでお願いします。
・会場の丸テーブルは密にならないよう、６人掛けにしております。(通常は９～ 10人掛け )
・料理はお一人ずつお出しします。　
　注．今後のコロナ関連の状況により、中止とする場合もあります。
　　　その場合は、ご出席をご希望されている方にはご連絡を差し上げます。
　　　また、ご入金をいただている方にもご返金させていただきます。

　　（従来通りの方法で開催決定）
（2）DX の進捗ならびに今後の推進について
　　（全印工連の会議資料により理事長から説明）

（3）2023 全国大会始動に向けて
　　( 各委員会の始動を確認・他地域のビデオ等入手
　　済み )

（4）その他

【役員会レポート】

【お知らせ】

第３回常任理事会開催

令和 4 年新年互礼会開催に当たって

当田印刷株式会社

オンデマンド印刷　ポスター　パンフレット

チラシ　クリアファイル　シール　広報誌

新聞・書籍　ＤＭ　一般事務用印刷

広島県呉市阿賀南２丁目９－４７
ＴＥＬ（0823）
ＦＡＸ（0823）

７１－７７６２
７３－１８４８
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　令和３年度の永年勤続表彰が 11 月 23 日付けで実施
され、勤続 30・20 年の被表彰者には滝澤光正全印工連
会長・中本俊之県工組理事長連名、勤続 10 年の被表彰
者には中本俊之県工組理事長名で表彰された。なお、今
年の表彰者は 33 名で昨年に比べ 12 名の大幅減だった。
　今後も引き続き健康に気を付けて頑張ってください。
受賞者は次のとおり

三浦　陽治　・　宮首　昌敏　・　高辻　健二
浜田　昌志　　　　　以上４名　〈㈱アドプレックス〉
古本　久幸　　　　　　　　　　　　　〈㈱中本本店〉
中國　　隆　　　　〈㈱インパルスコーポレーション〉
迫田　浩二　　　　　　　　　〈セイコービジネス㈱〉
横田　　稔　　　　　　　　　　　　〈佐々木印刷㈱〉

上廣　　寿　・　松島　　勲　・　小田　哲也
　　　　　　　　　　以上６名　〈㈱アドプレックス〉
小原　佳会　・　梶谷　剛彦　・　三瀬　純也
竹内　富美子　　　　　　　以上４名　〈㈱中本本店〉
黒瀬　雅陸　・　田部　周治　・　奥田　徹哉
　　　　以上３名　〈㈱インパルスコーポレーション〉
半田　準史　　　　　　　〈サンヨーメディア印刷㈱〉
東原　将志　　　　　　　　　　　　　　　〈㈱新生〉
森房　秀雄　　　　　　　　　〈宇都宮パック工業㈱〉
迫越　まみ　　　　　　　　　〈セイコービジネス㈱〉
小林　広和　　　　　　　　　　　　〈㈲安田印刷所〉

大庭　辰典　・　新井　貴博　・　平岡　雅志

長﨑　順子　　　　　　　　　　〈㈱デルタプリント〉
谷川　美恵子　　　　　　　　　〈㈱アドプレックス〉
谷口　心一 ・　山田　翔人　・　谷口　大介
成　　京子　　以上４名〈㈱インパルスコーポレーション〉
隠田　一真　　　　　　　　　〈セイコービジネス㈱〉

勤続30年表彰　８名

勤続20年表彰　18名

勤続10年表彰　７名

　広島県職業能力開発協会は、この度、当工組の中川
隆副理事長を長年にわたり技能検定の推進にご尽力を
いただいたということで「技能検定関係功労者」とし
て表彰されました。
　中川さんは、平成 28 年から環境労務委員長として広
島県で初めて「新 DTP 技能検定」を導入されました。
岐阜県工組の指導を仰いだり広島県職業能力開発協会
との打ち合わせを重ねたり、相当の努力を重ねられま
した。
　今では、毎年当たり前のように「技能検定プリプレ
ス職種（DTP 作業）」は開催されていますが、中川さ

んの功績が大です。

〜 受賞者の皆さまおめでとうございます 〜

〜　令和３年度広島県職業能力開発協会会長表彰に係る「技能検定関係功労者」の表彰　〜

中川印刷㈱中川隆社長表彰される

令和３年度　永年勤続表彰

SYSTEM CREATION COMPANY
価値創造企業

お問合せはこちら

中四国支店
〒730-0802　広島市中区本川町2-6-11 https://www.musashinet.co.jp/ホームページ

082-232-9261電 話 番 号

print634@musashinet.co.jpメールアドレス

シールラベル･パッケージ

品質や生産性に応じたシールラベル、
パッケージシステムをご提案します。

自動給紙 Ｂ２サイズ カッティングプロッター
（フルカット専用）
　　　　　　　　RXⅡ

自動給紙 Ｂ３サイズ カッティングプロッター
（ハーフカット専用）
　　　　　Jaguar VLX

C4080広告【サイズ：（H）60×（W）82mm】

媒体名：広島県印刷工業組合「いんさつ広島」10月号

プロフェッショナルプリント事業部
〒730-0004  広島県広島市中区東白島町14-15   TEL.082-511-4651

お客様の可能性を引き出す
印刷現場での働き方改革を
ご提案します。

※写真はC4080にオプション
を装着したものです。
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アイデアマン 田頭社長 講話
　11 月 16 日 ( 火 )、福山支部価値組委員会の 11 月（第
216 回）例会を開催。まず、令和４年度の互礼会開催
はコロナ渦のため中止としました。今月は、モンデン
化成（株）田頭社長に講話をお願いしました。モンデ
ン化成さんは名前のとおり化成品の印刷、加工を中心
にされている会社ですが、いろんなアイデアを出され
て新しい商品の開発もされています。アイデアマンの
田頭社長のそんなお話を聴けるものだと皆んな楽しみ
にしてた、、、のですが、なんと！今回は田頭社長のパー
ソナルな部分について、すごく興味深いお話しを聴か
せてもらうことができました。田頭社長の持っている
サッカーの審判員の資格と、試合でのいろんなお話、
そして審判の七つ道具からのエピソード。普段は聞け
ない世界の話にはとても興味深いものがありました。
そんなサッカー審判員のお話をされているのに気がつ
くと、メモをしていたのはそのお話の端々に出てくる
田頭社長の想いでした。困りごとの工夫をしていくと、
それで繋がりが拡がっていく。出来なくなったことも
多いが、新しいものを考えて創り出していく姿勢。動
いているからこそチャンスが回ってくる。そうやって
仕事が拡がっていく。そうした田頭社長の「流儀」に

　10 月 24 日 ( 日 )、コロナウイルス拡大も影が薄くなっ
てきた中、今年２回目の「第８回親睦ゴルフ大会」を三
原市の京覧カントリークラブで開催しました。参加者は
他支部や組合事務局などから 11 名出席されました。
　当日は晴天に恵まれ、また、コロナウイルスの感染
者も少なくなってきたことからお客さまも大勢おられ
ゴルフ場は大賑わいでした。皆さんけがもなく楽しく
プレーされ一安心でした。
　また、来春に行います。どなたでも参加を認めますの
で我と思う方は一緒に楽しくプレーしましょう。( 大東 )

成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Net
　優　　勝　　児玉　　靖　( 今谷印刷㈱ )　　　70.0
　準 優 勝　　大東　弘典　( 大東印刷㈱ )　　　73.4
　三　　位　　小松　則秋　( ㈱ヤマワキ )　　　74.4
　ベスグロ　　大東　弘典　( 大東印刷㈱ )　　　83

皆んな聞き入っていました。
　次回の例会でも、違うメンバーさんにお願いをして
います。毎月、お一人ずつ繋がっていくと、それぞれ
の得意分野を共有でき、地域の DX の繋がりになって
いったら良いなと考えています。なかなか厳しい時期
です。まだ何かが出来る、何か動かしていけるという
には早いかもしれません。でも、こうやって集まって、
共有することで、刺激やヒントをお互いに情報交換し
ながら、自社の仕事のヒントやモチベーションアップ
に。そして自社の強みに気づくことに繋がればと思っ
ています。ありがとうございました。　　　　　（小田）

【福山支部 11 月例会】

【芸備支部だより】

秋晴の好天の日にゴルフで親睦を　〈第２回芸備支部会開催〉
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　公益社団法人日本印刷技術協会より「印刷白書
2021」が発刊されたのでご案内します。
　本書は、公表された各種統計データから、印刷産業
の動向を捉えるために必要なものを網羅、掲載すると
ともに、今後のビジネス展開における重要課題も多く
取り上げ、進むべき方向性も示唆されております。
　印刷産業が今後どのような方向にビジネスの選択を
することが妥当なのか、印刷産業と印刷会社の可能性
を考えなければなりません。特に 2020 年、新型コロ
ナウイルスの世界的な感染拡大により、人々の生活と
あらゆる産業に大きな影響を与えました。今回の印刷
白書では「コロナウイルスで変わる社会と印刷」を特
集しており、これからの中長期の経営とビジネスの進
むべき方向性を定めるヒントとなるでしょう。
　つきましては、組合員の皆さま方にとっても有益な
図書であると判断し、ご紹介させていただく次第です。
　なお、当組合を経由してお申し込みいただければ、
定価 9,900 円を組合員様特別価格　8,300 円（税込）
でご提供させていただきます。
　申し込みについては、広島県印刷工業組合事務局
℡ 082–293–0906 までご連絡ください。

アフターコロナの印刷ビジネスを考える
情報産業として印刷業界は何を目標にすべきか
新時代の出版ビジネスとは新型コロナが開けたパンドラの箱
アメリカのダイレクトメール・マーケティング事情から読み解く
DM 戦略 コロナ禍と印刷業界の 2020 年を振り返る

 
［産業構造］生産性向上と付加価値創出で印刷ビジネスの可能性
はさらに広がる

［産業連関表］産業連関表で印刷産業に関わる全産業の取引を見る
［市場規模］印刷ビジネスの変容と方向　受注から価値共創への
リセット

［上場企業］新たな収益柱の確立に向けて変革を進める上場印刷
企業
＊関連資料 国内生産額／調達先と販売先／最終需要と生産誘発
／輸出入額／経営動向／景況 DI ／設備投資と研究開発／生産能
力／ M&A など

［デザイン］製造技術とデザインを掛け合わせ印刷の新たな価値
を創る

［ワークフロー］顧客起点でワークフローを考える
［オフセット印刷／デジタル印刷］ 印刷ビジネスの潮流とオフ
セット印刷機、 デジタル印刷機の現状と今後

［用紙］地球環境と紙にまつわる価値を再考する
［後加工］コロナ禍で加速する後加工ベンダーの DX と製本業界
の実態 
＊関連資料　デジタル印刷／フォーム印刷業界

［出版業界］ニューノーマルで変わる読書と出版ビジネス
［電子出版］コロナ禍で成長が続く電子出版ビジネスと拡大する
電子図書館サービス

［新聞業界］新たなビジネスモデル構築が急がれる新聞業界
［広告業界］インターネット広告の拡大に印刷メディア広告が貢献
［DM業界］BtoB とデジタル連携にも有効な DM メディアの新
たな役割

［折込広告他］コロナ禍が変える地域メディアと地域コミュニケー
ション

［通信販売業界］コロナ禍で初の 10 兆円市場を達成
＊関連資料　出版／電子出版／コンテンツ／新聞／広告／通販

［SDGs/ESG］経営課題としての SDGs に印刷会社はどのように
取り組むべきか

［地域活性化］アフターコロナに向けて変わるまちづくり
［経営管理］本当の印刷原価を MQ 会計の考え方で考察する
［デジタルマーケティング］ インフルエンサーが与える影響と
インフルエンサーマーケティングが注目される理由

［デジタルイノベーション］アフターコロナにおける真のデジタ
ルイノベーションとは

［人材 1］印刷会社の新サービス開発における課題
［人材 2］顧客ビジネスの DX と人材
＊関連資料　クロスメディア／デジタルマーケティング／人材

　印刷白書 2021　組合斡旋価格　8,300 円 ( 税込 )　×　　　　冊　（送料 ＋ 620 円 ／ ２部以上 820 円）

送付先所在地
 〒

TEL FAX

会社名

部  署 役職

フリガナ 
申込担当者

【新刊紹介】

〈申込書〉

お申込み先 FAX　082–293–0954　広島県印刷工業組合　

月　　　　　日

【主な内容】
JAGAT 刊　『印刷白書 2021』のご紹介  第１部 第１章　特集　with/after コロナの印刷ビジネスを考える

 第２部 第２章　印刷産業の動向

 第３章　印刷トレンド

 第４章　関連産業の動向

 第３部 第５章　印刷産業の経営課題
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【組織共済委員会からお知らせ】

就業中の災害に対する従業員への補償金のお支払いによる負担から企業をお守りする共済です！

①掛金（保険料）は割引適用！　→　労災補償コースは46％割引適用
②加入手続は簡単、年齢制限なし！
③就業中の所定の災害に対する思わぬ会社の出費もガード！
④掛金（保険料）は全額経費として損金処理できます！（一部、取扱が異なるケースがあります。）
⑤（傷害補償コースのみ）政府労災保険の給付決定を待たずに保険金をお支払いします！　　　
（精神疾患（メンタルヘルス疾患）、脳疾患、心疾患等は政府労災保険が決定した場合に限りお支払いします。）

【掛金（保険料）例】
役員・従業員10名・Ⅱ タイプ・5口加入の場合
（災害付帯費用担保特約は、加入口数にかかわらず
1口のみとなります）
（Ⅱ タイプ保険金額、従業員1名1口あたり）右記表の通り
10人×{600円（年間掛金）×5+120円（災害付帯費用担保特約）}=31,200円（合計掛金：損金処理可能）

給付金（保険金）をお支払いする場合

災害補償共済に加入しましょう！災害補償共済に加入しましょう！

☆おすすめポイント☆

労災補償コース労災補償コース 掛金46％割引！
（事業場数割引10%、損害率による割引40%適用）

労災補償コース
【労働災害総合保険（法定外補償保険）】

傷害補償コース
【業務災害総合保険】

●全印工連傘下工業組合の組合員である企業（加入者）の従業員が、業務上・通勤上の事由で、保険期間中に身体の障害を被り、政府労災保険
等の認定を受けた場合に、被保険者が政府労災保険等の上乗せ補償を行うことにより被る損害に対して給付金をお支払いします。なお、給付金
は、災害付帯費用給付金を除き全額、被災従業員またはその遺族にお支払いいたします。
●労災事故の認定および、後遺障害等級等の認定は、政府労災保険等の認定に従います。
●傷害保険、生命保険からの保険金とは関係なく、給付金をお支払いします。

お支払いする給付金（保険金）
●ご加入にあたり、設定していただいた法定外補償保険の保険金額に従って次の給付金をお支払いします。
(1) 死亡給付金
　被災の結果、従業員が死亡した場合にお支払いします。
(2) 後遺障害給付金
　被災の結果、従業員が後遺障害（労災保険の1級～14級、ただしⅡタイプについては1級～7級）を被った場合にお支払いします。
(3) 災害付帯費用給付金
　従業員が死亡または後遺障害等級1級～7級に該当する災害を被り、前記（１）または（２）の給付金が支払われる場合、被災した従業員や遺
族に対する見舞金・慰霊金やお香典、事故現場への交通費・宿泊費などの費用の備えとして所定の災害付帯費用給付金をお支払いします。
※死亡給付金と後遺障害給付金は、重複してはお支払いしません。どちらか高い方の金額を限度とします。

1 印刷中に刷版に付着した紙粉等の除去作業中誤って刷版に巻き込まれ、腕を切断した

給付金支払い事例 性別 お支払い給付金

男性 2,650,000円

通勤途中、自転車で横断歩道を渡っていたところ4トントラックにはねられ死亡 男性 6,000,000円2

業務上・
通勤途上
災害付帯

費用担保特約

500万円

100万円

500万円 500万円

25万円

500万円 250万円 200万円 180万円

15万円

150万円

1級 2級 3級 4級
後遺障害等級

5級 6級 7級
死亡
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就業中の災害に対する従業員への補償金のお支払いによる負担から企業をお守りする共済です！

①掛金（保険料）は割引適用！　→　労災補償コースは46％割引適用
②加入手続は簡単、年齢制限なし！
③就業中の所定の災害に対する思わぬ会社の出費もガード！
④掛金（保険料）は全額経費として損金処理できます！（一部、取扱が異なるケースがあります。）
⑤（傷害補償コースのみ）政府労災保険の給付決定を待たずに保険金をお支払いします！　　　
（精神疾患（メンタルヘルス疾患）、脳疾患、心疾患等は政府労災保険が決定した場合に限りお支払いします。）

【掛金（保険料）例】
役員・従業員10名・Ⅱ タイプ・5口加入の場合
（災害付帯費用担保特約は、加入口数にかかわらず
1口のみとなります）
（Ⅱ タイプ保険金額、従業員1名1口あたり）右記表の通り
10人×{600円（年間掛金）×5+120円（災害付帯費用担保特約）}=31,200円（合計掛金：損金処理可能）

給付金（保険金）をお支払いする場合

災害補償共済に加入しましょう！災害補償共済に加入しましょう！

☆おすすめポイント☆

労災補償コース労災補償コース 掛金46％割引！
（事業場数割引10%、損害率による割引40%適用）

労災補償コース
【労働災害総合保険（法定外補償保険）】

傷害補償コース
【業務災害総合保険】

●全印工連傘下工業組合の組合員である企業（加入者）の従業員が、業務上・通勤上の事由で、保険期間中に身体の障害を被り、政府労災保険
等の認定を受けた場合に、被保険者が政府労災保険等の上乗せ補償を行うことにより被る損害に対して給付金をお支払いします。なお、給付金
は、災害付帯費用給付金を除き全額、被災従業員またはその遺族にお支払いいたします。
●労災事故の認定および、後遺障害等級等の認定は、政府労災保険等の認定に従います。
●傷害保険、生命保険からの保険金とは関係なく、給付金をお支払いします。

お支払いする給付金（保険金）
●ご加入にあたり、設定していただいた法定外補償保険の保険金額に従って次の給付金をお支払いします。
(1) 死亡給付金
　被災の結果、従業員が死亡した場合にお支払いします。
(2) 後遺障害給付金
　被災の結果、従業員が後遺障害（労災保険の1級～14級、ただしⅡタイプについては1級～7級）を被った場合にお支払いします。
(3) 災害付帯費用給付金
　従業員が死亡または後遺障害等級1級～7級に該当する災害を被り、前記（１）または（２）の給付金が支払われる場合、被災した従業員や遺
族に対する見舞金・慰霊金やお香典、事故現場への交通費・宿泊費などの費用の備えとして所定の災害付帯費用給付金をお支払いします。
※死亡給付金と後遺障害給付金は、重複してはお支払いしません。どちらか高い方の金額を限度とします。

1 印刷中に刷版に付着した紙粉等の除去作業中誤って刷版に巻き込まれ、腕を切断した

給付金支払い事例 性別 お支払い給付金

男性 2,650,000円

通勤途中、自転車で横断歩道を渡っていたところ4トントラックにはねられ死亡 男性 6,000,000円2

業務上・
通勤途上
災害付帯

費用担保特約

500万円

100万円

500万円 500万円

25万円

500万円 250万円 200万円 180万円

15万円

150万円

1級 2級 3級 4級
後遺障害等級

5級 6級 7級
死亡

【参考データ】

給付金（保険金）をお支払いする場合

傷害補償コース傷害補償コース
●就業中または通勤中に被った身体障害を補償します。政府労災保険ばかりでなく、生命保険、健康保険の給付とは関係なく独自に請求できま
す。（精神疾患（メンタルヘルス疾患）、脳疾患、心疾患等は政府労災保険の給付が決定した場合に限りお支払します。）
例：通勤途上で車を運転中に交通事故でケガをした

※こちらのチラシは労働災害総合保険（法定外補償保険）・業務災害総合保険の概要について説明したものです。
必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。保険の内容は「全印工連災害補償共済」のパンフレットをご覧くだ
さい。詳細は全日本印刷工業組合連合会が所有する保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら共立（株）ま
でおたずねください。

（問い合わせ先）
全日本印刷工業組合連合会               　　　 電話03-3552-4571　
共立株式会社　業務開発部（取扱幹事代理店） 電話03-5962-3075 受付時間　9：00～17：00（土日・祝日を除く）
東京海上日動火災保険（株） （引受保険会社）　担当：広域法人部　団体・協同組織室  電話03-3515-4151　

※共済の詳細は、パンフレットまたは　　　
　ホームページをご覧下さい。　 
　http://www.aj-pia.or.jp/kyosai/

お支払いする給付金（保険金）

・香典
・花代
・弔慰金
・葬儀費用...

以下の保険金種類があります。詳細はパンフレット等をご覧下さい。
●役員・従業員の災害補償向け補償
死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、入院補償保険金、手術補償保険金、通院補償保険金
※保険金は全て被保険者（企業）にお支払します。その後、全額を被保険者（企業）から補償対象者または遺族へ補償金等としてお支払します。
●企業向け補償
災害付帯費用補償特約条項
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◎ 組合のうごき

事務局だより

　今回の大会は、広島県の東・西地域、どちらからで
も距離的に近くになるように配意し、10 月 28 日（木）
東広島の安芸カントリークラブで開催した。参加者は
22 名、当日は秋晴れの好天に恵まれ絶好のゴルフ日和
で、あとは腕前 ( 成績 ) だけですが、皆さん怪我もなく
楽しくプレーされた。
　午前８時 45 分開会式が始まり、宇都宮運営委員長か
ら「今年も印刷産業夢メッセがコロナ禍で開催するこ
とができませんでしたが、来年は是非開催できること
と思います。メーカー、ベンダー様の協力なしではで
きません。どうか、ご協力をお願いします。今日はゴ
ルフでグリーン場での親交を深め、お互い楽しいゴル
フをしましょう」と挨拶された。また、前回覇者の
DIC グラフィックス㈱の石井支店長が「明日で定年で
す。皆さんお世話になりました」と感謝の言葉を述べ
られた。その後、OUT・IN ９時 01 分に同時スタート
した。
　コースは、紅葉の中、あちらこちらで声が聞こえ走
り回ったり、皆さん楽しんでプレーされていた。
　大会終了後の表彰式では、司会が下位からの成績発
表を行い、たくさんの賞品を前に、誰が呼ばれるか、
自分の番は、で発表の都度大変盛り上がり和気あいあ
いのうちに終了した。

成績は以下のとおり。　（敬称略）　　　　 　    ネット
　優　　勝　石井　千之　㈱石井印刷所　　　　70.6
　準 優 勝　西村　純男　事務局　　　 　 　　 75.6
　３　　位　森田　大輔　㈱ユニックス　　　　76.0
　ベスグロ　森田　大輔　㈱ユニックス　　　　88

産業戦略デザイン室

CSR推進委員会

中国地区理事長会

常任役員会（全印工連）

環境労務委員会

全青協正副議長会

18日 東京

常任理事会8日 印刷会館

19日 東京

27日 広島

DTP技能検定事前研修10日 印刷会館

拡大理事会 広島
ガーデンパレス

東京
7日

東京

広島
13日

 
月
11

 
月
12

第 17 回 印刷産業関連業界　親睦ゴルフ大会開催

既に 11 月の配布物でお願いをしましたが、「い
んさつ広島」では、令和４年新年号の「年賀広告」
を募集しております。(12 月６日締め切り )
ご協力をよろしくお願いします。

・　広告料金　１枠　　5,000 円
・　規　　格　55㎜ × 28㎜　モノクロ
詳細については ℡ 082-293-0906 の事務局へ

「年賀広告」募集について


