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支部だより

お疲れ様！そして、ありがとう「文京印刷会館」
昭和 41 年３月の開設から、長きにわたって東京都印刷工業組合文京支部の活動拠点として、ま
た文京支部の会員の拠り所でもあった「文京印刷会館」が、今年９月 26 日付で、その歴史の幕を
閉じることとなりました。それに伴い文京支部では 10 月６日午後７時から、文京印刷会館のお別
れ会を文京印刷会館で行いました。
文京印刷会館は、当時の大日本カーボン印刷㈱との協力のもと、昭和 41 年３月 31 日に落成し
ました。記録によると昭和 60 年から新法会様、平成 13 年からは薬剤師会様をテナントとして受
け入れるなど会館運営の安定化も図っており、会館の売却先である㈱アベコー様も、平成 19 年８
月から入居され、１階と地下１階を利用されておりました。しかし、時代の流れを受けて、今年
度から文京支部の事務局も支部長の事務所に移転するなど、会館本来の役割りを果たしたという
ことや、今後の展望なども鑑みて会館を売却することに至っております。
６日の文京印刷会館のお別れ会では、
残念ながら出席できなかった元・事務局
長の福谷氏にご準備頂いた会館設立当初
の資料も配布されたほか、懇談の中では
「３階がダンスフロアとして利用した事
もあった」など会館の思いで話も聞かれ、
一時代を担ってきた会館の存在を偲ぶ
ひと時となりました。
【新しい文京支部の事務局】
〒113-0034

文京区湯島 2-4-4
㈱TONEGAWA 内

Tel０３-３８１１-１４４０ Fax０３-３８１１-１２３０

文京印刷会館での最後の記念撮影

メール

bun-in@ebunkyo.net

賛助協力会 会員企業一覧
㈲インキ屋マイティー

Ｔｅｌ.03-5802-7660

㈱ショーワ

Ｔｅｌ.03-3263-6141

㈱国分

Ｔｅｌ.03-3896-8201

誠伸商事㈱

Ｔｅｌ.03-5751-3011

コニカミノルタビジネスソリューションズ㈱ Ｔｅｌ03-5205-7820

㈱Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ

Ｔｅｌ.03-3960-5101

㈱小森コーポレーション

Ｔｅｌ.03-5608-7804

㈱水谷商会

Ｔｅｌ.03-3251-7693

サカタインクス㈱オフセット事業部

Ｔｅｌ.03-5689-6614

㈱モトヤ

Ｔｅｌ.03-3523-8711

㈱桜井グラフィックシステムズ

Ｔｅｌ.03-3643-1131

ﾘｮｰﾋﾞ MHI ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ Ｔｅｌ.03-3927-1031

（学）日本プリンティングアカデミー

Ｔｅｌ.03-3811-2734
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①敬老の集いに和やかに
東京都印刷工業組合が主催する第 48 回敬老
の集いが、10 月１日、明治記念館で開催されま
した。敬老の集いは 77 歳以上の諸先輩の健康と
長寿を祝って毎年開催されています。今年も、
東印工組内の該当者 293 人のうち 84 人が会場に
出席して、儀式殿での参拝、中庭での記念撮影
に引き続き、祝賀会で楽しく懇談しました。文
京支部からも、今年は新里武男様（紫紅印刷㈱）、
山下宗行様（㈱旭洋社）、松村純様（純泉堂印刷
㈱）、川口有礼様（穂高印刷所）、久永保昌様（永

向島の芸者さんを囲んで。

和印刷㈱）の５名の方にご出席いただきました。

②ボウリング大会で盛り上がる
文京支部では会員企業間での連携強化に向けた事業の一
貫として、９月８日、東京ドームボウリングセンターで「文
京支部懇親ボウリング大会」を開催しました。ボウリング
大会には、24 名の方にご参加いただき、６レーンにわかれ
て、２セットでボウリングの腕が競われました。優勝は、
２セット目で目覚ましい追い上げを見せた田中烈氏が獲得
し、２位は間瀬氏、３位は坂本氏でした。ボウリング大会
の後は、会場を「すし・生そば銀蔵」に移動。上位入賞者

ストライクを決めてハイタッチ。ボウリング大会で。

に景品が贈られ、とても楽しい行事となりました。

③文京支部のホームページ開設
文京支部の新しいホームページが開設されました。会員企業各
社のご協力により、事業分類についても反映させた内容でアップ
しています。
ホームページは、まず支部会員に向けたものとしてスタートす
るため、支部活動の報告や会員企業の情報などから発信していき、
順次充実させていきます。ホームページ内には文京支部の
Facebook をリンク付けして、最新情報の提供もできるようにして
います。有益に活用して頂きたいと思いますので、今後もご協力
お願いします。
【ホームページアドレス】ｈｔｔｐ://ｂｕｎ-ｉｎ.ｅｂｕｎｋｙｏ.ｎｅｔ

文京支部のホームページから。事業別企
業一覧と賛助協力会員企業も。

訃報
船越裕司地区長のご尊父である㈲文京紙業印刷の船越文六様が、９月６日、逝去されました。
享年 98 歳でした。また音羽印刷㈱の代表取締役会長である土屋一男様が、10 月 15 日に逝去され
ました。享年 80 歳でした（通夜は 10 月 20 日に、葬儀・告別式は 10 月 21 日に傳通院で執り行わ
れました）。哀悼の意を表しますと共に、ご冥福をお祈り申し上げます。
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関連の話題
① ぶんぱく（文京博覧会）は 11 月 21 日・22 日の開催です
毎年恒例の文京博覧会（ぶんぱく）が、11 月 21 日(金)と 22 日(土)に、文京シビックセンター
で開催されます。文京区の中小企業や産業団体が出展するほか、物産展なども開催され近隣にお
勤めの方や住民の方などが来場して賑わいます。文京支部からもブースを出展するほか、ＪＰＡさ
んとの共同企画も行います。ぜひ会場に遊びにお越し下さい。（http://bunpaku.ebunkyo.net）
②本部の会員増強活動すすむ
東印工組では、組織・共済委員会が中心となって、今年６月から９月までの４カ月間にわたり、
組合員増強キャンペーンを積極的に展開しました。その結果、前年度の退会者数 84 社には届かな
かったものの、期間内に 67 社の新入会員がありました。キャンペーン期間は終了しましたが、今
後も 84 社を目標値として取り組むと発表しています。
なお、文京支部でもすでに４社の新入会員があり、文京支部も含まれる東印工組のＡブロック
だけでも 43 社の増加という成果を挙げております。
【文京支部の新入組合員様】
㈱アロー企画

〒112-0012 東京都文京区大塚 3-21-4

谷口シール印刷㈱東京営業所
㈲武藤製本
㈲有信社

Tel.03-3947-6771

〒102-0072 千代田区飯田橋 4-1-8

〒335-0034 埼玉県戸田市笹目 7-5-49
〒162-0812 新宿区西五軒町 7-11

Tel.03-5211-3135

Tel.048-421-6103

Tel.03-3260-6783

③第８回メディア・ユニバーサルデザインコンペティションの作品を募集中
全印交連では、印刷制作のおもてなしを実現するメディア・ユニバーサルデザインを施した優
れた印刷物を表彰する「第８回メディア・ユニバーサルデザインコンペティション」の作品を募
集しています。募集期間は 11 月 28 日までです（電話 03-3552-4571）。なお、11 月 22 日には、東
印工組主催の「ＭＵＤ教育検定３級（アドバイザー）」も実施されます。
【業界行事のご案内】
◆「2014 全日本印刷文化典 京都大会」 ウエスティン都ホテル京都
10 月 24 日（金）午後１時 30 分～記念式典／午後３時 45 分～記念講演／午後７時～パーティー
＊会場では販促アイデアグランプリも開催します
25 日（土）午前９時 30 分～全印工連フォーラム
◆文京支部

交流イベント「ゆく年くる年

12 月８日（月）

師走の集い」

開催：午後６時～（予定）

参加費

＊12 時 30 分～エクスカーション
ホテル椿山荘東京
１人 10,000 円

昨年度から、新年会に替わって開催されることとなった師走の集いは、文京支部の皆様の交
流と懇親を深めて頂く場として開催してます。どうぞ、多くの組合員の皆様のご参加をお待ち
しています。

＊詳細については、追ってご案内いたします。

事務局から
住所のご変更がございます。お手元の名簿などの訂正をお願いします。
小石川地区

㈱大熊整美堂

殿

新住所：〒101-0047 千代田区内神田 2-14-6

電話０３-３２５６-１６４１

ＦＡＸ０３-３２５６-１６４０

