29 東印工組第 079 号
平成 29 年 9 月 28 日
東京都印刷工業組合
第 3 回組織共済委員会

開催日時

平成 29 年 9 月 21 日(木)16：00～18:05

開催場所

東印工組 5 階会議室

出席 者

白橋委員長、小林(足立)・小出(上野)両副委員長、小林(千代田)、中庭(日本橋)、金山(京橋)、

(敬称略)

関(港)、江曽(新宿)、利根川(文京)、五十嵐(浅草)、三宅(墨田)、江馬・小山(江東)、小島(城

(順不同)

南)、相原(山之手)、日比(城西)、田中(杉並)、前川(豊島)、岩村(板橋)、岡崎(練馬)、鈴木(北)、
髙橋(荒川)、荒木(墨東)、名取(三多摩) 各委員
(本部)黒澤副理事長
(事務局)鴨井次長、小松担当
(全印工連)長島総務課長、小池職員

議題１➢

事業の推進
１．｢第 51 回敬老の集い｣の開催
担当：小出副委員長
下記のとおり、了承された。
(1)日時・場所・タイムスケジュール
平成 29 年 10 月 3 日（火）
・明治記念館
10:00

委員集合（曙の間）１階

10:30

受付開始（曙の間）１階、長寿者・役員控室（相生の間）１階

10:45

長寿者、役員等参拝へ出発（曙の間⇒儀式殿）

11:00

儀式殿参拝

11:20

記念撮影（庭園）

12:00

祝賀会（曙の間）⇒全員指定席

13:50

閉会

(2)当日の参加申込状況(9/20 現在)
長寿対象者(平成 29 年 12 月 31 日現在、満 77 歳以上)：309 名
長寿者当日参加申込：96 名（総勢 156 名）
(3)長寿者代表
①玉串奉奠（儀式殿）
：鷲田 正氏（正孔社・練馬支部）
②代表挨拶（祝賀会）
：森 順之介氏（㈱森総合印刷・杉並支部）
(4)儀式殿参拝
・着席（約 100 名）長寿者、理事長のみ
・介添者以外は座らない
・外で待機中の人には静粛を厳守してもらう（または庭園内で待機）
。
(5)祝賀会役割
司会者

岡崎委員（練馬支部）

理事長挨拶

臼田理事長

来賓挨拶

全印健保・青木理事長（予定）

長寿者代表挨拶

森 順之介氏

乾杯

黒澤副理事長

閉会挨拶

白橋委員長

(6)アトラクション
芸者衆の三味線と踊り（5 名）
、お酌 (交通費・出演料 13 万円)
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コンパニオンは 10 名(3 名増員)
(7)写真撮影
①晴天時
全体写真：庭園内、支部単位：全体写真終了後、庭園内で撮影
※危険防止のため、集合台２段（最前列は椅子を配置）とし、最上段は使
用しない。台の乗降時の介添え、整列誘導（急かさないように配慮する）
。
足の悪い方を優先的に最前列に誘導する。
②雨天時
全体写真：儀式殿隣写真スタジオ、支部単位：全体写真終了後、写真スタジオで撮影
(8)委員、手伝い要員の役割
所属支部から出席の長寿者のアテンドをしていただく。服装は原則ネクタイ着用。
①受付への誘導
②受付後に控室（相生の間）への誘導
③参拝時の儀式殿への誘導
④儀式殿から庭園（記念撮影場所）への誘導、台の乗降時の整列誘導、アテンド
⑤支部単位で記念撮影時のアテンド
⑥撮影終了後、庭園から祝賀会場（曙の間）
、テーブルへの誘導
⑦出席予定で当日来られない長寿者への確認、誘導時のトイレ確認
※当日、集合時(10 時)に小出副委員長より個々の分担を指名
(9)平成 30 年度開催（予定） 10 月 2 日(火) 明治記念館
２．全印工連フォーラムへの協力
開催日：10 月 6 日(金)
場 所：熱海後楽園ホテル
役 割：受付、会場案内、懇親会の運営
リーダー：小林副委員長
スケジュール：①現地集合

11:00（新幹線：東京駅発 9:26～熱海駅着 10:12）

②７委員会

13:00～14:45

③全体会議

15:15～17:00

④懇親会

18:30～20:30

全印工連小池職員が、別添資料を基に当日のタイムスケジュールについて説明した後、
白橋委員長が下記のとおり補足説明、協力要請を行い、了承された。
・組織共済委員の出席者のフォーラム参加会費は本部負担で全印工連へ支払う。別途一
律に交通費として 5,000 円を当日現金にて支給する。熱海までの往復運賃は各自でご
用意いただく。
・個々の細かい分担、内容については当日集合時に説明する。
・受付、誘導等の担当業務により、組織共済委員が個々の客室に入室できるのは懇親会
前の空き時間になるため、控え室を利用し、最初から「NO PRINT NO LIFE」の T シャツ
を着用する。
・翌 7 日(土)のゴルフコンペ（大熱海国際ゴルフクラブ）は、8 時に 1 階玄関に集合し、
バス移動。帰りは熱海駅までのタクシーを手配(会費より支出)。
３．新春の集い
担当：小林副委員長
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開催日：平成 30 年 1 月 15 日(月) 18:30～20:00
場 所：パレスホテル東京 2 階「葵」
下記のとおり了承された。
(1)ごあんない、参加券の作成、配付について
印刷発注先の選定：小出副委員長（郁文印刷㈱）
※10 月下旬に完成、支部へ配付
(2)組合員目標 480 名（昨年 484 名申込み）を支部員数で按分
(3)アトラクション
囃子＆獅子舞（黒澤副理事長に手配を依頼）
(4)司会者
井上雅子氏に依頼する。
(5)来賓、議員、関連団体リスト
政権与党の自民党・公明党の東京都選出国会議員で、
「新春の集い」に招待したい議員
（別添招待リストに掲載の議員除く）がいる場合には事務局へ連絡してもらうこととした。
(6)今回は支部旗の掲出をしない。
議題２➢

共済制度加入増強の推進
１．29 年度共済制度加入促進キャンペーン実施について
下記のとおり確認された。
(1)対象 生命・火災・自動車の３共済
(2)期間 平成 29 年 4 月～30 年 3 月 5 日（生命共済加入申込締め）
(3)具体的な加入増強活動の展開
各委員が前回委員会以降の共済制度および組合員加入増強への取組み状況について情報
交換を図った。今後も共済制度の説明会の実施、共済制度のパンフレット、加入状況リス
トを活用した増強活動を展開し、一人でも多くの新規加入者の獲得を目指すこととした。
主な発言は以下のとおり。
・生命、火災、自動車、せつび、医療・がんの５共済の担当者を呼んで 2 時間、密度の濃
い説明会を行った。参加者の反応は良かったので、今後の成果に期待したい。
・共済パンフレットを見て、共済制度に興味を持った企業が組合に加入した。
・アドビのライセンスプログラム等、メリット感を分かりやすく示して組合に勧誘したい。

議題３➢

組合員加入増強活動の推進
※平成 29 年度組合員加入状況
9 社（港・新宿・文京・浅草・江東・城西・豊島・北・足立の各支部、1 名ずつ加入）

報告事項➢

事務局が以下報告した。
(1)共助制度
代表者死亡 3 名、代表者の配偶者死亡 4 名、前代表者死亡 5 名、前代表者の配偶者死亡
2 名、退任慰労金 4 名、就任祝金 3 名の計 21 件 2,010,000 円を支払った。
(2)平成 29 年度生命共済給付金支払い状況

死亡保険金 1 件 500 万円

(3)平成 30 年版山櫻年賀状デザイン集 CD-ROM の販売（175 セット限定）
）
販売本数 145 本（9/20 現在）
次回予定

平成 29 年 11 月 22 日(水)16:00～18:00

東印工組 5 階会議室

※委員会終了後、懇親会開催予定
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