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7　月　の　行　事　予　定

1 金 17 日

2 ㊏ D.D.S.S. ファシリテーション講座
［フォローアップコース］ 18 月

海の日

3 日 19 火

4 月 D.D.S.S. 特別講演会（ヴィアーレ大阪） 20 水

5 火 21 木

6 水 22 金

7 木 23 ㊏

8 金 24 日

9 ㊏ 25 月

10 日 26 火 ＯＧＳ役員会（18時～ＪＰビル8階会議室）

11 月 27 水

12 火 28 木

13 水 ジャグラ近畿地方協議会第3回幹事会
（17時～ＪＰビル8階会議室） 29 金

14 木 30 ㊏

15 金 31 日

16 ㊏

８月の行事予定 ９月の行事予定
 6日（土）　全国製本誠友会大阪大会（シティプラザ大阪）
17日（水）　ＯＧＳ役員会（18時～ＪＰビル8階会議室）
20日（土）　印刷産業人納骨塔追悼法要（高野山大霊園）

2日（金）　スペース21秋田大会
3日（土）　近畿地協幹事会（和歌山）
4日（日）　ＯＧＳゴルフコンペ
7日（水）　ＯＧＳビアパーティ（19時　ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪）

　　OGSビアパーティ
9月7日（水）
19：00～

ANAクラウンプラザホテル大阪

　　OGSビアパーティ



ジャグラ文化典  

北海道大会
H28.6.24（金）・6.25（土）

札幌パークホテル
H28.6.26（日）・6.27（月）
オプショナルツアー

第 51 回ジャグラ定時総会
　総会では任期満了に伴う役員改選で、中村耀氏（東京・
新宿／ＮＳ印刷製本）が新たな会長に選任された。
　冒頭、ジャグラ文化典北海道大会の渡辺辰美実行委
員長が歓迎挨拶を述べ、引き続き、吉岡会長が「印刷
業界はさらに厳しさを増しているが、自社の方向性を
決めていくことが必要になる。常にポジティブに前進
して頂きたい。ジャグラの全委員会、事業が会員の利
益に資するような、また会員の事業展開の一助になる
ような活動を推進したい」と述べた。
　新会長に就任した中村耀氏は「これから執行部、事
務局一体となって事業を推進する。ジャグラは素晴ら
しい、入って良かったと言われるような会を目指す。」
と所信を表明した。
　総会では前年度の事業報告、決算報告ならびに新年
度事業計画、収支予算が原案通り承認された。総会終
了後には、熊本県支部の髙光支部長らが熊本地震に対
する全国からの支援に感謝の言葉を述べた。また、組
織拡大表彰、ジャグラＢＢ特別表彰、退任役員への感
謝状授与が行われた。

第58回ジャグラ文化典
　文化典では、北海道
経済部産業振興局の松
浦豊局長、日本印刷産
業連合会の神戸好夫専
務理事らが来賓として
出席。業界功労者、優
良従業員の表彰、ジャグラ作品展の受賞者を表彰した。
式典終盤には文化典の大会旗が北海道地協からジャグ
ラの吉岡会長に返還され、吉岡会長から次期開催地協
の東北地協に大会旗を伝達した。

第 58 回ジャグラ文化典懇親会
　引き続き行われた記念懇親会では、「平岸天神」の�
ＹＯＳＡＫＯＩソーランで華々しく開宴し、渡辺実行
委員長の開会宣言、吉岡会長挨拶のあと、日印産連の
神戸専務が来賓祝辞を述べ、日本印刷機材協議会の幅
会長の乾杯の発声で歓談に入った。途中、ジャグラＢ
Ｂ 10 周年を記念する特別映像の上映や、カントリーバ
ンドの演奏、次回の大会開催県ＰＲなどを交えながら

全国会員同士が活発に交流した。
　次回のジャグラ文化典岩手大会は
来年６月９日から 11 日まで、岩手
県盛岡市のホテルメトロポリタンＮ
Ｗ盛岡をメイン会場に開催される。

�（記事提供：ニュープリンティング）

ジャグラ文化典北海道大会は、札幌パークホテルをメイン会場として開催され、全国から会員約 280 名が出席
した。第 51 回定時総会、第 58 回文化典、懇親会が開かれたほか、前日にはゴルフ大会やウェルカムパーティが、
翌日から 2日間はオプショナルツアーを実施した。

中村会長と新執行部

吉岡前会長を囲んで通常総会 次回開催は東北地協

組織拡大表彰

札幌パークホテル



６月
９日（木）　大阪府ものづくり振興協会総会
17日（金）　ＯＧＳ役員会
21日（火）　大阪印刷関連団体協議会総会
23日（木）　大阪府中小企業団体中央会総会
23～25日　ＪＰ展
24～27日　ジャグラ北海道大会（札幌）

次回役員会
７月26日（火）18：00 ～　ＪＰビル8階会議室
� 　（三役会は17：30開始）
８月17日（水）18：00 ～　ＪＰビル8階会議室

総 務 報 告第１回　役員会 報告
日　時　平成 28 年 6 月 17 日（金）18：30 ～
場　所　福島　ヨコオ
出席者　岡理事長、岩下副理事長、黒木副理事長、
　　　　杉浦副理事長、小幡専務理事、大家理事、
　　　　佐藤理事、東條理事、前田理事、宗次理事、
　　　　安平理事、田中監事、山田監事、
　　　　田中コスモス会会長
議　案（本部・各部報告その他）
・�新年度　年間行事（予定）について
　勉強会、賛助会懇親会、ビアパーティ、ゴルフコンペ、
忘年会等開催予定

・�新年度役員役割分担について
・�新入会員について
　　組合員 1社　大和印刷（大阪市北区）
　　賛助会 1社　日本アグフア・ゲバルト㈱

北海道オプショナルツアー
― １泊２日の旅 ―

　“北海道は 6 月下旬にはすっかり雪が溶け、植物が成長
し、緑に包まれていく。梅雨を迎える本州とは違って瑞々
しい空気があたりに漂っていることでしょう。”

　「北海道大会通信①」によるこの紹介文は、コスモス会
メンバーの期待を一層大きくしてくれました。参加者は６
名と例年に比べ少人数です。
　初日、あいにくの雨模様の中、札幌パークホテルを元気
に出発。日本最北の酒蔵「国稀酒造」、「川村カ子ト アイ
ヌ記念館」、「家具の総合メーカー カンディハウス」、「高
砂酒造」と長い長いバスの旅、試飲のお酒のせいか少し疲
れました。
　二日目は快晴。“丘のまち”として知られる美瑛とラベ
ンダーはじめ季節の花々で有名な富良野を一気に走り抜け
るという、中々強行な行程でしたが、“THE 北海道”の雄
大な景色に触れる事が出来ました。
　今年も全国のジャグラ会員の皆様と親睦を図り、交流を
深める事が出来ました。又、来年岩手での再会を約束して
新千歳空港へ向かう。広い広い北海道を実感した旅でした。
 （コスモス会）

JP2016情報・印刷産業展開催
6月23日（木）～25日（土）
会場：インテックス大阪

　「JP2016情報・印刷産業展」が６月23日（木）から
３日間、大阪市住之江区のインテックス大阪５号館
で「印刷とスマホで築く豊かな生活環境」をテーマに
掲げ、盛大に開催されました。
　今回で40回目の開催となった「JP2016情報・印
刷産業展」には、出展企業84社から最新の技術革新・
情報発信が行われ、出展社と来場者の交流の場とな
りました。
　近年、人々の情報発信の方法、生活スタイルが時
代とともに大きく変化する中で、情報・印刷産業は
受け身ではなく、自ら提案する積極的な情報発信の
方法が強く求められる中で、会場では新しい印刷技
術等の提案に加え、印刷が生み出す新たな付加価値
づくりが出展各社から提案されました。
　なお、次年度のＪＰ展は会場をマイドームおおさ
かに移し、「JP2017　ＩＣＴ展」と名称を変更して
2017年４月19（水）・20（木）日に開催されることが

発表されました。
（記事提供：

印刷タイムス）
川村カ子トアイヌ記念館

ホテルで全員集合

青い池

ポピー畑
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　やまかつ株式会社は創業者である山本勝馬氏
が昭和12年に謄写印刷業で創業しました。
　現在、代表取締役社長を務めるのは山本耕司
氏。長年ジャグラの要職を務め、平成27年ジャ
グラ文化典東京大会にて経済産業大臣賞を受賞
されました。� （時間：21分/パスワード不要）
� http://www.jagrabb.net

企業ルポ NO.24
やまかつ株式会社

ジャグラBB動画 Pick Up 動画に掲載されました。

最低制限価格制度前進
　東京都が発注する印刷物の最低制限価格制度
実施に向けての試行案件が５月末に発表され、
制度導入へ着実に歩みを進めています。東京都
では最低制限価格制度は工事案件にしか適用さ
れておらず、他の産業からも注目が集まってい
るようです。さらに東京以外で印刷物に対して
最低制限価格制度が導入されているのは１道18
県と半分以下に留まっており、全国への広がり
にも期待が集まります。
　東京都印刷産業議員連盟の後押しを受けたこ
の件が顕著ですが、近年は印刷業界でもロビー
活動に対する意識が高まっています。たとえば
東京都印刷工業組合練馬支部の今年の総会に初
めて練馬区長が参加したことも、そうした流れ
の延長線上だと言えそうです。
　印刷業界の各団体では一様に会員減少が課題
となっていますが、企業単体では難しい政治や
行政への働きかけは大きな加入メリットの一つ
になります。ロビー活動は今後さらに活発に展
開されていきそうです。
� （印刷出版研究所　メールマガジンより）

高野山
大阪印刷産業人物故者納骨塔

新物故者慰霊祭・物故者追悼法要のご案内
　昭和48年８月20日、高野山大霊園に「印刷産業人納
骨塔」を建立し、開眼大法要を営みました。これを記念し
て今年も８月20日（土）に印刷及
び印刷関連業界の先人物故者並び
に納骨者及び新物故者の慰霊追悼
法要を厳修します。大阪市内より気
温が10度も低い冷気の中での大法
要に是非ともご参加ください。

ひろい読み

　前田由美子氏　ご逝去
（有）トーヨープリントの会長、前田由美子
氏が去る６月１日明け方、膵臓癌で永眠さ
れました。享年74才。
通夜６月２日、告別式６月３日に守口市の『くすの木会
館』において執り行われました。
故人のご冥福をお祈りし、謹んでお悔やみ申し上げます。

消費税転嫁対策について
　公正取引委員会及び中小企業庁は、商品又はサービ
ス（役務）を供給している供給事業者が、取引先法人事
業者から消費税の転稼拒否等の法律上問題のある行為
を受けていないか監視・取締を担当する所です。悪質
な事案については企業名や事実関係を公表し、勧告す
ることも出来ます。現在、消費税転嫁に対する相談窓
口も開設しています。転嫁拒否等消費税に関する相談
があれば下記へ連絡してください。
　近畿経済産業局　消費税転嫁対策室
 tel　06-6966-6038
　尚、中小企業庁から消費税転嫁対策に関する資料が
送られてきました。その内『消費税の転嫁でお困りの
方』『損をしない消費税転嫁対策』を本号に同封して送
付しますので参考にしてください。




