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東京青年印刷人協議会　議 長　今井 孝治
Toseikyo Top interview
新印青連NEWS第2弾！

現東青協議長 今井孝治氏（今井印刷株式会社　代表取締役）をお迎えしたインタビュー企画。
改めて「東青協とはどのような組織なのか、そして議長就任時に掲げたスローガン「強く、楽しく、美しく」に込められた思い
と、経営戦略ツール「カスタマージャーニーマップ」とは？さらに今井氏が印青連に対して期待することとは？　　　　　
〈インタビュアー：印青連役員　宮本修太郎〉

東青協とは
〈宮本〉 今井さんは以前、印青連役員を務めていました。本日は、現在の東青協
          の議長という立場から東青協についてお話しをお聞かせください。そも
          そも東青協というのはどのような組織ですか？　
〈今井〉 東京青年印刷人協議会（以下、東青協）とは、東京都印刷工業組合（以下、
　　　 東印工組）の青年会で、東印工組の中の一部で、組織の形式的には委員
　　　 会のような位置付けになります。東印工組には22支部あり、ほぼそれぞ
　　　 れ青年会があります。その各支部の青年会から2名程度が議員として選
　　　 出され東青協が形作られています。

「印青連」に対して
〈宮本〉 東青協が今後他団体に発信していきたいことがあるとすれば何でしょう？
〈今井〉 僕にとっては印青連が今の青年会活動のベースとなっています。印青連では人の交流や情報の交流があります。そこに
　　　 若い人がどんどん入って、色んな経験してもらうことが大切で東青協も目指しています。印青連も東青協もみんなで楽し
　　　 く成長していくことができる場所だと思っています。ただ、現実的には東青協に出ている人たちはそんなに若くない人が
　　　 多いんです。それを変えて行くにはどうしたらいいだろうというのを次の印青連サミットで一緒に悩みながら考えたいな
　　　 と思っています。印青連も東青協も同じような状況の中で、各単組が組んでどんな風にしたら新しい人材に来てもらえる
　　　 だろうというところのデザインを一緒に考えて行きたいと思います。そして、それが今後のテーマにもなると思います。
　　　 今期、残り僕の任期もあと半年ですが、その中でしっかり頑張ります。
〈宮本〉 今後の印青連に対して東青協議長としてどんなことを望みますか？
〈今井〉 “印青連に行きたい！“と思えるような魅力的な活動をすることを期待しています。
〈宮本〉 印青連とは何だろうね？
〈今井〉 楽しいところですよ。さまざまな情報交換をしながら、僕たちはメディア産業の一端なので、広い視野を持って正しいもの、
　　　 自分達の仕事の明日の糧になるもの、関わりありそうなものを取り上げていくといいのではないかと思います。今、僕の考
　　　 えているテーマは「中心と周縁」ということなんです。中心的な存在の人も大切ですが、周縁的な存在の人の方も面白いで
　　　 す。新しいものに気付くし。好奇心と言ってもいいかもしれないですけど、そういった物に対して目が向いている人もいます。
　　　 この中心と周縁のそれぞれの良さを発揮できるのが印青連のいいところだと思います。

 　　≪このインタビューにはまだ続きがあります。≫
        今井氏が推奨する経営戦略ツール『カスタマージャーニーマップ』とは。
        みんなに役立つ！やって為になる！ぜひ取り組んでほしい！など、熱い語り
　　  の続きを後日ブログにUP！します。乞うご期待！！

　　 　　　　　　　　　　　　　　　　  記事 ： （株）大東機材　生駒博之

「強く楽しく美しく」について
〈宮本〉 今井さんが活動のテーマにしている「強く、楽しく、美しく」はどんな
　　　 思いでテーマにされたのですか？
〈今井〉 今期やりたいこととしてまず考えたのは「みんなで経営戦略を学ぼう」
　　　 ということで、そのままスローガンにしようかと思いましたが、どうも
　　　 カタいなと…。そこで、耳なじみの良い言葉を探し、この言葉にしました。
　　　 「強く」は、経営者として。その為に経営戦略とは何かを勉 強しましょう！
　　　 「楽しく」は、皆でお互いに笑顔で交流をしま しょう！ 
　　　 「美しく」は、印刷産業はデザインに非常に深く関わる産業であり、デザ
　　　 インの考え方を深く追求していく！という思いを込めてこれを今期のス
　　　 ローガンにしてみました。結果として、いいね！と言ってくださった方も
　　　 いて、僕自身も良かったと思ってい 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

東京グラフィックス青年部 FACE
印青連　合同定例会

AKITA
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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

19/10/10 @文京シビックセンター

東京正札シール印刷協同組合青年部
 9月定例会

19/9/25 @東京シール印刷会館
CGクリエイター、カメラマン、映像編集、ギタリスト・・・
様々な才能を持ち合わせる渡邉泰裕氏を講師にお迎えして、
「渡邉さんを知る会」と称した勉強会を開催しました。
3DCGの基礎を中心に、渡邉氏の作品を紹介して頂きながら
作品製作時の体験談や、貴重なウラ話を聞かせて頂きました。

10月FACE定例会は、なんと印青連合同開催！！
FACEの定例会は多くの時間をワークショップに費やし、
「楽しくて、ためになる」定例会を目指しています。
今回のお題は
「経営課題の糸口を探る！ヤマノ印刷の現状とこれから！」
会員企業の実例課題を元に、皆で課題解決策を考え、
チーム毎に発表致しました。
当日は、報告事項やゲスト紹介の時間の他、印青連の紹介
時間を頂き、FACEの皆さんにたっぷり印青連の魅力をご
紹介させて頂きました。
普段とは少し違う雰囲気に、皆さん少し緊張気味でしたが、
良い緊張感の中ディスカッションを交わす事が出来ました。

小学校のプールの時間
プールの次の日雨が降る
と洗濯物しなかったなん
てことなかったですか ?
結局そのまま洗濯カゴのまだ洗って
ない水着を取り出して水泳道具のバ
ッグに詰め込みいつも遅刻ギリギリ
に学校行ってました。
プールの時間になってさて着替えよ
うとバックから水着を出そうとした
ら何やら肌色のものが…。
そっとバッグを覗き込むとなんと母
親の乳バンドが入っているではあり
ませんか !!
心臓から口が出るくらいびっくりし
ましたよ !! 慌ててそのまま掴んで入
れてしまったらしい…。
当然そっとバッグのチャックを閉め、
家に帰ったらそっと洗濯カゴに入れ
ておきました。
匂いかいだりとかそういう趣味はあ
りません出したのでご安心を。やっ
ぱり時間には余裕を持たないとダメ
ですね。そんなことがあって今だに
ドタバタのムラムラでしたm_m
（株）オフセット岩村　岩村 貴成

記事 ： （株）松谷メールサービス　松谷勝広

記事 ： （有）八宝シール 清水貴久



俺のジグ！

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○○！」

印青連情報

印青連って？

お知らせコーナー

編集後記
前回リニューアルした印青連ニュース
第二弾は如何でしたでしょうか？
前回のニュース作成では初めての事だ
らけだったので、広報宣伝委員の全員が
手探り状態でテンパっていましたが、今
回は第二弾という事で、前回作り上げた
土台もあり、ほんの少し・・・本当に若干で
はありますが余裕を持って作成に当たる
ことが出来たと思います。
また前回皆様にご回答いただいたアンケ
ートを元に、どのような見せ方をすれば
良いか？ またどのような記事を書けば
皆様の心に響くのか？ などを考えながら
力を合わせて作り上げました。
今後もブラッシュアップを重ねてより良い
「印青連ニュース」をお届けできるように
広報宣伝委員一同、頑張っていきます！
　　　　　広報宣伝委員会 　清水貴久

お申し込みはこちらから→
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こだわりの物を紹介する俺の〇〇シリーズ、第2回は総務委員、
有限会社幸特殊印刷の飯村がお伝えします。
まず、写真に写っているものは、ジグ（治具）と呼ばれているものです。
弊社では、円筒形の曲面部分に印刷をする曲面スクリーン印刷を行なっていま
すが、これらのジグは作業時に印刷物を固定するために使います。
汎用のジグで対処できる場合もあるのですが、印刷物の形状や位置合わせが
必要な場合は、印刷物ごとに専用のジグを作成します。専用のジグは印刷物に
合わせた完全オーダーメイドなので製作費用は結構掛かります。このため、ロット
が少ない場合は単価に大きく影響して価格的に合わなくなることが多いです。
小ロット対応を謳っているので、これはちょっとしたジレンマとなっております。
治具を作るときは印刷物を5個ほど治具を製作する会社に預け、現物合わせで作ってもらいます。5個預けるのは、個体ごとの
寸法のばらつきに対応するためです。このようにしてできたジグに手で印刷物を差し込み、印刷したのち手で外して、乾燥のた
め並べてゆきます。顧客からの支給品に印刷することが多いため、失敗しないように慎重に作業するのですが、印刷物の寸法に
ばらつきがあると、ゆるすぎて印刷位置がずれたり、また逆にキツすぎてジグから抜けずに手で印刷した部分をこすってしまう
ようなことが曲面印刷のあるあるネタとしてあります。
ジグを自分で作成できれば、もっと仕事につながりやすいのでないかと思いますが、工作機械の値段も高く、これまたジレンマ
となっております。そんな悩ましくも必要な俺のジグで日々作業しております。

記事 ： （有） 幸特殊印刷
　　　　 　   飯村　健

発行3日前の執筆依頼がきましたので、（以下略）
菁文堂株式会社の竹内です。
先日、インセンティブショーという販促向けの
展示会に出展しました。
その時のアイデア商品のクロスミシンです→
縦横に糸を入れてノートにちょっと挟んでおける
ポケットが出来ました～
お問い合わせは↓までお願いします。
菁文堂 株式会社　代表 03-3863-5101

みなさんが聞きたがってる事を
勝手に広報現役役員の私が思うに！？

各青年会10団体から集まってます。
【東京プロセス工業協同組合】
  青年部青樹会
【東京印刷工業組合】
  東京青年印刷人協議会
【東京グラフィック工業会】
  FACE
【東京製本工業組合】
  東京製本二世連合会
【東京都ラベル印刷協同組合】
  ラベル青年部
【東京都正札シール印刷協同組合】
  正札青年部
【関東特殊加工協同組合】
  二世会グループ青光会　
【東京スクリーン・デジタル印刷協同組合】
  青年部グループ201
  若葉会
  リンクス
  順不同

例えるなら印青連は、生徒会。w
各団体は、クラスです。
出向で印青連に出てる人達は、生徒会委員
ですね。w 勝手な解釈ですが。

目的は、各青年会との交流の場所、集客
管理、設営。
情報交換や連絡や企業プレゼンいろんなこ
とに取り組んでいます。

2年に1度、会長が変わります。
会長色の年間イベントをこなす！

初めて来る人は、1年目、知らない人と打ち
解ける為に真面目に取り組み、懇親会で飲
みニケーション♫
2年目以降は経験から楽しんで活動できま
す。w
印刷産業の交流の場
役員だけでなく各青年会を混じえて何かす
ごいことが生まれるでしょー？
             記事 ： （有）鈴木商店　鈴木良哉

みんなの声が印青連NEWSを面白くする！
アンケートはこちらから！


