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Inseiren Top interview
「印青連の原点回帰」とは？ 印青連新会長、田中氏の想い…
第10代目 印刷産業青年連絡協議会会長 田中淳（有限会社旭プロセス製版 代表取締役）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＜インタビューアー：広報宣伝委員会 松谷 勝広＞

＜松谷＞本日はお忙しい中ありがとうございます。田中新会長のご自身の事や、組合活動に対しての
　　　　お考えなど、本日はお伺い致します。どうぞ宜しくお願い致します。

—まず、ご自身の生い立ちについて教えて下さい
＜田中＞え、生い立ち？生まれも育ちもここ（千駄木）ですね。小さい頃の事なんか忘れちゃったな。
　　　　小学校の記憶はほとんどない。中学・高校は、私立の一貫校に行っていました。スキーばっかり
　　　　やってたなぁって言っても、やっぱり記憶があんまりない。
　　　　高校卒業してからは大学にも行かず、3～4年遊んでました。で、「プラプラしてんだったら会社
　　　　手伝え」って親父に言われてそのまま入社。親が事業主じゃなかったらどうなっていたか（笑）

—ご自身の会社の事業について教えてください
＜田中＞製版。製版一筋でやってきました。昔は職人達がいっぱい並んでやってましたよ。創業…、
　　　　忘れちゃった。
＜松谷＞製版業界は昨今、非常に厳しいと聞いております。その中でも製版に特化して事業をされている
　　　　御社の強みはなんでしょう？
＜田中＞まず、お客様の層が変わりました。昔は印刷会社さんの下請け仕事が主流でしたが、今は一般企業のお客様との取引が増えました。
　　　 （お客様が）色気に拘るお仕事が多いので、自社でデータを作って色校正を出して、お客様に納得してもらえる色を出せる事はうちの強みかな。
　　　 「キチンとしたものを作りたい」ってお客様を新規でご紹介いただける事があるのもありがたいですね。で、印刷まで一括で受けるけど、うち
　　　　に印刷機はないので今では仲間内の印刷会社さんにお願いしています。
＜松谷＞下請けでは無くなった代わりに、高い要求レベルに応える必要が出たわけですね。それに応える事が出来たのは、御社の製版業の強みを活かさ
　　　　れたと思います。その中でも、今後の事業展望等はございますか？
＜田中＞デザイナーの育成にさらに力を入れて、もっと提案力を強化出来るようにしたいです。
　　　　新規開拓部隊が居ないのは課題かな…。

—印青連の役員になった経緯を教えてください
＜田中＞青樹会の小倉先輩って人に騙されたんだよ（笑）
　　 　「年に2・3回行けばいいよ」って言われて行ったら、毎月なのか？みたいな。
　　　　でも、役員になって一番良かったのは、やっぱり仲間が増えたこと。仕事を断る事
　　　　が無くなりました。また、パワフルな人が多いので、行けば元気をもらえますよね！

—田中会長が掲げる、印青連の「原点回帰」について教えてください。
＜田中＞一番変えたかったのは、印青連が「役員だけの仲良し会」では無く、発会当時の
　　　　各単組の連絡協議会としての役割を果たすようにしたいと思ってその言葉を使いました。で、当時役員だった大先輩達に色々話を聞きに行った
　　　　んだけど、皆全然言う事違うの（笑）
　　　　でも、私の考える原点は、各単組をつなぐのが連絡協議会なんだって事。役員だけじゃなく、加盟各単組にちゃんとメリットがないとね。

—印青連活動において、大事にされている事は何でしょう？
＜田中＞印青連メンバーは基本一期二年なので、極論二年後は役員全員入替えかもしれない。
　　　　だから、その期の役員達がやりたいようにやる事が私は大事だと思う。故に、「こうじゃなきゃイケない！」っていうのは作らない事。今期
　　　　なら、私は各単組の人達（印青連役員ではない人達）まで巻き込んでやっていきたい。でも次期はまた違う。で、いいんじゃないかなぁ。印青連は。
            私は、各加盟単組の裾野まで、情報やメリットをちゃんと持ち帰って欲しいなって思っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　—最後に、各団体にメッセージがあればお願いします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜田中＞メッセージと言うより、私は聞きたいと思っています。加盟単組の皆さんが印青連の事を
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　どう思っているのか。何を印青連に求めるのか。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜松谷＞聞いた上で、各単組に返していくという事ですか？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜田中＞そうです。各単組の方達の話を聞いて、加盟するメリットを返して行きたいし、もっと印青
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連の事業にも役員以外の人たちが興味を持ち関わってくれるようにしていきたい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印青連はあくまでも連絡協議会。違う単組が連絡を取り合える場所ですから、ハブとしての
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機能を取り戻したいと思うんですよね。それが、私が言った「原点回帰」なんです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　私から発信するとすれば、印青連は役員達だけの会ではないので、加盟団体の皆さんにもっと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加して欲しいって事ですね。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜松谷＞本日はお忙しい中、貴重なお時間をいただきありがとうございました。印青連の益々の発展と、
　　　　　　　　　                                                        田中会長のご活躍を祈念致します。



関連団体情報
マスターズ の いい加減マスターズ の いい加減

19/8/6 @ちよだプラットフォームスクエア

株式会社ミカド　青柳氏
写植・電算から商社への転換。
富士フィルム製ミクロフィルターの代理店
業務も行う。

株式会社上田写真製版所　上田氏
写真製版から企画・デザイン主体へ。
"PANKAN"パンの缶詰で作るおいしい
ノベルティ。

株式会社大森写真製版所　大森氏
売上カード、バーコード、レーザー加工が売り。

株式会社フォレスト　茂木氏
印刷会社向けに製版を中心にプレゼン。短納
期にも対応します。ちよだマーチング委員会の
紹介

株式会社吉田商会　吉田氏
大判出力・抜き・レーザー加工を紹介
レーザー加工では薄物・ハーフカット・マーキ
ングが得意

東京写真製版若葉会
    プレゼン  レポート　

東京プロセス工業協同組合青年部 青樹会
    プレゼン  レポート　

AKITA
2020.2.15

Find the Future
～ 人間力で世界価値を創造しよう！ ～

2020.2.15 Sat.
本会場：秋田市文化会館

失敗談
今から50年近く前の出来事。
とあるところに小学校に入学する前の男の子が
おりました。ある日、その子は家で一人おとなしく
銀玉鉄砲の銀玉をいじって遊んでおりました。
しばらくすると、何を思ったのか、その子は銀玉を
鼻の穴に入れてみたくなりました。
一つ、二つ、三つ…　いくつか詰めてみたところ
で、得意になって母親に見せました。
「ママー、見て見て！こんなに入ったよ」
母親はびっくり仰天。「何やってんの！この馬鹿！」
と言いながら一発頭を平手打ち。
男の子は何で怒られたのか分からずに、しびしぶ
と銀玉を取り出しました。しかし…
そうです。どうしても一つだけ、鼻の奥深く入って
しまい、取り出すことができません。
男の子は馬鹿なので何が起こったのか理解でき
ずぼけっとしていましたが、母親がパニックにな
ってしまいました。
しばらく格闘するもどうにもならず、とうとう母親
は男の子を連れて近所の外科病院へ。診察して
くれた先生は、男の子に優しくこう言いました。
「片方の鼻の穴を押さえて、思い切りフーンって
やってごらん」
男の子は言われた通り、鼻の穴を押さえて
「フーーーーーーン！！！」
鼻水と鼻クソを纏った銀玉は勢いよく飛び出して、
診察室の床にぺったりと貼りつきました。一件落
着です。
先生はゲラゲラ笑い、母親は申し訳なさげに平謝
り。男の子は相変わらずボケっとしていました。
（帰宅後、更に平手打ちを食らったことは言うまで
もありません）
やがてその男の子はなんとか成長し、
今では某OB会の会長に就任しまし
たとさ。　めでたし、めでたし。

マスターズ倶楽部   会長  山下英作

株式会社モトヤ主催
「モトヤコラボレーションフェア2019東京」に出展！！
-2019年8月25・26日-

会員企業の協力により、動画ディスプレイ、パネル、
パンフレットや商品サンプルの展示など、充実した
ブースを展開し、組合のみならず、参加企業のアピ
ールも存分に行うことが出来ました！

FACE活動報告

株式会社   マル・ビ　喜多村氏　
神楽坂にある厚紙・特殊紙を得意とする印刷
会社。レンチキュラー印刷は全国トップシェア
を誇る。

日興製版印刷株式会社　相馬氏
オフセット商業印刷を中心に、加飾加工にも
力を入れています。

株式会社ショウエイ　辻氏
UVインクジェットを使用した付加価値プリ
ントが得意です。
株式会社共栄メディア　齊藤氏
共栄メディアの登録商標であるWebベース
サイネージソリューションの「PORABO（ポラ
ーボ）」を紹介。ソニーBRAVIAとのコラボで
デジタルサイネージの４K化を推進。
東京平版株式会社 福原氏
デザイン・製版・印刷・Web制作の請負百貨店。
加工以外は何でもやります！ 引き受けます！困った
時にはご相談ください。技術と真心でお応えします。

19/7/2 @文京シビックセンター



こんにちは！ 東京都正札シール印刷協同組合青年部所属の有限会社八宝シールの清水貴久です。
今回より始まりました印青連ニュースの新コーナー、その名も「俺（私）の○○！」
その第一弾として私が取り上げさせてもらいたいのは

「俺の刺し盛り ！」 です。
刺しと言っても魚のお刺身ではありません。そう！肉です！
衛生面や諸事情により生肉を食べることが困難となってきた昨今、私のような刺し好き（？）
に救世主のごとく流行し始めたのが 「低温調理」 です。
私の地元荒川区町屋に1年ほど前に突如としてオープンした、やきとん「とみちゃん」
そしてその店の名物料理こそが、じっくりと低温調理された刺し盛りなのです！

俺の刺し盛り！

名物やきとん　とみちゃんの情報はコチラから→

鳥刺し、ハツ、ガツ、トロレバ、タンなど、挑発して来るような盛り付けに心を鷲掴みに
されながらも気持ちを静めつつ、お好みで醤油、ごま油＆塩、酢味噌をつけていただきます。
その種類ごとに違う食感や風味を堪能していく至福の時間….。
どうです？よだれ出てきましたか？（笑）
荒川区町屋周辺にお越しの際は一度お試しを！！

印青連ニュースでは俺の「めし」、「家族」、「仕事」から俺の「自慢話」、「失敗談」、「不思議体験」 等々….。

「俺（私）」にまつわる話を募集しております。　紹介したい面白ネタをお持ちの方は是非投稿お願い致します！

「俺（私）の○○！」

NEW!
NEW!

印青連情報

印青連LINEスタンプ
Vol.2 好評発売中！
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キャッツ・シアター

四季劇場「夏」

JR
大井町駅
（西口）東急 大井町駅

JR
大井町駅
（中央口）

東急大井町線

JRでお越しのお客さまは
《西口》のご利用が便利です

印青連
夏すぽフェス’19

～youth group of ten～

東京都品川区広町2丁目1-19

TEL：03-3775-1827
https://www.sporu.jp

※写真はイメージです。

■JR京浜東北線「大井町駅」西口より徒歩約5分　■東急大井町線「大井町駅」より徒歩約5分
■東京臨海高速鉄道「大井町駅」B・C出口より徒歩約5分

レクリエーショ
ン&BBQで

 懇親・絆を深
めよう！

■第1部 スポーツ施設での
 レクリエーション
■第2部 懇親会（バーベキュー）
※おいしい食事とお酒、あります！

今期のテーマ“原点回帰”にもとづき、所属頂いている10団体の長にお集まりいただく、
【印青連サミット】を今後のイベントとして企画しております。今回のフェスはその為の謂わば
顔合わせ！？布石！！？伏線！！！？  意味合いも「大い」に含んでおり、汗と煙と泡で「大い」に懇親を
深めていただくべく、スポル大井町でのすぽフェスを企画させていただきました。長の皆様
のみならず、各単組部員の皆様にも、他団体との交流をもって頂き、「大い」に楽しんで頂ける
イベントになっておりますので、皆様ふるってのご参加をお待ちしております！

17：30 Start
8/31【sat】
開催日

複合スポーツエンターテインメント施設

印青連
夏すぽフェス’19

期間限定

飲み放題付き！

お申込み・ご不明点は、各青年会の担当者へお願いいたします。

～youth group of ten～印青連  夏すぽフェス’19
動いて、飲んで、笑って、食べて

サミット前の一大懇親イベント

第1部

人工サーフィン【citywave】

アーチェリー＆脱出ゲーム！
チーム対抗で盛り上ろう！

■今回のイベントは2部構成です。
　どちらかご希望の時間帯をお選びください。

※第1部のみ途中参加OKです。

リゾート感を味わいながら、
BBQをお楽しみいただけます！

スポーツ施設でのレクリエーション

初心者から、上級者まで楽しめる！
波のサイズは自由自在。

※時間に余裕がありましたら他施設でも楽しむことができます。（自腹！！！）

※当選されましたら水着をご持参ください。

第2部
懇親会（バーベキュー）

サーフィンを
希望される方は、
抽選になります

飲み
放題

第1部
第1部から参加 第2部から参加 

17：30開始（17：00集合）
第2部 19：00開始（18：30集合）

委員長から書いてー！
って言われて何書けば良いのか分からず書きまーす 笑っ
東青協練馬クラブの鈴木商店の鈴木です。
古紙回収やってます。
都内都心部のフォークリフトがなくて手積みの会社さんを得意として
やってます。問い合わせは、印青連の役員の背のデカイ髭まで♫
　　　 有限会社  鈴木商店  鈴木良哉 携帯 080-3099-5400

お知らせコーナー

編集後記
リニューアルした広報発信の印青連
ニュースは如何でしたか。
今回のニュース作成にあたり、多くの
方の目に触れてもらう事だけを目指す
のではなく、少しでも多くの方に「読ん
でもらえる」事を大切にして、広報委員
皆で作りました。
見える処に道があっても、歩く人が居
なければ意味をなしません。精一杯
まごころを込めて作った記事も、読ん
でくれる方が居なければ意味があり
ません。
「人」や「事」にフォーカスをした、思わ
ず興味を惹かれるような記事を目指し、
これからも委員一同努力してゆく所存
です。
広報宣伝委員会 委員長　松谷 勝広


