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東京グラフィックス青年部 FACE
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東京グラフィックス青年部 FACE  第５代会長　稲満 信祐
FACE  Top interviewINSEIREN 印青連NEWS 単組代表インタビュー企画 第3弾!!
FACE会長 稲満信祐氏（株式会社 イナミツ印刷　代表取締役 社長）をお迎えして、今、勢いのある「FACE」という組織に対する
熱い思いを語って頂きました。 そして、稲満氏自身も活動していた印青連に思うこととは？
〈インタビュアー：印青連役員　松谷勝広〉

FACE会長就任から
＜松谷＞ まず、稲満会長がFACEの会長になって一年半になりますよね。ご自身の任期の
　　　　2年をかけて会員の皆さんに伝えてきたことを教えて下さい。
＜稲満＞ 私はFACEの前身「次世代の会」から30周年目のタイミングで会長になりました。
　　　　昔の組合は互助関係にあって、仲間内仕事を融通しながら経営者同士で課題を
　　　　共有してその解決の糸口を探るという意味合いが強かったと思うんです。現在は
　　　　経営の本質、つまり社員の潜在的な力をどう経営に引き出していくかということ
　　　　が課題として問われています。FACEでは社員の方々にも積極的に会合に出てき
　　　　てもらっています。様々な経営者がいる中で経営目線を養ってもらい、それを自社
　　　　に持ち帰り自社の経営者と同じ目線で物事を見て一緒に経営をする、逆に経営者
　　　　の方は経営目線が養われた社員と一緒に経営をする。労使共にそういう目線を持
　　　　っている必要があるという事こそ私が伝えてきたかったことです。

FACEとは
＜松谷＞ 親会・青年会に関わらず会員数が減少している中で、 FACEは会員数が増えています。その要因はどうお考えになっていますか？
＜稲満＞ FACEに名称が変更し、運営コンセプトが大きく変わった事が会員が増えていることの大きな理由だと思います。
            FACE初代会長の時からPrint Nextに参加したり、印青連の中でFACEメンバーが中核になったりと出向団体において先輩達
　　　　が活躍して組合活動の意義を見せてくれた。最近はよく他団体に行った時に、FACEからの出向役員の〇〇さんはすごく頑張
　　　　っていて、そこの1チームをけん引しているよという話を聞くと嬉しいし、私自身ももっと頑張らなければと言う気持ちになりま
　　　　す。行った先々で先輩方の背中をみて、違うアプローチでありながら、なぞる様に活躍してくれているいうのがすごく大きいと
　　　　思います。
　　　　会の強みですが、FACEは人の意見を受け入れられる、それが自然に出来る組織だと考えています。3代目会長の時に一方通行
　　　　のセミナーだけだと一言も発言せずに帰る人が多いというのが当時の課題で、忙しい中、参加して頂いているのに参加してい
　　　　る感も出ないし、その人の良さも引き出せないので、必ず一言は発言して帰るようにしようと方向修正がありました。その流れ
　　　　を引き継ぎ、4代目会長の時にワークショップ系を増やしたことで、自分と他人の見を照らし合わせる機会がかなり増えました。
　　　　私の意見なんか受け入れられないといった感じで来ている人が、自分の意見がしっかり受け入れられ、きちんと返ってくる。
　　　　“あっ、ディスカッションってこうあるべきなんだ、考え方は違うけど、こういう考え方も必要だよね、というふうに考え方の幅が
　　　　広がる。そして意見が人に認められ周りからフォローされる中で考えを出していくという事に自信がついてきます。そして自分を
　　　　認めてもらえる、何かあった時にみんな助けてくれるという相互承認がFACEの強みだと考えます。

印青連に対して
＜松谷＞ 稲満会長は印青連のことをどのように考えていらっしゃいますか？
＜稲満＞ 印青連はなるべくこの業界に入ったばかりの人に行ってほしいというのが自分の
     　    考えです。FACEに入った時に、松谷広報委員長とまだ右も左も分からずに印青
　　　　連に放り込まれて、いきなりあの熱量をいい意味で無理やり植え付けられたわけ
　　　　ですよね(笑) “あっ、これ最初受け入れるまでちょっと抵抗あったけど受け入れち
　　　　ゃったら気持ちいいな”みたいに。そういう勢いと伝統が 印青連にはあるので、な
　　　　るべく印青連に長くいる人よりは新しい人をどんどん入れ替えるような受け入れ
　　　　体制を取ってほしいと思います。

FACE会長として発信したいこと
＜松谷＞ FACE会長として、他団体に発信していきたいこと、というのがあれば教えて下さい。
＜稲満＞ 会のしがらみがなく、みんなが前向きに意見交換できる場であること、本当に困っ
　　　　た時に親身に話を聞いてくれる場であること、自分の意見を言っても受け入れても
　　　　らえる安心感が得られる場であること、それがFACEです。FACEは開放的な団体で
　　　　すので、是非他団体の方も遊びに来て一緒にワークショップを共有しましょう。
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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

Print Next 2020
執行部インタビュー

当日の天気予報は雨、雪すらも覚悟して参加した東青協祭りin花やしき。参加者の日ごろの行いか、子供たちの無垢な心か、雪は
降らず雨も上がった。飲み放題のビールと熱燗をあおり、焼きそば、ラーメン、ソーセージ、たこ焼き、から揚げを頬張っていると
司会の藤井さんからお祭り開始の合図！それにしても子供たちのテンションが半端ない！ QRコードガチャで自作出来るノート、缶
バッジが貰えると知ると 「何時まで大丈夫ですか？ いくつもらえますか？」 と両手を挙げて質問する子供たち。その楽しそうな姿
を見て否が応でも盛り上がる大人たち。色んな意味で絶叫出来るジェットコースターはホントに怖かった。メリーゴーランドで童心
に帰り、お化け屋敷で絶叫し、横回転するフライングカーペットみたいなやつ（名称DISCO）は絶対に耐えられないのでパス。花や
しき全体に隠された謎解きをしていると、舞台ではトイストーリーの偽ウッディと偽小梅太夫の掛け合い漫才が始まる。畳み掛け
るように偽TT兄弟が舞台に上がると子供たちのヴォルテージは最高潮に！舞台
に上がって一緒に踊りだす子供たちが続出。そこにある境の中で純粋に最高に
楽しむことが出来る子供たちってすごい！ 総勢150名を超す参加者の興奮醒め
やらぬ中、楽しい時間はあっという間に過ぎ去っていったのであった。

記事 ： （株）東京プリント  児玉 年史

記事 ： （株）松谷メールサービス 松谷 勝広

12 月 20日、印青連サミット開催に合わせ参集された Print Next 2020

の執行部、東海林運営委員長、井上企画部会長、田村広報部会長に、イン

タビューを行いました！プリネクのテーマである【 Find the Future ～

人間力で世界価値を創造しよう！～ 】に込められた想いとは？そもそも

「プリネクって何？」等、プリネクの真相や、活動を通して得られる魅力を

存分に語って頂きました。プリネクインタビュー記事は印青連HPブログ、

又は下記QRからご覧ください！！

　　　↓↓↓

19/11/05＠浅草セントラルホテルアネックス

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・印青連合同定例会

『Men’s社交場潜入取材』
突然！それは突然！！ミスターМから次回の印青連ニュースに
後輩たちが参考になる『失敗談』投稿してくださいね。と、一方
的にメッセージ到来～～「私、失敗しないので」と返信したら、タイ・バンコク
で腰痛が完治した話とかあるでしょ！ってそんなの言えるか（怒）と、思いつつ
後輩たちに役立つエピソードを回想しましたが基本失敗した事は記憶から消し去
るオメデタイ性格なので・・ただ唯一、未だに頭の片隅に残っているスリリング
な体験をご披露します。
あれは数年前、印青連か別の会合の二次会で気心知れた仲間と御徒町周辺の居酒
屋で盛り上がり終電を逃す失態をしてしまい、さて始発までどーしようかと上野
駅方面へフラフラ歩き、マン喫を数件尋ねるも満席で途方に暮れるていると、池
之端の畔にネオン煌めく【成人映画】の文字！ここは以前に聞いていた噂高き
Men’sの社交場！時間つぶしと好奇心が勝り躊躇いもなく入館して扉を開くと
学芸会レベルの成人映画が上映されているにも関らず、輩達は入館する獲物を
注視する異常な雰囲気！わぁー空気がこんなに重く感じたのは初めて「後悔先に
たたず /あとの祭り」など後悔の言葉が自然と頭に浮かびました！周りとの距離
感を確認して着席して事前に購入したビールとおつまみを片手に映画を直視して
いたらいつの間にか睡魔に負けZZZ.. ふと我に返り目覚めると両隣に鼻息荒いそ
の趣のある方々がお座りになっており、サバンナの大地でライオンに追い詰めら
れ逃げ場を失う小鹿の気持ちを体験しました。このままでは食べられる (!?) この
場から逃げ出そうとトイレに駈け込もうとすると右から左から魔の手が伸びてく
る（怖）決死の覚悟で館外へ脱出した時は宇宙飛行士が無事に地球に生還した気
持ちを体験しました。みなさんもいろんな意味で非日常のスリリングな体験が出
来ますので是非体験してみてはいかがでしょうか？ ( 完 )

株式会社プロセスコバヤシ　
代表取締役　小林孝二
長台印刷：レーン状の板の上に、ビニールなどの
印刷物を固定し、版を移動して印刷。昔は抱っこ
玩具も印刷した。スクリーン厚盛印刷による、様
々な加飾印刷。DVDパッケージへの土を表現し
た印刷など。

星野プロセス工芸有限会社　
代表取締役　星野正明
立体物への印刷。内視鏡のチューブに目盛印刷。
マグカップへの転写印刷。
美大生の卒業制作としてスクリーン印刷によるグラ
フィック印刷

有限会社タカクラ印刷
専務　高倉大介
スクリーン印刷の技術を利用した
糊引きによるタック加工。ふせんの
作成など

株式会社ヨシオカ
代表取締役　𠮷岡由紀夫
革へのエンボス加工（昔は写真アルバ
ムのカバーなどを作成）、箔押し、スクリ
ーン印刷など。

11月5日浅草にて、恒例となっている東京スクリー
ン・デジタル印刷協同組合青年部グループ201の
プレゼン大会が開催されました。今回はその大会
に印青連が参加 ！ グループ201の飯村健リーダー、
そして印青連 田中淳会長の挨拶の後、所属メンバー
4社によるプレゼン大会がスタート！ ホテルでの美味
しいお食事＆お酒を頂きながら、4社それぞれ特徴の
ある得意分野などを、映像やサンプルを使いながら
熱く語って頂きました。　

マスターズ倶楽部 副会長
（株）新興グランド社 宮坂 次郎



印青連情報

お申し込みは
↓こちらから↓

俺の神器！

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○○！」

冬日和の日曜日、東京製本二世連合会のメンバーとのゴルフで楽しい時間を満喫(^^) ただお決まりの
千葉京葉道路大渋滞にはまりやっと帰宅。一休みしようと思いソファーに座って5分後… 妻からちょっと
仕事があるんだけど…！ ん？？？・・なに何？ あぁ！ ふるさと納税で購入した毛蟹を解凍してたな！ そろそろ
夕飯の時間だし身を取らないとな！ と思いきや出してきたのは３５センチ程のクロダイ！ 息子が鯛茶漬け
を食べ鯛と買ってきたらしい…しかもクロダイは泳いでいたままのお姿… 捌けと言うのね……
ここで俺の三種の神器が登場！！！ 実は私海釣りも趣味のひとつでして、昔海釣り
を始めた頃、取引き先の専務さんに釣りをするなら絶対揃えなさい！ と言われ揃
えた釣り師三種の神器「勝手に言ってます（笑）」 日本橋木屋の 小出刃(アジなど
小魚用) 、 出刃、 柳刃(刺身用)包丁！ 三枚におろし最近料理に興味を持ち始めた
息子が皮引き＆柳刃包丁でお刺身に ！ そしてお茶漬け用に胡麻和えを作り完成！
残った半身は昆布締めと楽しみを残しつつやっと落ち着ける～と思いきや…蟹も
あるよ！と妻・・・そのあと1時間かけて身を取り出したのは言うまでもありませんσ(^_^;) ただ息子とのコラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ボ茶漬けが最高に美味しく家族にも大好評でしたのでハード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 でしたが最高の1日となりました(^^)皆様も釣りを始める際は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 是非是非この三種の神器を購入してみては如何でしょうか！？
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 捌いて刺し盛りを振舞えばご家族ご友人に喜んで頂けること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 間違いなしですよ！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あ…料理に忙しくて忘れておりましたが今日のスコアは安定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 の100超えで…そろそろアイアン変えたくなってきました（泣）

記事 ： NS印刷製本（株）
　　　　 　   中村　睦

印青連サミット＆忘年会にされた方々お疲れ様でした！！
今回のサミット and忘年会は、上野にある重要文化財の国立科学博物館！
サミットは過去に 2009年、2011年に開催され、今回 3回目で 8年ぶり♫
印青連の中での取引額のレベルがすごかったでした♫
まだまだ居なくなった会社さんも少なくて上手く回ってましたね。
卒業する人、新人で来る人、重鎮の人、知らない人に仕事を頼むなら知って
る人の方がいいですよね♫

記事 ： （有）鈴木商店　鈴木良哉印青連サミット＆忘年会

　年末のお忙しい時期にも拘わらず「印青連サミ
ット＆忘年会」に多数のご参加を頂き、厚く御礼申
し上げます。
　今期の印青連コンセプトは「原点回帰」です。
10青年部を繋ぐ連絡協議会としての役割をきちん
と果たす事を目標に活動しています。
　その為には各青年会がどのような団体で、如何
に活動しているのか？お互いを良く知る事が大事
だと考えております。
　そこで、所属団体の代表に集まって頂き、印青連
サミット（首脳会議）を開催させていただきました。
皆が何を考え日々活動しているのか、少しでも理解
していただけたのなら幸いです。また、毎月一度開
催している役員会へ役員以外の方にもゲスト参加
して頂いたり、所属団体と合同役員会を開催したり、
親睦を図りながら今まで以上に繋がり合える連絡
協議会にしていこうと役員一同頑張っております。
　そう、この印青連NEWSもそんな考えを広報宣
伝委員会のメンバーが具現化してくれています。
毎号一つの青年会にフォーカスし、代表者の熱い
思いを引き出し発信しています。これからも、お互
いに有益な情報発信をしてまいりますので、今後
の印青連NEWSにご期待下さい。また印青連活動
への更なるご協力をよろしくお願い致します。
印刷産業青年連絡協議会  会長  田中淳

たなかのこえ


