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日本複写産業協同組合連合会全国大会 東京大会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０月１９日金曜日 東京新橋の「第一ホテル東京」において、第２５回日本複写産業協同組合連合

会全国大会 東京大会が行われました。 

大会当日は全国各地から２５３名の方が一堂に会し、近畿複写産業協同組合からは役員・組合員・事

務局総勢１７名が参加致しました。 

 

大会次第 

1.開式の辞           日本複写産業協同組合連合会 青年部会長 早坂 淳氏 

 2.大会会長挨拶           日本複写産業協同組合連合会 会長 森下 修至氏 

3.実行委員長挨拶         日本複写産業協同組合連合会 副会長 斎藤 隆正氏 

4.来賓祝辞 経済産業省 商務情報政策局 文化情報関連産業課 課長補佐 仲 舎菜子氏 

            東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 課長 山田 利朗氏 

                    全国中小企業団体中央会 会長 鶴田 欣也氏 

5.複写連事業報告         日本複写産業協同組合連合会 理事 佐々木 洋之氏 

6.功労者表彰      複写業発展功労賞・業界発展功労賞・永年勤続表彰・感謝状贈呈 

7.祝電披露 

8.大会開催地への感謝状贈呈 

9.閉式の辞            日本複写産業協同組合連合会 副会長 楠本 雅一氏 

 

本紙は組合員様に組合活動を出来るだけ詳しく
お知らせし、よりご理解をしていただく目的で 
お届けしています。是非ともお読みください。 

発行：近畿複写産業協同組合 
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ワールドカフェ 

1.複写連ＮＥＸＴについて     日本複写産業協同組合連合会 会長 森下 修至氏 

  2.ワールド・カフェ                 ファシリテータ 福原 美砂氏 

 

懇親会 

1.開会  

  2.大会会長挨拶 日本複写産業協同組合連合会 会長 森下 修至氏 

  3.来賓祝辞      富士ゼロックス株式会社 執行役員  

プロダクションサービス営業本部長 麻生 修司様 

       リコージャパン株式会社 常務執行役員 

首都圏営業本部本部長兼ＢＰ事業本部事業本部長 宮本 好雄様 

4.乾杯        キヤノンマーケティングジャパン株式会社 執行役員  

エリア販売事業部長 久保 邦彦様 

5.協賛会員紹介 

6.アトラクション 

7.前回開催地 謝辞 沖縄県複写産業協同組合の皆様 

8.次回開催地挨拶 東海複写産業協同組合 理事長 田本 芳樹氏 

9.謝辞 日本複写産業協同組合連合会 副会長 斎藤 隆正氏 

二次会 

  第一ホテル東京 ２１階『ラウンジ２１』にて 

東京大会 

＜挨拶＞ 

日本複写産業協同組合連合会 会長 森下 修至氏 

連合会では根本的改革に着手し、業界全体が業務体系のデジタル化

への流れの中「ＰＯＤ」を合言葉に企画提案型の仕事の流れを構築

することが今最大のテーマとなっています。その真っ只中に東京で

大会が模様された事に意義があると思います。この後初の試みであ

る「ワールドカフェ」におきまして皆様から英知を結集して新しい

ビジネスのヒントが得られることを熱望しています。本日はご参集

頂きまして有難うございました。 

日本複写産業協同組合連合会 青年部会長 早坂 淳氏 

７名の実行委員会は２年前の沖縄大会で学んだ心、おもてなしの心

「メンソーレ」ようこそいらっしゃいました、色々あっても「ナン

クルナイサー」なんでもないよ、の気持ちでお迎えしております。                         

準備等全て揃ったとは言えませんが、遠くからいらした皆様に対し

て不備等もございますが、ここから、新しい複写連をスタートした

いという思いで、今日ここへいらして頂いた事がほんとに得になっ

たという気持ちで帰って頂けるような企画を精一杯させて頂きま

すので、是非最後までお付き合いください。 
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日本複写産業協同組合連合会 副会長 斎藤 隆正氏 

今大会は「複写連新時代の創造」をテーマに培ってきた絆を東京で

さらに強め、共に語り、共につかみ、共に歩む大会です。今大会が

新生複写連と複写事業にとりまして、有意義な大会になることを心

から願いまして、関東 2協同組合が十分満足して頂けるおもてなし

を致します。大会実行委員長として歓迎の挨拶といたします。 

ご参加下さいまして誠に有難うございました。 

 

経済産業省 仲 舎菜子氏 

複写業はお客様に一番近い所で事業を展開してこられ、絶大な信頼

を築いてこられたことと思います。長年業界に携わってこられた方

の豊富な経験や知恵と新しい業界の若い力を結集して今後の複写

事業業界の未来を皆さまで切り拓いていただきたいと思います。 

経済産業省としましても支援等を通じまして、側面よりお力添えを

したいと考えております。最後に日本複写産業協同組合連合会並び

に組合員各社様の更なるご発展とご健勝をお祈り申し上げます。 

 

東京都産業労働局 山田 利朗氏 

我が国の経済は、世界経済の減速・円高の長期化・エネルギー料金

の値上げ等により景気の悪化が懸念される状況でございます。そん

な中複写業界におかれましては長年蓄されてきた経験・実績の下、

新たなる事業への積極的取組展開をされ、知識・ネットワークによ

り結束を強め業界の更なる発展の為さまざまな課題に果敢に挑戦

し、この変革の時代を乗り越えていかれるものとご期待申し上げま

す。東京都も産業振興基本戦略施策で持ってご支援申し上げます。 

 

全国中小企業団体中央会 瀬戸 実氏  

  今こそ共同の力で組合等連携組織の役割が益々重要となっておりま

す。連携と絆のものとに力を結集し地域経済の尽力に進行され、しいて

は我が国経済の発展に寄与することが大きく期待されているものであり

ます。この後の複写連ＮＥＸＴにてワールドカフェを開催されることは

時期を得たものであります。中小企業団体者としてその成果に大きな期

待意をよせているところであります。中央会としましても組合等連携組

織のニーズに即した積極的かつ具体的な事業展開を図ってまいる所存で

ございます。この度の成果を元にますます団結を強固なものとされ、業

界の振興発展の為より一層ご尽力くださいますことをご期待申し上げます。 
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＜複写連事業報告＞ 

 

複写連 総務委員会 理事 佐々木 洋之 

平成 22年度 

1.平成 22年複写連改革プロジェクトチーム発足 

2.経済状況・意識動向調査 報告書作成・配布 

3.ドキュメントマスター検定 受験者 132名合格者 106名 

4.第 26期収支報告 収入 2,762万円支出 2,412万円当期純利益 254万円 

平成 23年度 

1.大震災に対する義援活動（5月 9日旧東北複写産業協同組合 22社宛） 

2.複写連ＮＥＸＴ報告書まとめ→新 28期への新体制構築 

3.経営動向調査実施及びヒアリング調査実施 報告書作成・配布 

4.ドキュメントマスター検定 受験者 57名 合格者 51名 

5. 第 27期収支報告 収入 2,513万円支出 2,232万円 当期純利益 204万円 

平成 24年度 

1.6月 28日総会において新たな理事・会長・副会長選任（森下会長、楠本・斎藤副会長） 

2.改革プランに向けて 5つの委員会が活動開始しています。 

日本複写産業協同組合確定拠出年金事業管理室業務 

代表事業主として業務を遂行して参りました事をご報告申し上げます。 

 

＜表彰＞ 

複写産業発展功労賞

受賞年度 受賞者名 所属組合名 会社名
平成23年度 吉川　昌甫 関東複写センター協同組合株式会社ヨシカワコピー

業界功労賞
受賞年度 受賞者名 所属組合名 会社名

平成23年度 細井　武 関東複写センター協同組合亜細亜工業写真株式会社
平成23年度 森迫　隆正 関東複写センター協同組合国際写真株式会社
平成23年度 苅谷　久雄 関東複写センター協同組合株式会社ジェ－・イ－・シ－
平成23年度 安武　洋一郎 熊本県複写産業協同組合 株式会社アクセス
平成23年度 有田　隆興 熊本県複写産業協同組合 株式会社アリタ
平成24年度 下岡　寛 東海複写産業協同組合 有限会社下岡商会
平成24年度 深野　亨輔 福岡複写産業協同組合 ダイガー商工株式会社    

 

特別表彰授与者一同に 
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永年勤続表彰
受賞者名 所属組合名 会社名

渡邉　貴士 関東複写センター協同組合 株式会社アイワコピー
川原　真弓 関東複写センター協同組合 株式会社アイワコピー
宮田　健 関東複写センター協同組合 株式会社アイワコピー
桐山　大樹 関東複写センター協同組合 株式会社アイワコピー
長谷川　浩 関東複写センター協同組合 株式会社アイワコピー
川久保　昌彦 関東複写センター協同組合 株式会社アイワコピー
桑原　武夫 関東複写センター協同組合 株式会社ヤエス
瓜田　弘明 関東複写センター協同組合 株式会社ヤエス
川島　泰 関東複写センター協同組合 株式会社ヤエス
入野　敦 関東複写センター協同組合 株式会社ヤエス
沼沢　美喜子 関東複写センター協同組合 株式会社ヤエス
木村　真紀 関東複写センター協同組合 株式会社ヤエス
大島　真理子 アイ・エム・エヌ協同組合 モリシタ株式会社
秋山　昌人 アイ・エム・エヌ協同組合 モリシタ株式会社
橘川　智弘 アイ・エム・エヌ協同組合 モリシタ株式会社
鈴木　美沙子 アイ・エム・エヌ協同組合 モリシタ株式会社
吉野　淳 アイ・エム・エヌ協同組合 モリシタ株式会社
小林　年江 アイ・エム・エヌ協同組合 モリシタ株式会社
山崎　仁嗣 アイ・エム・エヌ協同組合 モリシタ株式会社

特別表彰者
受賞者名 所属組合名 会社名

山田　修三 北海道複写産業協同組合 株式会社サンコー
杉山　金太郎 関東複写センター協同組合 幸和技研株式会社
今村　行夫 関東複写センター協同組合 富士リプロ株式会社
吉川　昌甫 関東複写センター協同組合 株式会社ヨシカワコピー
後藤　眞 関東複写センター協同組合 株式会社ヤエス
六藤　正治 近畿複写産業協同組合 株式会社関西青写真
青柳　泰秀 福岡複写産業協同組合 アオヤギ株式会社
坂本　憲治 大分県複写産業協同組合 株式会社さかもと  

特別表彰授与されました、近畿複写産業協同組合元相談役 六藤正治氏 
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ワールド・カフェ 

1.複写連ＮＥＸＴについて 

会長 森下 修至氏 

改革：事業推進・広報宣伝・教育・次世代戦略について 

頭に浮かんだことを討論ではな無しに話し合って下さい。 

 

2.ワールド・カフェ 

ファシリテータ- 福原 美砂様 

プロフェッショナル・コーアクティブ・コーチ 

5月 29日生まれ 出身地：大阪府 

プロセス資材、富士フィルムグラフィックシステムズ㈱ 

で顧客と関わる技術職（インストラクター、ヘルプデスク

等）を 10 数年。顧客満足にとどまらない顧客感動を目指

す中で、コミュニケーションの重要性を痛感し、心理学（Ｔ

Ａ交流分析）を経て、コーアクティブ・コーチングと出会

う。2004年春より国際コーチ連盟認定のコーチ養成機関「ＣＴＩジャパン」にてコーチングを学ぶ。 

2006年 9月ＣＰＣＣ資格取得。 
＊ワールド・カフェは、人々がカフェにある空間のようなオープンで創造性に富んだ会話ができる場

とプロセスを用意することで、組織やコミュニティの文化や状況の共有や新しい知識の生成を行うフ

ァシリテーションプロセスです。 

＊ワールド・カフェは、組織やコミュニティの比較的多人数の集まりで、設定したテーマに関して、

ダイナミックで協働的な話し合いの場を作り出すのに効果的です。 

＊それぞれのテーブル毎に机上の模造紙に自由にメモを描きながら、20分か 30分程度の話し合いを

行います。これをメンバーを変えながら 3回程度行うことで、そこで出たアイデアが他花受粉するよ

うなイメージで、テーマに対するコンテクストが短時間で深まり、大変盛り上がる効果があります。 

＊どんな状況でも利用できて、かけた時間の割には高い満足感を得られますし、ファシリテーション

や事前準備が極めて簡単だという良さがあります。その際、テーブルクロスや花、カラフルなマーカ

ーなどを用意して、「カフェ」的なくつろぎの空間を創り出すことで、より効果を高めることができ

ます。 
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＊参加者の様子 

懇親会 

＜挨拶＞ 

会長 森下修至氏    

本日は皆さまの御蔭で白熱した話し合いが行われました。有難うござい

ました。今我々はこれから何をするか、岐路にたっています。賛助会員様

の英知を結集し色んな知識を吸収し業界を変えていかなければいけない

と思っております。どういう新しい仕事をしていこうか、今変えなければ

業態・仕事が・名称が変わっても次世代へ残していく責務が残っていると

思います。熱い対話を重ねて頑張っていきたいと思います。 

本日はご参集頂きまして誠に有難うございました。東京の夜は長いです。

お忙しい中お集まり頂きまして有難うございました。 

富士ゼロックス㈱執行役員 麻生 修司様 

ＩＴ・デジタルコミュニケーションスタイルの変化に伴いローカルから

グローバルプロセスへの変化が激しい現況です。しかしながらＰＯＤ市

場は稼働状況は二けた平均で成長しています。価値あるコミュニケーシ

ョンに対してお客様は対価を払ってくださいます。今後は商品の提供だ

けでなくＰＯＤ市場の更なる拡大、皆様方の業態変革のお手伝いを差褪

せて頂くために事例の紹介・各勉強会・色々なソリューションの紹介を

これまで以上に一丸となって皆様を支援させて頂きたいと思っておりま

す。 

リコージャパン㈱常務執行役員 宮本 好雄様 

複写連ＮＥＸＴ次世代の戦略を練り、皆で語り合い理解する、素晴らし

いコンセプトだと思います。弊社は今提唱している、カスターマーズ・

カスタマー作戦（ｃｃｓ）、お客様のお客様にお届けできる価値を創造す

る。これはまさしくカラーＰＯＤのコンセプトだと思います。これから

はカラーＰＯＤの需要を喚起し、新しいＰＯＤ世界を広げていかなけれ

ばいけない。提案の内容や市場の喚起と言うものを含めてお手伝いをさ

せて頂きたいと思います。 
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＜乾杯のご発声＞ 

キヤノンマーケティングジャパン㈱ 執行役員 久保 邦彦様 

大変厳しい状況ではありますが森下会長の下、強い意志を持って勝ち残

る為にも、賛助会員も足並みを揃えて次世代の戦略委員のメンバーとし

てしっかりとご協力致します。 

＜義援金御礼のご挨拶＞株式会社工陽社 鈴木嘉仁氏 「復興前進全国

の皆様ご支援有難うございます。」のお礼を申し上げられました。 

 

 

 

＜アトラクション＞ 

＜第 25回全国大会開催沖縄県複写産業協同組合の方々から 

ご参加お礼の言葉＞                 

＜複写連旗伝達＞ 

次回開催地東海複写産業協同組合へ 

  

 

 

 

＜謝辞＞ 

副会長 斎藤 隆正氏 

各組合員・賛助会員の方々お陰様で盛大に開催することが出来ました。

実行委員並びにサポートして下さった複写連浦田様有難うございま

した。新生複写連スタートです。 

今回は共に語り共に喜んで頂きました。このことを心の栄養としてお

持ち帰りください。 

有難うございました。 
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組 合 日 誌 

D.D.S.S「ITリテラシープログラム」第 2回 

経営者の為の「Facebook」実践が 10月 4日木曜日 

大阪産業創造館にて行われました。 

今話題の、Facebook基礎から 

の登録・Facebookページの作 

成・Facebook活用事例他 

Facebookの基本解説から 

PCを使った実践までを体験し 

実際の活用事例を学びました。 

 

10月 16日有限会社南山城複写センター 高辻雅様・諭様ご訪問 

今年度ご加入頂きました南山城複写センター様をお訪ねいた

しました。 

先日の PODセミナー 

へ社長様始め 3名の 

方がご出席頂き、とて 

も研究熱心な会社で 

す。 

 

〒611-0041 京都府宇治市槇島町吹前 123番地 4   電話 0774-22-6700  FAX0774-22-4226 

 

お 知 ら せ 

＜近畿複写産業協同組合創立５０周年記念感謝の集い事前のご案内＞ 

近畿複写産業協同組合は平成２５年４月に創設５０周年を迎えます。これもひとえに、組合員様、賛

助会員様、また全国の仲間のお陰と有難く存じます。そこで当組合は平成２５年６月７日（金）に満

五十年を寿ぐささやかな宴を催す予定です。つきましては皆様方の本記念式典のご臨席を賜りたく事

前にご案内を申し上げる次第です。 

ご参列の皆様方と一緒に、業界五十年を振り返っていただくなど御ゆるりと過ごしていただければと

存じます。なお、６月頃となりますと定時総会等が開催される時期と存じます。誠に僭越ではござい

ますが、日程の御配慮をいただきますれば幸甚に存じます。 

なお組合創設５０周年記念式典の詳細につきまして、年が明けてあらためてご案内いたします。 何

卒よろしくお願い申し上げます。                    理事長 楠本 雅一 
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カード№ 貸出日 会　社　名 貸出者名 返却日 返却者名

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

19 000

20 000

21 000

22 000

23 000

24 000

25 000

26 000

27 000

28 000

29 000

30 000

イーグルボウル法人会員　MEMBER‘S　CARD貸出表

男子 大学 高校生
法人 専門 以下

１０時～１８時 630 550 500 470 420
１８時～２４時

土曜日 １０時～２４時 530 470
日祝日 １０時～２２時 680

（消費税込）
①ゲーム料金は法人会員料金。社員の方はもちろん、ご家族、お連れの方も適用
②貸靴は無料。
③ボウリングパックをご利用の際は、パック料金より２００円引き３日前までにお申込み下さい。
④当センター主催の競技会、リーグ戦への参加料は会員料金でお楽しみ頂けます。
⑤プロショップにて用品購入の際は、会員料金にて購入できます。

曜日 時間帯 一般
会員 学生

平日
680

590

女子

貸出を希望される組合員様は事務局　八松（ヤマツ）までお申し出ください。

カードをお渡し致しますので、貸出表にご記入をお願い致します。

貸出 ①カード裏にあるカード№

（貸出表に既に記入されている000の後に続けて）

②貸出日付（貸出申し込みに来られた日）

③御社の社名

④貸出者名（貸出申し込みに来られたご本人）

プレイが終わられた後日、組合までご返却をお願い致します。

返却 ⑤返却日（ご返却に来られた日）

⑥返却者名（ご返却に来られた方ご本人）

※ご注意 カード裏のご利用規定と、別紙料金表をお読みください。

紛失にご注意いただき、使用後は必ず組合事務局までご返却ください。

以上、ご協力のほど、よろしくお願い致します。

イーグルボウル法人会員MEMBER`S　CARDの貸出申し込み方法

＜イーグルボウル特典について＞ 

当組合はイーグルボウルの法人会員です。 

今年度よりボウリング場より下記メンバーズカードにて料金特典が受けられるとの 

連絡を頂きました。 

<料金表＞ 
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編集後記 

この一年の教育事業の活動は、極めて活発でありました。関係賛助会員各位には厚くお礼申し上 

げます。そして理事長、河村理事、組合事務局の皆様方、本当にご苦労さまでした。 

我々の仕事も一昔前とは、がらりと様子が異なり、マンパワーだけで完結する仕事は少なくなり 

ました。今では、管理・営業・生産等、全ての面で技術的知識や技能を積み上げなければなりま 

せん。今後も、この教育事業にご期待頂くのは勿論のこと、各セミナーには、積極的にご参加頂 

きたいものです。（記・桑田） 

11 月文化の日が近づくと、京都御所一般公開・有馬大茶会・近江神宮流鏑馬・祇園をどりと続き、 

楽しそうなところでは、五十崎日本凧あげ大会・琵琶湖横断熱気球レース等が行われます。 

そしていよいよ秋も深まり、嵐山もみじまつりへと向かいます。運動靴を履いて元気よく出かけ 

ませんか？リフレッシュできること間違いなしですよ。（記 小野） 
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調査の対象 

【地域】全国  

【単位】事業所  

【属性】日本標準産業分類に掲げる「大分類 E-製造業」に属する事業所（国に属する事業所及び従

業者 3 人以下の事業所を除く）。（平成 20 年調査以前は、西暦末尾 0、3、5 及び 8 年につい

ては全数調査を実施していた。） 

【調査対象数】平成 22 年調査（結果） 234,742 事業所 

【回収率】95.6％（平成 22 年調査）調査の対象 

抽出方法 

全数調査（裾切り調査） ※ただし、従業者 3 人以下の事業所を除く 

「大分類 E-製造業」に属する事業所 

    150  管理，補助的経済活動を行う事業所（15印刷・同関連業） 

      1500  主として管理事務を行う本社等 

      1509  その他の管理，補助的経済活動を行う事業所 

    151  印刷業 

      1511  オフセット印刷業（紙に対するもの） 

      1512  オフセット印刷以外の印刷業（紙に対するもの） 

      1513  紙以外の印刷業 

    152  製版業 

      1521  製版業 

    153  製本業，印刷物加工業 

      1531  製本業 

      1532  印刷物加工業 

    159  印刷関連サービス業 

      1591  印刷関連サービス業 

我が国の工業の実態を明らかにし、産業政策、中小企業政策など、国や都道府県な どの地方公共団

体の行政施策のための基礎資料となります。また、我が国の経済統計体系の根幹を成し、経済白書、

中小企業白書などの経済分析及び各種の経済指標へデータを提供することを目的としています。 

調査にご協力の程よろしくお願い致します。              

   http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/kougyo/gaiyo.html#menu01 大阪府総務部統計課                          


