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　春です。３月の初めから急に暖かくなり春がきました。川津
桜を見に広島県民の浜をリサーチしましたが、もう満開で終わ
りだと情報が入り残念でした。しかし、田舎に用事があって帰っ
たとき、思わぬ場所で川津桜を見つけ写真を撮ったのがこの写
真です。コロナ禍でも、この桜を見物に大勢の人々が集まって
きていてびっくりです。帰るたびにここ ( 萩市の道の駅シーマー
ト ) に買い物に来ていたのに知らなかったのです。
　この桜は静岡県の川津町にて毎年２月上旬から咲き始め３月
上旬までの約 1 ヶ月に渡り咲く早咲きの桜で有名です。花が大
きくピンク色なのが特徴のこの桜は本州でも早咲きの種類に分
類され開花の過程も楽しめます。今年は終わりましたが来年思
い出したら遠出になりますが、買い物ついでに見に行かれたら
如何でしょうか。

【川津桜　桜の中でも一番早く咲き始める】令和３年度下期中国地区印刷協議会開催

　中国地区協議会 中本俊之会長挨拶

　全印工連 滝澤光正会長挨拶

「臨時常任理事会」開催  

「第４回拡大理事会」開催  

印刷優勝野球大会　秋開催の予定 

２０２２印刷産業夢メッセ関連

広島中央会・労働局からお知らせ 

福山支部だより  

事務局だより  
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　令和３年度下期中国地区印刷協議会が、当初の計画で
は広島市に於いて開催の予定だったが、この度のコロナ
禍により Zoom で開催された。Zoom 開催は４回目、
早く皆さん集まって開催したいものです。
　２月 18 日 ( 金 ) 午後１時 30 分より、全印工連から、
滝澤光正会長、江森克治常務理事、青柿良和事業課長と
中国五県の各工組から理事長、役員の総勢 38 名が参加
し開催された。

　新型コロナウイルスの影響により今
回もリモート開催となりました。２年
前の元年度下期を広島市でリアル開催
して以降、ずっとリモート開催となっています。中国
地方も４県がまん延防止等重点措置の適用を受け対策
に取り組んでおり、山口県と島根県は２月 20 日で解
除の予定ですが、広島県と岡山県は医療への負荷を下
げるために引き続き３月６日まで延長することが本日
正式に決定されるようです。我々の業界は年明けから
のオミクロン株による第６波の拡大によって、各種イ
ベント中止、外出・移動の自粛、飲食店への営業時間
短縮の要請などによる消費マインドの悪化で失注や売
上げの減少で引き続き厳しい状況にあります。それに

会議次第
・中国地区協議会　中本俊之会長挨拶
・全印工連　滝澤光正会長挨拶
・青柿良和事業課長から全印工連の事業概要説明
・江森克治常務理事から「DX-PLAT 本格稼働に向けて」
　説明
・各委員会報告 ( 中国地区の各委員長より )　
　３月号にて掲載済み
・意見、質疑応答
・次回開催場所等について
　令和４年度上期中国地区印刷協議会開催の件
　６月 24 日 ( 金 )　鳥取市で開催決定
・閉会
　以上を午後３時 20 分に終了した。
　その後、引き続いて理事長会を開催して４時過ぎに終
　了した。

加え、原材料コストや物流費の上昇を理由に、印刷用
紙や印刷資材の値上げが相次いで発表されるなど、印
刷業界全体においてたいへん厳しい環境への対応を求
められることとなりました。
　印刷産業の市場規模についてみますと、2020 年工業
統計調査（2019 年実績）の確報が昨年の８月に公表さ
れました。従業員３人以下の事業所を含めた印刷産業の
2019 年の製品出荷額は４兆 9,981 億円で、対前年比
は 0.3％と増加しました。対前年で増加したのは 2007
年以来となります。（ただし今回の公表は、2019 年実
績であって、2020 年１月に発生した新型コロナウイル
ス感染の影響が全くない時点での結果です。）
　印刷用紙の内需見込みは、日本製紙連合会のまとめ
によると、2020 年の紙・板紙の内需は、コロナ禍の
影響を受け、前年比9.5％減となりました。2021年は、

令和３年度 下期中国地区印刷協議会開催

中本俊之中地協会長挨拶要旨

松本印刷株式会社

〒739-0433　廿日市市下の浜5−12
TEL（0829）55−2290　FAX（0829）55−1640

代表取締役　松　本　仁　志
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グラフィック用紙は引き続き減少となったものの、パッ
ケージ用紙の増加により、紙・板紙合計では 1.6％増と
11 年ぶりのプラスとなりました。2022 年の予想は、
行動制限の緩和で人流及び個人消費の回復が見込まれ
ますが、情報・広告分野を中心にデジタル化が加速す
ること等から、グラフィック用紙の内需は 4.4％の減少
を見込み、一方、パッケージ用紙について一部品種の
他素材へのシフトといった減少要因もありますが、ネッ
ト通販の拡大で 1.9％増が期待できるようです。
　そして、先週 2/8（火）に「SDGs の視点からみた
調達の将来像」と題して、全印工連 CSR シンポジウム
（全印工連主催、和歌山県印刷工業組合主管）が開催
されました。基調講演／立教大学大学院　亀井教授　
内容は、あらゆる組織、人は Social Responsibility（社
会に応えること）が求められる。社会が求めるものと
は、「ありたい未来にしていく」ということであり、そ
のためにできることは、ありたい未来につながる商品
やサービスを生産すること、または調達（購入）する
ことのような日常的な行動です。一例として「調達」
をあげると、「安ければよい」ということではなく、地
域の持続可能性が高まるような調達をするべきであ
る。環境に配慮した企業から調達すれば環境維持に貢
献することにつながりますし、逆に、環境に考慮して
いない企業から調達をすれば環境破壊につながるな
ど、その調達が何に繋がるかを考えることが必要とな
ります。「ありたい未来」をどう考えるかは、地域によっ
ても、企業によっても、個々人によっても異なるもの
であり、この差異が独自性である。企業は、地域社会

　今年も年初より全国多くの都道府県
におきまして、コロナのまん延防止等
重点措置が発出されるなど、新型コロ
ナの収束には未だ多くの時間がかかるものと思われま

における自社の存在感を意識して、ありたい未来を考
えるべきです。大企業ほど、SDGs に対する関心は高
く、取引先に対しても SDGs への取り組みを求める傾
向が強くなります。SDGs に配慮しない企業は取引を
してもらえなくなる可能性もあります。今後は SDGs
活動をしている業者を選定基準とし、例えば活動内容
によって加点方式にすれば、価格のみの競争にはなら
ないかもしれません。そのようなことができれば、印
刷業者だけではなく、他業種の業者も疲弊しないでしょ
うし、持続社会の実現に目が向いてくるのではないか
と思います。印刷業界も大きく関わるSDGs目標12「つ
くる責任・つかう責任」の達成に向け、顧客や消費者
に対し SDGs に即した行動を促すよう提案すること
も、われわれの責務であると考えます。
　最後に、全印工連は生産の効率化とビジネスモデル
の変革を目的とした DX（デジタルトランスフォーメー
ション）をスタートします。様々な業態の組合員の会
社がグループを作り、それぞれの強みを活かして、お
互いを伸ばしていこうとするものです。この後 DX-
PLAT の本格稼働で説明をしていただきます。
　停滞していたように思えるこの２年の間にも、われ
われは少しずつでも前に進んでいたのではないかと思
います。そんな今われわれに必要なのは、コロナ禍以
前の暮らしを取り戻すだけでなく、一歩でも前へ進も
うという強い気持ちではないでしょうか。
　皆さんにとって今日の会議が有意義な時間となりま
すことを祈念いたしまして挨拶とさせていただきます。

す。こうしたなかにおきまして、各県工組、各地区協
の事業運営につきましては、日頃、役員、組合員の皆
さまには非常にご苦労いただいていることと思ってお
ります。改めて感謝申し上げます。
　皆さまと直接お会いできない時間が長く続きまして、
大変残念ではございますけれども、この２年間、全印

滝澤光正全印工連会長挨拶要旨

リコージャパン株式会社 PP事業部 中国グループ

〒730-0013
広島県広島市中区八丁堀3－33 広島ビジネスタワー15F

TEL:082-511-2475  FAX:082-511-2702

ネオンイエロー・ネオンピンク・ホワイト・クリア印刷対応
最大360g/㎡の厚紙印刷対応
330.2×1,260mm長尺印刷対応
レザックや封筒など様々な用紙への対応力UP

ビジネスを変革する表現力

本　　社 〒140-8541 東京都品川区東品川3-31-8 TEL 03-5715-7377

www.jp.heidelberg.com/
広島営業所 〒731-0121 広島市安佐南区中須1-1-12-1301号 TEL 082-846-4180
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工連各地区協、そして各県工組においてもリモート対
応が進み、新しいコミュニケーションや新しい会議の
在り方など多くのことを学び、多くの可能性を勝ち取
ることもできたのではないでしょうか。
　現在、全印工連では、これからの時代に求められる
印刷産業への進化、各社の付加価値の増大を目指しま
して、効率のよいプロダクションによる収益拡大、ソ
リューションプロバイダーへのさらなる進化、そして
人材の確保と育成。この３つからなる三位一体の構造
改革を掲げ、各種事業に取り組んでいるところでござ
います。今年度の下半期におきましても、リモート配
信も含めた各種セミナーの積極開催、あるいは、教育
動画チャンネル「印カレ」への掲載動画の充実、そして、
ただ今もお話がございました CSR シンポジウムや、先
だって行われた官公需対策全国協議会など、着実に進
めてまいりました。
　さて、昨年秋以降、原燃料価格の上昇などを理由と
した、印刷用紙をはじめとする印刷諸資材の値上げが、
メーカーから相次いで打ち出されております。全印工
連では既に、各県工組の皆さま宛に印刷物発注に対す
るお願い文書の雛型をご提供しておりますが、現在、
印刷関連に関わらず、全ての物品価格、コストの上昇
が進むなか、私たちの製品、サービスにおいても、お
客様への説明を尽くしたうえで、しっかりと価格転嫁
を図ることが何よりも重要です。
　これに関連しまして、今週の火曜日２月 15 日の朝
に東京の永田町におきまして、自民党中小印刷産業振
興議員連盟の総会が行われ、在京の役員が出席してま
いりました。そのなかで、私どもからの要望といたし
まして、再生紙の供給不足による、グリーン購入法特
定調達品目の判断基準の早期見直し、それから、代替
品への切替えを促進する通達文書の再度の発出。また、
用紙をはじめとする諸資材価格高騰分の、官公需印刷
物における予定価格への適正な反映などについて、要
望を述べてきたところでございます。
　また、今ほどもお話がございました全印工連の DX
推進プロジェクトでございますが、現在、全国９グルー

プでトライアルをしていただいています。ご当地にお
きましては、広島の中本理事長にもこのトライアルを
実施していただいております。この全印工連 DX プロ
ジェクトにつきましては、本格稼働に向けて、プロジェ
クトチームから後ほど進捗と、今後についてのご説明
を差し上げる予定にしております。
　このプロジェクトは、「DX-PLAT」の活用によりま
して政策協調を促進し、設備稼働率と生産性を向上さ
せ、さらには、各社の新しいビジネスモデルへの変革
を促すことを目的にしております。現時点では、本格
稼働に向けた最終段階といたしまして、各メーカーデ
バイスとのインターフェース構築やシステム改修、あ
るいは、また運用に関しての制度設計などを行いまし
て、全国の組合員の皆さまにご提供に向けた準備を、
着々と進めているところでございます。
　本日の下期地区協議会におきましては、各委員会事
業の年度目標に対する達成状況を、出席者の皆さんで
きちんと共有していただき、次年度の取り組みへとつ
なげていきたいと願っております。今回の地区協の情
報を各県の工組にしっかりと伝達いただきますよう、
ご協力を改めてお願いいたします。
　結びにあたり、本年も各地区印刷協議会との連携を
通じまして、全印工連の組織力を存分に活かした事業
運営の取り組み、現下の状況を積極的に捉えて、印刷
産業の持続的な発展に向けてまい進してまいります。
　どうぞ、さらなるご支援とご協力をお願い申し上げ
まして、この地区協における私のご挨拶とさせていた
だきます。
 　本日は、どうぞよろしくお願いいたします。
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　２月 18 日 ( 金 ) 午前 11 時 00 分から、広島印刷会
館会議室において臨時常任理事会を、理事長、副理事長、
常任理事７名が出席して行われた。
　はじめに、中本理事長から ｢現在コロナについては、
第６波が押し寄せてきており、今日ですが３月６日ま
で蔓延防止が延長されました。当然だと思います。非
常に厳しいところですが、これも皆さんそれぞれ努力
をされながら、何とかして乗り越えなければなりませ
ん。未だ、コロナの終息値は見えませんが頑張りましょ
う。それから、今日の議題にも入っていますが、次の

　３月 22 日 ( 火 ) 午後３時から、広島印刷会館会議室
において久しぶりに拡大理事会を、理事長、副理事長、
常任理事等役員　23 名が出席して行われた。
　はじめに、中本理事長から ｢だいぶ暖かくなり桜の
開花発表もありました。このままコロナも治まってほ
しいものです。先月の 18 日に地区協が開催されまし
たが全国的にほとんどがＷｅｂ会議でした。今日は 12

総会では役員の改選時期となっております。また、今年
の夢メッセ開催をどうするかなど色々あります。皆さん
のご協力をよろしくお願いします。ご意見等をしっかり
いただければと思いますので、こちらのほうも併せてよ
ろしくお願いいたします」との開催の挨拶があった。
議題

（１）令和４年度の役員改選に向けて
　　４月に全組合員へ選挙公告文書発送

（２）令和４年度総会開催について
　　５月 19 日（木）
　　リーガロイヤルホテル広島で開催予定

（３）2022 印刷産業夢メッセ開催について
　　開催予定（コロナ禍の様子を見ながら）

（４）令和３年度支部助成金について
　　夢メッセ中止だったため助成金は無しに

（５）全国大会の開催始動について
　　来年 10 月開催のため各委員会始動を

（６）令和４年度の行事予定（案）について
（７）その他

月開催依頼リアルで会議ができ嬉しく思っております。
さて、今年は役員の改選時期となっております。そして、
総会の議案書の報告もあります。夢メッセ開催の周知
など色々あります。皆さんのご協力をよろしくお願い
します｣ との開催の挨拶があった。
議題

（１）令和４年度の役員改選に向けて
　　４月に全組合員へ選挙公告文書発送

（２）令和４年度通常総会議案書 ( 案 ) について
　　令和３年度事業報告

（３）2022 印刷産業夢メッセ開催について
　　テーマの発表、ポスターの公募

（４）令和４年度行事予定 ( 案 ) について
（５）組合員異動のお知らせ
（６）その他
　　経営実態調査のご協力を

　毎年５月に開催をしていましたが、新型コロナ禍のため昨年・一昨年と中止、今年もまん延防止等重点措置が発
令され危ぶまれ５月の開催は無理でした。しかし、何事にも閉塞感がある今だからこそ、できるかぎりの対策を講
じて可能であれば開催したいとの思いを受け、昨年同様、半年延期した 11 月頃の開催に向けて動いてみることにし
ました。もちろん３回目のワクチン接種状況、治療薬の承認・配布、感染者数の減少維持等、開催するには条件が多々
あります。まずは、いろいろな条件をクリアして開催できるように検討してきました。結果、次のとおり計画しま
したのでたくさんのチームの参加を待っています。

・大会１日目　　10 月 30 日（日）　＝　予選リーグ戦　太田川グラウンド
・大会２日目　　11 月　６日（日）　＝　決勝トーナメント戦　草津球場
　　　　　　　　　➡＊ 10 月 30 日が雨天順延の場合は、太田川グラウンドで予選リーグ戦を行う
・第　３　週　　11 月 13 日（日）　＝　予備日　太田川グラウンド

「臨時常任理事会」開催

「第 4 回拡大理事会」開催

印刷優勝野球大会開催のお知らせ －秋に開催予定－
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第 16 回 2022 印刷産業夢メッセ開催告知ポスターの公募

　①名　称： 第 16 回 2022 印刷産業夢メッセ
　②会　期：10 月 21 日（金）、22 日（土）
　③テーマ：MOVE ON！　動き出せ、ワクワクの次代へ

　④会　場：広島ガーデンパレス
　　　　　　〒 732-0052
　　　　　　広島市東区光町一丁目 15-21
　　　　　　Tel.082-262-1122
　　　　　　Fax.082-262-5270
　⑤主　催：広島県印刷工業組合
　　　　　　中国印刷機材協議会
　⑥主　管：2022 印刷産業夢メッセ実行委員会
　⑦協　賛：広島県洋紙商連合会
　　　　　　広島県製本工業組合
　　　　　　中国グラフィックコミュニケーションズ工業組合
　　　　　　日本グラフィックサービス工業会広島県支部
　　　　　　中国地区印刷協議会
　⑧『夢』のロゴ：

10月２１日（金）・２２日（土）開催 （3年振りの開催）
　テーマは 「 MOVE ON！　動き出せ、ワクワクの次代へ 」

応募要項 記入必須項目

　2022 印刷産業夢メッセ第１回三役会を３月 22 日
( 火 )13 時 30 分から広島印刷会館会議室に於いて、県
工組、中国印刷機材協議会 18 名が出席し開催された。
コロナ禍で第６波が発生し、まん延防止重点措置発令よ
り例年より１カ月遅れの開催となった。
　中本実行委員長から「昨年の９月に夢メッセ中止の会
議依頼です。その後もコロナの勢いは続いておりリアル
会議ができない状況でした。この会議も１カ月遅れで
やっとできるようになりましたが、今後は皆さんと共に
この夢メッセが盛大にできるよう皆さんごの協力をお願
いします。」と挨拶があり、会議に入った。

【2022印刷産業夢メッセ第 1回三役会議開催】

【議題】「2022 印刷産業夢メッセ」
（１）開催内容等について ( コロナ禍における開催 )
　　　リアル開催をする

（２）テーマ選定について ( 表題のとおり ) 
（３）開催告知ポスターの公募について
（４）基調講演講師選定について
　　　　１日目：全印工連会長 ( 予定 )　
　　　　２日目：津田　淳子氏に要請

（５）出展・広告依頼について　４月上旬に郵送
（６）スケジュール ( 案 ) について
（７）その他

１．応募資格：広島県印刷工業組合員及び印刷関連団体
　　　　　　　並びに大学・専門学校に在籍の学生各位
２．作　　品：Ａ２サイズで原寸をプリントアウトし
　　　　　　　お送りください。なお、応募された作品
　　　　　　　は返却しません。
　　　　　　　入賞作品の著作権は組合に帰属するものとします。

３．使 用 色：片面４色 ( デザインにより１色や２色、４色も可 )
４．記入必須項目（右の項目を参照）
５．使用素材：自由
６．応募作品：自作で未発表のオリジナル作品に限る
７．応募方法：事務局宛に必要事項を記入の上、郵送
　　　　　　　記入事項は、 
　　　　　　　①応募者氏名
　　　　　　　②社名・学校名
　　　　　　　③連絡先
　　　　　　　④作品テーマ（制作意図）
　　　　　　　⑤使用ＯＳ
　　　　　　　⑥制作ソフト（バージョン記入）　　　
　　　　　　　⑦使用書体名

８．応募締切り ： 2022 年５月 20 日（金）“必着”
９．　 賞 　： グ ラ ン プ リ　１点 ( 商品券５万円 )
　　　　　　　準グランプリ　２点 ( 商品券各２万円 )
　　　　　　　佳　　　　作　数点 ( 商品券各３千円 )

注．詳しくはこの「いんさつ広島」と一緒に別に応募要領を入れておりますのでお読みください。
広島県印刷工業組合内　広島市西区南観音一丁目 1 ー 22
TEL：082-293-0906　FAX：082-293-0954　Mail: h.inkumi@estate.ocn.ne.jp お問い合せ

注. ④の制作意図は、作成にあたっての思い、
　　考え方を 200 字程度で記入のこと。
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【広島県中小企業団体中央会よりお知らせ】

事業再構築補助金制度が令和４年度も継続決定
　◎事業再構築補助金とは
　　　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売り上げの回復が期待しづらい中、ポス
　　トコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するために中小企業等の事業再構築を支援するこ
　　とで、日本経済の構造転換を促すことが重要です。そのため、新分野展開、事業転換、業種転換、業態
　　転換、又は事業再編という思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援します。
　◎事業再構築補助金令和 3 年度補正予算の概要について
　　　令和３年 12 月 20 日、令和３年度補正予算が成立し、事業再構築補助金については、令和４年度も
　　引き続き継続することが予定されております。第５回公募以降の制度の概要については以下をご確認く
　　ださい。
　　・第５回公募の公募期間は１月 20 日から３月 24 日までで、既に終了しています。
　　・第６回公募から、機械装置・システム構築費については、中小企業等がリース会社に支払うリース料
　　　から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合に
　　　は、その購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能となります。
　　　詳しくは、第 6 回公募の公募要領の公表をお待ちください。
　　　※詳しくは、「中央会　事業再構築補助金」をご覧ください。

「広島労働局からお知らせ」
労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり等の社会状況の変化を踏まえ職場における労働衛生基準を改正
　令和３年 12 月１日に「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令（令和 3 年厚生労働省
令第 188 号）」が公布され、一部の規定を除いて同日から施行されています。併せて、事務所衛生基準規則（昭和
47 年労働省令第 43 号。以下「事務所則」という。）及び労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安
衛則」という。）について、一部運用が見直されました。 また、事務所における温度基準についても見直されました。
作業場における衛生基準が守られているか確認しましょう。 
労働衛生基準の改正・見直しの主な項目とポイント

【詳細はこちら】事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について
 （令和３年 12 月１日付け基発 1201 第１号）等

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.htm

●照度について
　・作業面の照度基準が３区分から２区分へ
　　「一般的な事務作業」については 300 ルクス以上、
　　「付随的な事務作業」については 150 ルクス以上
　・すべての労働者に配慮した視環境の確保を
●便所について
　・新たに「独立個室型の便所」が位置づけられた
　　仕切り板又は上部もしくは下部に間隙のある壁等に
　　よって構成されているものは NG
　　バリアフリートイレも同様
　・少人数の作業場については例外も
●休養室・休養所について
　・随時利用できる環境であること
　　入口や通路から直視されないように目隠しを設ける
　　関係者以外の出入りを制限する
　　緊急時に安全に対応できる 等
●休憩の設備について
　・事業場の実状やニーズに応じて、休憩スペースの広
　　さや設備内容について衛生委員会等で調査審議、 検
　　討等を行い、その結果に基づいて設置する

●更衣室・シャワー設備について
　・性別を問わず安全に利用できるよう、プライバシーの
　　確保に配慮
●温度について
　・改正前 17 度以上 28 度以下 
　・改正後 18 度以上 28 度以下
●一酸化炭素・二酸化炭素の測定について
　・検知管方式と同等以上の性能を有する測定器として、
　　以下の方法を用いる測定器が含まれることを明示した
　　◉一酸化炭素：定電位電解法 
　　◉二酸化炭素：非分散型赤外線吸収法（NDIR）
●救急用具について
　・備えるべき救急用具の内容は各事業場で検討する
●発汗作業に関する措置について
　・多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与
　　えるための塩及び飲料水を備える必要がある。こ
　　の場合の「塩」は、塩飴や塩タブレット等のほか、
　　スポーツドリンクなどの飲料水に含まれる塩分も
　　該当することを明示した　
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　３月 10 日（木）、福山支部価値組委員会の３月（第
219 回）例会を開催、内容は、「各社の取組み・事例発表」
の第５回目です。今回は青葉印刷㈱にて生産管理部門を
取りまとめられている杉原 潤氏に「日ごろ心掛けてい
ること」についてお話を伺いました。
　生産管理は各社各様、そもそも同じ出来上がりの印刷
物でもそれぞれでアプローチが違う。日々、これで良い
のか？現状についていつも考えながらのお仕事。つまり
ロールモデルを持ちにくい仕事です。そういう絶対的な
正解のない職種の中で杉原さんご自身の経験の中から築
いてこられたお仕事観のお話は、とても共感できました。
　営業からの入稿、工程管理、変更と調整。臨機応変に
対応し、かつミスを発生させないコミュニケーション。
なくて当たり前のミス、という環境はとてもストレスフ
ルだと思います。そんな中で杉原さんが心掛けておられ
るのが「上機嫌でいること」と「ブリコラージュ」の２
つ。ブリコラージュの意味は『手持ちのものを組合せる』
こと。条件が限られる中で工夫をして、少しでも良いも

のを目指すという意味で、これは生産管理に限らず、ど
んな仕事にも通じること。自分に出来ているだろうか？
と背筋の伸びる思いでした。
　次回も、違うメンバー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。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）

【福山支部だより】

【脱　退】　商　　号　　㈱クリアートＣＡＮ
　　　　　脱退年月　　令和４年３月（広島西北支部）

３月例会「各社の取組み・事例発表」を開催

事務局だより

◎ 組合のうごき ◎ 組合員の異動
環境労務委員会2日

３
　
月

４
　
月

環境推進工場登録更新講習会9日

web会議

印刷会館

東　京

web会議

2022第1回夢メッセ三役会
常任理事会、拡大理事会

常任役員会

22日

18日

24日
東　京全印工連　ＤＸ推進ＰＴ29日

web会議

web会議

組合会計監査15日
常任役員会・理事・情報
ＪＰＰＳ講習会

2022第2回夢メッセ三役会
第1回常任理事会
第1回拡大理事会、会館取締役会

26日

21日

印刷会館
東　京

印刷会館

産業戦略デザイン室会議
広島県印刷工業組合通常総会

開催のご案内
　次のとおり、通常総会を開催しますので万障お繰
り合わせのうえご出席ください。

広島県印刷工業組合 令和 4 年度通常総会
　日時　５月 19日 ( 木 )　午後５時 00分
　場所　リーガロイヤルホテル広島
　なお、総会終了後、午後６時より懇親会を開催いたし　
　ます。ご出席をお待ちしています
　※新型コロナ禍のためマスク着用すること


