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秋の味覚＆体験
バス旅行

岩舟
・
足利

栃木県

行程
7：45 千代田区役所前集合…8：00 バス発… …9：50 いわふね

フルーツパーク（梨狩り）… …11：30 ココファームワイナリー見学・
試飲… …12：50 ニュー都ホテル（昼食）… …14：15 染物体験／
和菓子つくり体験／自由散策（太平記館・織姫神社・足利学校）… …
16：00 出発… …18：00 東京到着予定

2018年10月13日土
集合場所▶千代田区役所庁舎前（千代田区九段南1-2-1）
集合時間▶午前7時45分集合、8時00分出発
参加費用▶ 大人2,500円 

小学生・園児500円（幼児は無料） 
（往復バス代・体験費用・昼食・見学・お土産付）

募集人員▶70名（先着）

いわふねフルーツパークで
梨狩り

ココファームワイナリー見学・
ワインの試飲

染物体験または

和菓子つくり体験
自由散策も選べます（太平記館・織姫神社・足利学校）

平成30年9月12日発行　第25号　

商工連では、毎年 1回、東京都印刷工業組合千代田支部と合同で視察研修を行っています。
日　　時：平成 30 年 10月13日（土）　午前 7時 45 分集合／8 時出発
集合場所：千代田区役所庁舎前 （千代田区九段南 1－2－1）
参加費用：大人（中学生以上）2,500 円　小学生・園児 500 円 （幼児は無料）
　　　　　（往復バス代・体験費用・昼食・見学・お土産付）　
行 き 先：いわふねフルーツパーク（梨狩り）、ココファームワイナリー、
 　　 ニュー都ホテル（昼食）、染物体験、和菓子つくり体験
参加申込：9月13日（木）〆切
F  A  X：０３－３２９５－０５５０
E-MAIL：office@chiyoda-shokoren.com

日　時：平成30年11月14日（水)　13時～17時（展示会）
場　所：ホテルグランドパレス2階 （千代田区飯田橋1－1－1)

東京商工会議所千代田支部主催のビジネスフェアが、行われます。
千代田区商工業連合会の会員からも、以下の会社が出展します。
　・株式会社秋コレ ・三創産業株式会社
　・Akiba.TV株式会社 ・株式会社昇文堂
　・奥村印刷株式会社 ・株式会社テクラス
　・株式会社オフセット岩村 ・東洋美術印刷株式会社
　・株式会社光邦 ・フラワーギャラリー瞳株式会社　　
　・株式会社コンテンツ･シティ ・株式会社陽幸社

農商工連携委員会が2011年よりスタートさせた、カレーで神田の街を盛り上げるイベント。
予選ファン投票で選ばれた20店舗が集結し、来場者の投票でグランプリを決定します。

日　時：平成30年11月3日（土）・ 4日（日）11時～19時
   （4日は17時まで。投票は4日16時まで）
場　所：小川広場（千代田区神田小川町3－6）
詳しくはホームページをご覧ください⇒　http://kanda-curry.com/

神保町三井ビルディング、テラススクエアにて行われ、実際に活版印刷を体験できるブースなど多く
の来場者で賑わいました。

千代田区商工業連合会 会長挨拶.......................2
平成30年 新年懇親会...........................................3
平成30年度 定期総会・平成29年度事業報告....4
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役員名簿・新入会員............................................6
報告.......................................................................7
報告 ・研修視察のおさそい ・お知らせ................8

「第8回 神田カレーグランプリ2018」

【真夏の活版イベント】平成30年7月27日（金）～ 29日（日）　

「つながる」つなげよう！東商千代田ビジネスフェア」

〒101－0054　東京都千代田区神田錦町3－21　ちよだプラットフォームスクウエア4階
TEL  03－6273－7827　FAX 03－3295－0550

発行人　千代田区商工業連合会　　会長　山本　久喜

☟住所が変わりました

平成29年10月14日　山中湖研修視察にて

研修視察のおさそい研修視察のおさそい

お知らせお知らせ
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平成30年 新年懇親会平成30年 新年懇親会
平成 30 年 1 月 31 日（水）に飯田橋ホテルメトロポリタンエドモントにて開催されました。
岩岡理事の司会で開会の辞、はじめに東洋美術印刷株式会社の仲山氏がプロジェクターを使って「VISION　2020」に
ついて各委員会報告を発表いたしました。山本会長の新年の挨拶、石川雅己千代田区長、千代田区議会副議長河合良郎
氏、衆議院議員山田美樹氏、衆議院議員海江田万里氏、参議院議員竹谷とし子氏、千代田区観光協会会長代理鈴木氏に、
ご祝辞を頂戴いたしました。千代田区商店街連合会会長髙山肇氏による乾杯から角田副会長による中締めまで、皆さん
和やかに歓談・情報交換が行われ、新年のよき幕開けとなりました。

　日頃より千代田区商工業連合会の活動にご支援、ご協力をいただき、誠にあり
がとうございます。平成 29 年度の総会が、6 月 5 日に行われ、全ての議案が承認
され滞りなく終了しました。昨年度も「さくら祭り」や「千代田の秋まつり」にも
多くの会員様が積極的に参加され、各委員会での活動も主体的に行われました。
今年度も引き続き、会員各社との交流、情報交換や地元イベントへの積極参加を
通じて、皆様のビジネスの機会を創出し、千代田区の活性化に貢献していきたい
と思います。

　今年から 8 月に行われた日比谷公園 丸の内音頭大盆踊り大会にも協賛させて
頂きました。千代田区内で行われる秋から冬の観光イベントにも会員各社が活躍
の場を得ています。各会員企業様の個別活動が活発で、それぞれの分野でご活躍
されて嬉しく思っています。また、法政大、大妻女子大等千代田区内近接の 5 大
学コンソーシアムとの産学連携を推進していくことになりました。今後協定を結
び、継続的な地域産業の振興に様々な場面で協力して頂けるということです。　

　昨年も参加した東京商工会議所千代田支部様主催イベントである「東商千代田
ビジネスフェア」に今年は商工連から 12 社が参加することになりました。11 月
14 日にホテルグランドパレスで開催され、１社毎のブースを構えて、会員の持っ
ているサービスや製品をアピールするイベントです。会員各社の強みをアピール
する大変良い機会として積極的に支援していきたいと思います。

　デジタル化が急速に進む環境で、IOT を生かしたビジネスの変革、働き方改革
と、我々中小企業も変化に対応していかなければいけません。商工連でも、会員
同士が情報共有し、協力・連携して、それぞれの強みを生かした得意分野で、新
たなビジネスチャンスに柔軟に対応していければと思います。合わせて、千代田
区や区内の商工関連団体との連携を一層深めていきたいと思います。そして千代
田区をさらに盛り上げ、ブランド価値を高めて、我々の新たな活躍の場を創造し
て行きます。引き続き皆様の積極的な参画をよろしくお願いします。
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平成30年度 事業計画 （平成30年4月～平成31年3月）平成30年度 事業計画 （平成30年4月～平成31年3月）平成30年度 定期総会平成30年度 定期総会

平成29年度 事業報告 （平成29年4月～平成30年3月）平成29年度 事業報告 （平成29年4月～平成30年3月）

平成30年度 定期総会懇親会平成30年度 定期総会懇親会

千代田区商工業連合会は、区内商工業者の協力団体により企業運営の便利を図り、区内の商工業者の振興ならびに経
営改善のため下記事業を実施する。

　1． 区内商工業者の振興発展に有益な情報を提供する経営研修会を随時開催する
　2． 商工振興見学体験の実施（東印工組千代田支部との共催）
　3． 千代田区商工連REPORTの発行　
　4． 千代田の秋まつり・さくら祭りの開催
　5． 商工連主催イベントによる企業会員向けビジネスマッチングの準備
　6． 千代田区の地域資源を生かして地方自治体及び関連事業者の発展、活性化を図る
　7． 商工連ホームページの運用
　8． 商工連のオウンドメディアとしてのWEBサイト運用案の準備
　9． 千代田区の地域ブランド支援
　以上の事業計画を遂行するため、理事会・定例会・委員会等を適時開催する。

　※ 商工連の維持、発展のために魅力ある事業を展開し会員の増強を計る。

平成 30 年 6 月 5 日（火）千代田区商工業連合会の定時総会ならびに
懇親会が飯田橋ホテルメトロポリタンエドモントにて開催されました。
総会では平成 29 年度の事業報告、決算報告、監査報告、及び平成 30 年度の
事業計画案、予算案、「千代田区商工業連合会規約」の改訂などが審議され、
いずれも承認されました。

■一般事業
　平成 29 年　5月 18 日　第１回定例会
  6 月　1 日　総会（於　ホテルメトロポリタンエドモント）
  6 月 28 日　第２回定例会
  9 月 28 日　第３回定例会
　平成 30 年　1月 25 日　第４回定例会
  1 月 31 日　新年会（於　ホテルメトロポリタンエドモント）

■商工視察会　10 月 14 日　東印工組千代田支部共催　山中湖研修視察

■広報事業
　千代田区商工連REPORT 24 号発行
　ホームページ更新

■会員数
　団体会員：東京都印刷工業組合千代田支部組合員 87 社
　企業会員：　33 社
　合計 120 社

■委員会報告
　１． シティプロモーション委員会・・・さくら祭り・秋まつり
　１． 農商工連携委員会・・・神田カレーグランプリ
　１． 千代田ブランド委員会・・・一般社団法人むらまち結び　

■関連事業
　●「千代田の秋まつり 2017」
　　千代田観光まちづくり実行委員会
　　実行委員会　7月18日
　●「千代田さくら祭り 2018」 3月31日・4月1日　
　　千代田観光まちづくり実行委員会
　　実行委員会　6月5日・7月19日・10月15日
　　運営委員会　第 1回 /9月15日・第 2回 /11月30日・第 3回 /1月15日・第 4回 /2月19日・第 5回 /3月1日
　　実務者委員会　第 1回 /11月 30日・第 2 回 /1月15日・第 3 回 /2月19日

別室にて岩岡理事の司会進行で 18 時より総会懇親会を開会。
山本会長の挨拶の後、千代田区長石川雅己氏、千代田区議会議長松本佳子氏、都議会議員樋口高顕氏、
衆議院議員山田美樹氏、衆議院議員海江田万里氏のご祝辞を頂戴しました。
千代田区商店街連合会髙山肇会長による乾杯から角田副会長による中締めまで、和やかに歓談・情報交換が行われま
した。お忙しい中、多くの区議会議員、関連諸団体の皆様には、ご出席いただきまして、誠にありがとうございました。
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平成30年度 事業計画 （平成30年4月～平成31年3月）平成30年度 事業計画 （平成30年4月～平成31年3月）平成30年度 定期総会平成30年度 定期総会

平成29年度 事業報告 （平成29年4月～平成30年3月）平成29年度 事業報告 （平成29年4月～平成30年3月）

平成30年度 定期総会懇親会平成30年度 定期総会懇親会
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　　千代田観光まちづくり実行委員会
　　実行委員会　7月18日
　●「千代田さくら祭り 2018」 3月31日・4月1日　
　　千代田観光まちづくり実行委員会
　　実行委員会　6月5日・7月19日・10月15日
　　運営委員会　第 1回 /9月15日・第 2回 /11月30日・第 3回 /1月15日・第 4回 /2月19日・第 5回 /3月1日
　　実務者委員会　第 1回 /11月 30日・第 2 回 /1月15日・第 3 回 /2月19日

別室にて岩岡理事の司会進行で 18 時より総会懇親会を開会。
山本会長の挨拶の後、千代田区長石川雅己氏、千代田区議会議長松本佳子氏、都議会議員樋口高顕氏、
衆議院議員山田美樹氏、衆議院議員海江田万里氏のご祝辞を頂戴しました。
千代田区商店街連合会髙山肇会長による乾杯から角田副会長による中締めまで、和やかに歓談・情報交換が行われま
した。お忙しい中、多くの区議会議員、関連諸団体の皆様には、ご出席いただきまして、誠にありがとうございました。
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報　告報　告役員名簿役員名簿

新入会員新入会員

平成30年9月12日現在

平成30年9月12日現在

会　長 山本　久喜 東京都印刷工業組合千代田支部
副会長 藤田　秀明 （株）カデナコーポレーション
副会長 金子　雅明 東京都印刷工業組合千代田支部
副会長 佐野　栄二 東京都印刷工業組合千代田支部
副会長 小林　　勉 東京都印刷工業組合千代田支部
副会長 前田隆一郎 東京都印刷工業組合千代田支部
副会長 中俣　拓哉 （株）ロハスコミュニケーションズ
副会長 角田　光正 （株）真映社
監　事 中島　光治 （株）仲光
監　事 斎田　精一 東京都印刷工業組合千代田支部
理　事 伊藤　　守 （株）毎日コムネット
理　事 岩岡　正哲 東京都印刷工業組合千代田支部
理　事 宇田川裕孝 東京都印刷工業組合千代田支部
理　事 岡村比都美 フラワーギャラリー瞳（株）
理　事 大森　久義 （株）大森写真製版所
理　事 大西　英資 東京都印刷工業組合千代田支部
理　事 坂口　敬三 東京都印刷工業組合千代田支部
理　事 鈴木　賢一 プラットフォームサービス（株）
理　事 田中　半一 三創産業（株）
理　事 土井　宏文 （株）コンテンツ・シティ
理　事 橋本　唱一 東京都印刷工業組合千代田支部
理　事 幅　　和弘 （株）ショーワ
理　事 廣瀬　英昭 東京電子サービス（株）
理　事 福山　正孝 （株）福山写真製版所 
理　事 宮園　耕二 ジャズ―　（株）
理　事 安井　久治 東京都印刷工業組合千代田支部
理　事 吉岡有一郎 （株）クロスブリッジ
理　事 吉田　隆明 （株）プロソフィア
顧　問 矢部　一憲 東京都印刷工業組合千代田支部
顧　問 米倉　伸三 東京都印刷工業組合千代田支部

（株）秋コレ 小野　佳美 
（株）オフセット岩村 岩村　貴成 
（株）テクラス 久保　秀樹 

役職 氏名 会社名

会社名 氏名

千代田区役所を出発し、ア
サヒビール神奈川工場を見
学。ビールの主原料である麦
芽やホップに実際に触れ、最
後においしい生ビールを試
飲しました。

【研修視察】平成29年10月14日（土） 研修視察 in 山中湖

次の目的地「丸増園」では甘いみかんを上手に見
つけて、もぎたてをいただきました。園からふかし
芋のサービスもありました。
昼食は山中湖が見える「レストラン海馬」。あいに
くのお天気でしたが郷土料理をおいしくいただき
ました。

体験教室は「ジェルキャンドル」、「サンドブラスト」
「彫金」の中から選んで自分だけの作品をつくりま
した。
最後は、世界遺産富士山の構成資産の一部とし
て認定された忍野八海へ。今回は富士山がみら
れず残念でしたが楽しい一日でした。

千代田区制71周年記念で商工観光功労
者表彰代表として佐野副会長が表彰状
をうけました。

【千代田区制71周年記念表彰式】 平成30年3月15日（木）

今年も実行委員会の構成団体及び区内の各イベント関係団体と連携
を図り、多くの来街者に、千代田のさくらを鑑賞した後、区内の散策を
楽しんでいただくよう《千代田さくら祭り２０１８》の準備をすすめ、イベン
ト情報や各商店などを案内する公式ガイドマップを今回リニューアルし
て発行。
区内の回遊を促進する無料シャトルバス《千代田さくら祭り号》を3月31
日と4月1日の両日運行いたしました。また、富士フイルムグローバルグラ
フィックシステムズ（株）の協力のもと牛が淵で「チェキ」の撮影会も行い
ました。

【千代田さくら祭り】 平成30年3月3１日（土）・ 4月1日（日）

写真提供：千代田区広報広聴課
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主催▶東京都印刷工業組合 千代田支部　共催▶千代田区商工業連合会

※写真はイメージです。

秋の味覚＆体験
バス旅行

岩舟
・
足利

栃木県

行程
7：45 千代田区役所前集合…8：00 バス発… …9：50 いわふね

フルーツパーク（梨狩り）… …11：30 ココファームワイナリー見学・
試飲… …12：50 ニュー都ホテル（昼食）… …14：15 染物体験／
和菓子つくり体験／自由散策（太平記館・織姫神社・足利学校）… …
16：00 出発… …18：00 東京到着予定

2018年10月13日土
集合場所▶千代田区役所庁舎前（千代田区九段南1-2-1）
集合時間▶午前7時45分集合、8時00分出発
参加費用▶ 大人2,500円 

小学生・園児500円（幼児は無料） 
（往復バス代・体験費用・昼食・見学・お土産付）

募集人員▶70名（先着）

いわふねフルーツパークで
梨狩り

ココファームワイナリー見学・
ワインの試飲

染物体験または

和菓子つくり体験
自由散策も選べます（太平記館・織姫神社・足利学校）

平成30年9月12日発行　第25号　

商工連では、毎年 1回、東京都印刷工業組合千代田支部と合同で視察研修を行っています。
日　　時：平成 30 年 10月13日（土）　午前 7時 45 分集合／8 時出発
集合場所：千代田区役所庁舎前 （千代田区九段南 1－2－1）
参加費用：大人（中学生以上）2,500 円　小学生・園児 500 円 （幼児は無料）
　　　　　（往復バス代・体験費用・昼食・見学・お土産付）　
行 き 先：いわふねフルーツパーク（梨狩り）、ココファームワイナリー、
 　　 ニュー都ホテル（昼食）、染物体験、和菓子つくり体験
参加申込：9月13日（木）〆切
F  A  X：０３－３２９５－０５５０
E-MAIL：office@chiyoda-shokoren.com

日　時：平成30年11月14日（水)　13時～17時（展示会）
場　所：ホテルグランドパレス2階 （千代田区飯田橋1－1－1)

東京商工会議所千代田支部主催のビジネスフェアが、行われます。
千代田区商工業連合会の会員からも、以下の会社が出展します。
　・株式会社秋コレ ・三創産業株式会社
　・Akiba.TV株式会社 ・株式会社昇文堂
　・奥村印刷株式会社 ・株式会社テクラス
　・株式会社オフセット岩村 ・東洋美術印刷株式会社
　・株式会社光邦 ・フラワーギャラリー瞳株式会社　　
　・株式会社コンテンツ･シティ ・株式会社陽幸社

農商工連携委員会が2011年よりスタートさせた、カレーで神田の街を盛り上げるイベント。
予選ファン投票で選ばれた20店舗が集結し、来場者の投票でグランプリを決定します。

日　時：平成30年11月3日（土）・ 4日（日）11時～19時
   （4日は17時まで。投票は4日16時まで）
場　所：小川広場（千代田区神田小川町3－6）
詳しくはホームページをご覧ください⇒　http://kanda-curry.com/

神保町三井ビルディング、テラススクエアにて行われ、実際に活版印刷を体験できるブースなど多く
の来場者で賑わいました。

千代田区商工業連合会 会長挨拶.......................2
平成30年 新年懇親会...........................................3
平成30年度 定期総会・平成29年度事業報告....4
平成30年度 事業計画・定期総会懇親会.............5

25

役員名簿・新入会員............................................6
報告.......................................................................7
報告 ・研修視察のおさそい ・お知らせ................8

「第8回 神田カレーグランプリ2018」

【真夏の活版イベント】平成30年7月27日（金）～ 29日（日）　

「つながる」つなげよう！東商千代田ビジネスフェア」

〒101－0054　東京都千代田区神田錦町3－21　ちよだプラットフォームスクウエア4階
TEL  03－6273－7827　FAX 03－3295－0550

発行人　千代田区商工業連合会　　会長　山本　久喜

☟住所が変わりました

平成29年10月14日　山中湖研修視察にて

研修視察のおさそい研修視察のおさそい

お知らせお知らせ

報　告報　告
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