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れており、リスクは高い。

時 の 視 点

中国の MIX PAPER 年間輸入量は約５５０万
トン、現場に詳しくない政府が、何を見て MIX
PAPER の輸入禁止に踏み込んだのか。これは前

中国輸出ライセンス問題について

述した頑なな政府方針のせいではあるが、①過剰
生産抑制、②国内資源ごみの抽出、により賄うこ

日商岩井紙パルプ（株）
東京製紙原料部

とが出来ると考えたのであろう。

小嶋辰矢

中 国 造 紙 協 会 に 依 れ ば、 ２ ０ １ ６ 年 の 中 国

７月２７日の中国政府発表に依れば、国務省は

紙・ 板 紙 生 産 量 は １ 億 855 万 ト ン、 ミ ッ ク ス

資源ごみの輸入禁止措置に関する行動計画を承

ペーパーを最も多く利用する白板紙の生産量は

認、2017 年いっぱいをもって「環境負荷の大き

１, ４０５万トンで前年対比０. ４％である。対し

い資源ごみ」の輸入を禁止し、２０１９年末まで

て白板紙の国内消費量は１, ２６５万トンしかな

に段階的に、「国内で代替可能な資源ごみ」の輸

く、前年対比で▲２. ６％、５年前と比較すると、

入を全て停止することを決めた。また、中国国内

１割近く需要は落ち込んでいる。一方で白板紙の

でリサイクル資源の回収量を伸ばし、２０１５

製品輸出は年々上昇しており、１６年は１９８万

年の２億４, ６００万トンから２０２０年までに

トンに達している（前年対比２２％）。国内で不

３億５, ０００万トンまで増やす目標を掲げた。

要な製品を作るために、歩留まりを考慮すれば

期限を 2019 年とした具体的な猶予期間は、中国

２００数十万トンとなる「環境負荷の大きい資源

政府の提唱する「小康社会の全面的完成」を、共

ごみ」をわざわざ海外から輸入していることにな

産党設立１００周年を目前に控える２０２０年迄

る。

に終えようとしているからである。また、先月の

残りは、「国内で代替可能な資源ごみ」の抽出

党大会では、２０２０年以降は「社会主義現代化

だ。２０１３年の中国統計年鑑によると、全国の

強国」に向かう時代としており、それ以前に提唱

都市部から排出されたあらゆるゴミは７０億トン

された「小康社会」の実現が２０２０年以降にず

に達しており、経済損失は毎年３００億元を超え

れ込むことはないだろう。つまり、「小康社会の

る。また、中国環境保護部が発表した「２０１６

全面的完成」とは「代替可能な資源ごみ」の輸入

年全国大・中都市固体廃棄物環境汚染予防・改善

を全て停止していきたい意向が含まれている。

年間報告」に依れば、昨年大・中都市で発生した

また、「環境負荷の大きい資源ごみ」とは未選

「生活ごみ」は約１億８, ５６４万トン。発生した

別の古紙と同義語とされる MIX PAPER を含む

生活ごみが最も多かったのは北京市で、７９０万

２４品目が該当し、「代替可能な資源ごみ」とは、

トン。

現在輸入している古紙全般を指している。よっ

以下、上海、重慶、深圳、成都と続き、上位１０

て、 本 年 を も っ て MIX PAPER の 輸 入 は 禁 止、

都市で発生した生活ごみの量は計５, ０７８万ト

２０１９年いっぱいで古紙の輸入も停止される可

ンで、全体の２７. ４％を占める。これら生活ご

能性は大だ。来年以降はオフィス古紙のライセン

みを減量するには「国内で代替可能な資源ごみ」

スで輸入継続される、というグレーな話もあるが、

の抽出が手っ取り早い。現地での MIX PAPER は

輸入古紙は不純物許容値が０. ３％になると言わ

キロ当たり３０～４０円に達しており、大幅に回
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収量が増加するものと予想しているのだろう。
目下の急務は MIX PAPER の輸入禁止だが、今
後は中国以外で販路を開拓する必要がある。これ
までは中国が圧倒的なシェアを持っており、それ
に次ぐ韓国、インドネシア等はわずか１割にしか
ない。中国の高水準のマシンと物量重視の性格に
より、徐々に MIX PAPER の品質は甘くなってし
まったが、中国にとってかわる需要家がいるのか、

ミャンマーで初めての国際使用の段ボールメー

といえば十分ではないが販路の開拓は可能だ。た

カーとして操業開始。

だし世界中で MIX PAPER は売り先に苦慮してく

Oji GS Packaging 田辺氏、工場責任者テオ氏より、

るため、彼らとの椅子の取り合いに勝つためには、

製品工程や企業の取り組みなどをご説明いただき

何より先手を打って販売先に使ってもらっておく

工場へと案内していただいた。

ことだろう。欧米 MIX PAPER の品質は、今は粗
悪であるが、巨額投資により年々品質をあげてく
ると思われる。後追いで彼らに割って入って割高
な日本品を使ってもらうより、先に販売先を確保
していく必要はある。
中国の輸入禁止により、いずれ日本で顕在化す
る紙ごみ問題にどう先手を打てるかが、取扱量を
伸ばす今後の鍵であろう。

工場内の撮影は入口付近のみ、製品工程は NG と
言うことで写真は無いが綺麗に整理整頓されていた。

時 の 話 題

ただ、ひとつ気になる点が。製品としてシート
になったものが一部反り返ってしまっている。工
場内に空調設備は無く、ドアは全開であるため湿

直納部主催・
ミャンマー海外視察研修レポート１
文京支部
視察日

気の影響だろう。ミャンマーの気候はスコールも
多い。この日も工場到着時に降ってきた。工場内

柳澤正人

に雨漏りは見受けられなかったが、そういった気
候の特徴からも湿度も高くなりやすく蒸し暑い。

２０１７年１０月２０日（金）

この日の工場内は体感で気温４０℃、湿度９０%

東京都製紙原料協同組合
海外視察研修会参加者

ほどに感じられた。

計１６名

工場見学のあと会議室に戻り質疑応答の時間が
設けられた。
はじめに、ここミャンマー工場では拡張工事を予
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定しており、今年１２月までに完成、来年１月稼

というものをしてみた。幸い前日ガイドさんに日

働を目指し準備を進めている。

本円からミャンマーの通貨『チャット (ks)』に両

規模は１４, ５００㎡を予定している。よく比較

替してもらっていた。

対象とされる東京ドームで言うと、グラウンド部
分のみが１３, ０００㎡なので、それより少し大
きいぐらいと想像していただければ分かりやすい
と思う。

１０, ０００円を渡すと５, ０００ks 紙幣２１枚
が返ってきた。１０５, ０００ks である。何だか
急にお金持ちになった気分。日本の感覚で言えば
製品の売れ行きは好調で今年に入り価格は４回値

５００円玉２１枚なのだが。１枚オマケかな。

上がりしている。直近では中国からのオファーが

話 は 戻 り、 勤 務 体 制 は ８: １ ５ ～ １ ７: １ ５、

多い。

２０: １５～５: １５の交代制勤務となっている。

板紙原料はそのほとんどを輸入しており、一部

途中時間が空いているが調整時間とのことで２４

ローカル古紙を使用している状態である。回収等

時間、誰か居て無人になることは無い。アルバイ

ローカル古紙で賄えるだけの体制はまだ整っては

トは日中のみで土日は休み、正社員は土日を含め

いない。

た交代制で勤務している。

また、ローカル古紙は品質があまり良くないら

寮は無いが通勤は専用バスを用意してあり、食堂

しく、要求品質の低い顧客に出荷しているそうだ。

もランチだけではあるが完備されている。なかな

確かにホテルからここへ到着するまでに数台段

か充実している。

ボール回収車を見かけたが、回収物の状態はあま

正社員の初任給は１０８, ０００ks/ 月、アルバ

り良くないようであった。

イトは３, ６００ks/ 日とのこと。
やってしまった。・・・枕元に５, ０００ks。僕は
お金持ちでもなんでもないんです。タクシーだっ
て『おつりはいらない』なんて、一度も言ったこ
とはありません。ホテルの部屋に戻ったら王様み
たいなイス置いてあったらどうしよう。そんなく
だらないことを考えながらも、質疑応答はテオ氏
の人柄もあって、ざっくばらんに非常に和やかな
ムードで進行された。

ホテルと言えば本日、人生で初めて『チップ』
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ミャンマー海外視察研修レポート２
足立支部
３日目

新井正樹

１０月２１日（土曜日）
ミャンマー

ヤンゴン郊外観光

ホテルをバスにて９：００に出発して、本日は
チャウタン水上寺院を見学する。行きは１時間

ヤンゴン市内の風景

４５分ほどかけ、途中タンリン大橋にて車窓から
ヤンゴン市内の様子を眺めながら、タンリン大橋
を渡った。タンリン大橋を渡ってしばらくすると、
市内の整備されていた道路とは違い、少しでこぼ
こした道、走行する際に座席が弾む感じでバスの
スピードも出せないままチャウタン水上寺院に向
かう。途中、道路沿いの民家を見たり、水牛に出
くわしながら異国の情緒を満喫しながらの車窓で
チャウタン水上寺院

あった。普段とは違う景色を眺めながら、目的地
に到着。
チャウタン水上寺院は川の中州に島として建立
してある寺院で、島へは小さな２０人前後を乗せ
る船で渡る。チャウタン水上寺院には裸足でない
と参拝できない為、船の中で靴と靴下を脱いで、
チャウタン水上寺院に上陸した。島は思ったより
も小さく滞在時間は３０分程度、お釈迦様の仏舎
利がある地であり、お釈迦様が祭られている。島
全体を歩いて、寺院を参拝したあと、帰りの船に

チャウタン水上寺院内

乗り川岸まで２分ぐらいかけてわたる。戻ってき
たら小さな子供たちが物乞いをして集まってき
た。まだまだ発展途上の国でこれから成長するこ
とが期待できる国という印象を受けた。
帰りのバスは渋滞もあり２時３０分ほどかけ
て、市内の昼食会場へ向かった。昼食はミャンマー
料理でカレーがとくに美味しかった。今日はミャ
ンマーを満喫できた観光で仏教国ならではの慣習
にこの国の歴史の長さを感じられた一日だった。

ミャンマーの郊外風景
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東京都資源回収事業協同組合
との懇談会

り込みチラシ減少で新聞古紙全体の発生量は

［平成２９年９月１４日（木）午後 5 時００分～］

絶対的な不足状態となると予想されます。対

新聞古紙の発生状況は、新聞の発行減と折

減少しています。新聞古紙の需要は強含みで、

於）上野精養軒３１５３（サイゴーサン）店
出席者：東京都資源回収事業協同組合
東京都製紙原料協同組合

策としてブレンド品を検討しています。

13 名

雑誌古紙の需要は、白板紙の販売が好調で

	12 名

引合いが強い状況ですが、品質の良い雑誌古
紙の発生は低調な状態が続いています。今後、

代表者挨拶

中国向け輸出ライセンス問題で輸出禁止と

赤染理事長（東京都製紙原料協同組合）

なった雑誌古紙は、国内に廻り、行き場を失

若い頃から親しかった片岡前理事長が亡くなられ

う恐れがあります。今後の市況は価格の下落

大変残念に思っております。本日は新しく理事長

が続き波乱含みと予想されます。

になられた松本理事長を迎え懇談会を進めていき

段ボール古紙は、天候悪く農作物の不作や

たいと思います。

エアコンの売れ行きが悪く発生はやや低調と

中国向け輸出ライセンス問題が大きく取りざたさ

なっております。メーカーは需要期に向け引

れており、中国国内の古紙価格が暴騰しておりま

き合いは強い状況です。

す。ミックス古紙が中国へ輸出出来なくなり国内
へ廻り、対応しきれない状況になるのではと懸念
されています。いずれにせよ今後の現状を見なが
ら対応せざるを得ないと考えています。以上の問
題も含め、本日は実りのある懇談会にしたいと思
います。

松本理事長（東京都資源回収事業協同組合）
2. 産業古紙の現況

片岡前理事長が亡くなられ、１月より理事長に就

上田

任致しました。執行部が若返り、ほとんどが回収
業を中心としたメンバーで構成されております。

直納部長

出版業界は業績が、依然として下がり続けて

業界の問題は、その部門、部門で解決しょうとし

います。印刷、出版、商印が悪く発生が低調

ても、なかなか解決出来ない事が多く、本日のよ

です。出版は最盛期の半分に減少しています。

うな懇談会の席で持ち去り問題や雑紙問題を取り

特にマンガ雑誌で少年ジャンプが最盛期の３

上げ、行政より先に提案出来る状況を作りたいと

分の１以下となっています。

考えております。本日は宜しくお願いいたします。

ミックス古紙は家庭紙メーカーで使われるが
品質が悪い。しかし、産業古紙しか使えない

古紙業界の現況（東京協組）

家庭紙メーカーがあるので、需要はタイトで

1. 古紙全般に関する現況

底固い状態です。新聞の発生が少なく産業古

近藤行輝

直納部委員

紙を代わりに使う事は可能なので、新たな需
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要が出てくる可能性があります。今後、産業

あります。

古紙の価格は読みづらいが需要は減らない為、

２. 今後の課題

堅調と予想されます。

①新規事業の開拓
古紙回収だけでは先細り、体力の無い業者が

3. 集荷にかかわる現況

衰退する事は避けなければならない。

近藤（昌）副理事長

回収品目増加、新規事業開拓など中国の資源

４月後半から、今までにない発生量が減少し

ごみ輸入停止を踏まえ検討する。

②委託業務随意契約の維持

ました。。印刷・製本会社では、以前は日曜も
出勤をして仕事をしていましたが、現在は祝

リサイクル事業においては、清掃事業同様、

日や日曜は休むようになっています。

安定した運営と継続性が重要と考える。ま

古紙の発生が悪く取扱い量が少ない中、アウ

た、中小企業の支援、若手人材の育成・継

トサイダーの業者が常識では考えられない価

続雇用の観点から入札よりも随意契約が望

格表を取引先に配布して、参入してこようと

ましい。

③集団回収業者認定・助成制度など

する気配が見られます。対策として、取引先
に説明に行ったり、場合によっては単価を変

業者のコスト高は地区問わず課題となってい

え利幅を少なくする結果を招いてしまう事が

ます。また、持ち去り問題に関与している

あります。

業者の登録を認めるような回収業者認定制
度を見直し、地元業者や各地区での回収実

資源回収業界の現況（東資協）

績を考慮した業者助成と認定制度を提言し

１. 回収業者の現状

ていく。

今年度は、ある程度高い水準で古紙価格が保

３、今後の展望

たれ安堵していたが、多くの地域で集団回収
量は減少。資源回収委託業務においても車両

循環型社会の形成について、行政の緊縮財政

台数の見直しが検討されはじめ先行きは不透

や環境への配慮の観点から、地元業者の重要

明です。

性を訴え、回収業者支援と育成こそ必要不可

回収量は、１kg でも増やしたいところである

欠な最重要課題として各地域の施策に盛り込

が、業者のコストをまるで無視した行政・住

まれるように努めます。

民主導の集団回収化をすすめる地区もあり、

業界の信頼度・知名度を高め、雇用を促進し、

回収量増加だけでなくある程度の助成を確保

スキルを継承できる体制づくりを行わなけれ

するシステムの構築は不可欠です。

ば、各委託業務も集団回収もいずれは業界か

こうした中で東資協は、他地域に悪影響を及ぼ

ら離れてしまいます。

す可能性のある案件に関して、回収業者の代
表として素早い対応を心がけ、その地域に足

質疑応答

を運び、回収業者の地位向上を目指しました。

ＴＳ（東資協） ＴＫ（東京協組）

「オリンピック紙ゴミＯ実行委員会」、「recycle

ＴＫ—Ｑ：人材採用（人手不足による従業員の募

＆ TOKYO」認可取得もその取り組みの 1 つで

集。募集しても応募がほとんど来ない。）
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Ａ―ＴＳ：９月２１日に東資協会館にて「人材採

矢崎エナジーシステム㈱は、車載式積載重量計を

用」についての問題解決を見出す目的

扱う会社です。後付可能な計量器ですのでご活用

の勉強会を行う。

いただければと思います。

Ａ―ＴＫ：人手不足で新聞の折り込みで募集をか

広報誌では毎号、最終ページに広告を掲載してお

けても反応が少ない。新聞をとってい

ります。

ない世代が多くネット募集に替えてか

２. 丸大食品（株）「丸大の冬ギフト」

ら反応が増えた。

先月、「２０１７年丸大の冬ギフト」と題し、
お歳暮用の案内書を送付致しました。今月号にも

大久保信隆氏
旭日雙光章受章

同じものを同封致しました。
事務局へご連絡いただければ案内書を組合員へ直

記念祝賀会

接送る事も出来ます。是非、この機会にご活用い

平成２９年９月２３日（土）帝国ホテル
「孔雀

ただければと思います。

東の間」に於いて大久保信隆氏

尚、最終ページに丸大食品（株）の広告が掲載さ

旭日雙光章受章の栄誉をお祝いし今後のご活躍を

れていますのでご覧ください。

祈念するとともに併せて株式会社大久保法人化
五十周年の祝賀会が開催されました。

第６５回清風会ゴルフコンペ開催

当日は、昼の部と夜の部合わせて１, ０００名近
い参加者による盛大な会となりました。

総務部長

大久保信隆様、受賞おめでとうございました。

齋藤浩二

１０月１２日、筑波カントリーにて第６７回
清風会ゴルフコンペが開催されました。
当日は天候にも恵まれ、皆さん、和気あいあい
にスタートしました。私のメンバーは坂内さんと
安立さんでした。お互いのハンデもほとんど変わ
らずプレーも気持ちよく１８ホール回ることがで
きました。しかしながら私のメンバーコースであ
るため、その差が出た結果が今回の優勝になった

賛助会員について

と思います。これからも精進して次回も頑張る所

1. 新入会案内・矢崎エナジーシステム㈱

優勝

齋藤

浩二

昨年度の総会で組合員外との交流、連携をより促

準優勝

近藤

昌和

存です。ありがとうございました。

進させ、組合組織の充実強化を図る為、賛助会員
制度が導入されました。
賛助会員として矢崎エナジーシステム㈱が 11 月
１日より入会致しました。
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集荷関係

組合員のメリット
全

1. 集荷部委員会の参加

体

2. 新年会の参加

広報関係

1. 市況情報の入手
2. 組合員証明書の発行

1. 広報誌の配布（各種情報の入手）

3. 支部会の参加

2. 広告の有料掲載（暑中・年賀）

組合認定制度

4. 総会の参加
5. 新年会の参加

1. ＴＰＩＣＯ（ティピコ）個人情報保護体制

6. 他団体との懇談会の参加

制度の取得

7. 従業員表彰への参加
8. ゴルフコンペの参加

［共同購入］
プレス機のオイル交換について

9. 若手従業員の青年部加入

割引利用
1. 団体生命保険への割引加入

共同購入委員会

2. 団体傷害保険への割引加入
3. 自動車共済保険の割引加入

共同購入事業のプレス機のオイル交換の時期が

4. ガソリンの割引購入

やってまいりました。

5. 高速道路の割引利用、ポイント利用

組合を通じて通常より格安での交換が可能となり

6. プレス機のオイル交換の割引利用

ます。すでに実施した事業所では、処理のスピー

全原連関係

ドや細かな対応について高い評判を頂いておりま

1. 古紙再生資源化証明書の利用

す。

2. 古紙商品化適格事業所の資格取得

見積もりを取って比較を見て頂けると分かりま

3. 古紙リサイクルアドバイザーの資格取得

すが、１, ０００リッターのオイル交換で・・約

4. Ｊ－ＢＲＡＮＤ表示ラベルの購入

５万円近い差が出ております。

関係団体

又、日曜、祝日、朝早い時間等の作業も可能です。

1. 静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談会の参加

どうぞこの機会に是非、ご利用くださいますよう

2. 製本工組との懇談会参加

お願い致します。

3. 東資協との懇談会参加

手続きは簡単です。組合にご連絡いただき「プレ

4. 紙器組合との懇談会参加

ス機オイル交換申込書」を受取り、必要事項をご

5. 古紙再生促進センター関係行事の参加

記入し組合宛てにお送り下さい。

（古紙リサイクルセミナー他）

交換時のレート（２ｹ月に１度変更されます）は、

直納関係

申込書の送付時にご連絡いたします。又、給油条

1. 直納部委員会の参加

件により追加金が発生する場合がありますので、

2. 共販輸出への参加

あらかじめご了承下さい。

3. 海外研修の参加（集荷部参加可能）
4. 納涼会・忘年会の参加
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［都市近代化事業組合の事業利用について］

プレス機のオイル交換、ＥＴＣカード、ガソリン
カード、自動車共済保険、カーリース事業、各種

①ＥＴＣカード

団体保険のいずれも、東京都製紙原料協同組合に

指定の高速道路が割引運行出来ます。

加入されている組合員の皆さまの特典です。

首都高速の割引利用が出来る事になりました。

ご希望、ご質問は組合事務局までご連絡ください。
連絡先：

（ご利用の場合は新しいカード作成が必要です）

東京都製紙原料協同組合

ポイント可の高速道路でポイントが貯まると、そ

電話

０３－３８３１－７９８０

のポイント分が無料走行で使えます。

ＦＡＸ

０３－３８３１－７８８０

②ガソリンカードのご利用」について

ご存知ですか？

支 部 便 り

組合では、皆様のお仕事に少しでもお役にたてる

山手支部研修会旅行

よう色々な事業に取り組んでおります。
組合では、皆さまがお使いになっているトラック

山手支部

や乗用車のガソリンや軽油を少しでも安く購入で
きる事業があります。

中谷浩康

山手支部で恒例の研修会旅行が９月２日（土）

都市近代化事業組合が行っている事業を通じてガ

～３日（日） 熱海温泉「ニューさがみや」にて

ソリンを購入されますと・・・全国平均と比べて

開催されました。今回は６名が参加しました。
台風の影響でお天気が心配でしたが、午前中に

ハイオク・レギュラーガソリンが約３円ほど安く、
特に軽油が約９円ほど安く購入できます。

は雨も上がり、夏の終わりとは思えないぐらい涼

( その時の価格変動により大きく値動きがある事

しい中、東京駅より踊り子号で熱海へ行きました。

がありますが、あらかじめご了承ください )

旅館に着き、仕事の話などをしながら、雄大な相

専用のカードを作り、該当するスタンドで使用す

模湾を眺めることが出来る屋上露天風呂に入り癒

ると自動的に割引料金でカード決済されます。

されました。

③自動車共済保険

宴会では鈴木支部長の挨拶に続き、篠田商店さん

現在、割引を受けている保険料から、さらに約

の乾杯でコンパニオンも加わり盛り上がりまし

２０％ほどの割引いた保険料となります。

た。

④カーリース事業
提携リース会社を利用する事により有利なリース
が可能となります。
組合員であれば、どなたでもご利用できます。

［各種団体保険］
①生命保険（団体保険の割引加入）
②損害保険（団体保険の割引加入）
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翌日はおいしい魚料理の店で、約３０分並んで

組合員の広場

金目鯛の煮付けを食べました。並んだ甲斐があっ
てとても美味しかったです。

GINZA 拝見

その後、新幹線で帰京しました。景気が少しで
も良くなり、来年の研修旅行にはもっと多くの支

坂田秀一郎

城南支部

部員の参加者がある事を望んでいます。
お疲れ様でした。

銀座で銀ブラするとは、銀座でブラジル coffee
を飲むと云う意味とは良く TV で云っている。

江墨支部研修会旅行
江墨支部

でも、銀座を散策するのもよい。歩道の石は昔の
都電の敷石を改良したもので、赤っぽい石など三

木内茂樹

種類位の石がある。朝鮮の石もある。

江墨支部親睦旅行を平成２９年１０月２１日～

現況の歌舞伎座は凄く繁盛している。チケット

２２日 鴨川温泉ホテル三日月にて行わせて頂き

の入手が難しい。観劇の注意要件が多すぎて神経

ました。参加者は総勢１０名でした。

質になる。携帯、帽子、写真撮影、ビニールの音、

あいにくの雨ではありましたが、錦糸町駅に１５

話し声、又前のめりはダメだとか異常にやかまし

時集合し小型サロンバスにて出発しました。皆さ

い !!

ん元気に車内にて先ずはビールで乾杯し和気あい

銀座でビールを注文する時は必ず「サッポロ」

あい鴨川温泉を目指しました。予定通り１７時に

を注文するのが「通」である。何しろ戦前から銀

ホテルに到着し 一風呂浴びて１９時より宴の開

座で経営していてサッポロビールの縄張りだ。他

催となりました。

のビールを置いていない店も多い。

コンパニオンのお姉さん方と共に後は書ききれ

日本中に銀座とつく所は沢山あるが「銀座くらま

ない程の盛り上がりで、楽しい夜の時間を送らせ

会」を毎年９月末に新橋演舞場を借り切り、邦楽

て頂きました。

界を演っている。今年が９３回とかで銀座に店を
構えている人のみで構成されている。入門する方
は「小唄」からスタートする事になっている。日
本舞踊、長唄、清元、常盤津、三味線、新内、
一中節など多岐に渡っている。

翌日は酒造見学、寿司の食べ放題と満喫し無事
１７時に錦糸町駅に到着となりました。
参加者全員大満足な親睦旅行となりました。
来年の親睦旅行まで江墨支部一同団結して頑張っ
て参ります。
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◎直納部委員会及び忘年会

♪ことわざミニ知識♪

平成２９年１２月１４日（木）

「左袒（さたん）」

場所：

根岸 「宮川」

中国の「史記」に、討伐する敵の事で、討伐に反

午後５時～直納部委員会

対する者は右肩を肌脱ぎし、賛成する者は左肩を

午後５時３０分～忘年会

肌脱ぎせよと言ったところ、全員が左の肩を肌脱

◎組合事務局・年末年始休暇

ぎしたと言う事から、「左袒」とは味方すること、
または同意して肩を持つこと。

平成２９年１２月２９日（金）～
平成３０年１月４日（木）

支部スケジュール

◎第１４回組合合同新年会
平成３０年１月２０日（土）
午後６時～

千代田支部
忘年会
新年会

１２月

７日（木）菜の家

場所：上野・精養軒

１月１６日（火）

中央支部
未定

お

文京支部
忘年会

新年会

１１月２７日（月）上野・東天紅

12 月

１２月２５日（月）
１月

６日（土）宮川

足立支部
忘年会

１１月２７日（月）あすか

１２月１６日（土）鮨やなぎ

１２月

２日（土）

〃

常任理事会 (pm3:30~)

〃

理事会 (pm4:30~)

〃

清風会

〃

忘年会 (pm6:30~)上野・東天紅

講習会 (pm5:30~6:30)

〃

直納部委員会 (pm5:00~)

〃

忘年会 (pm5:30~)

根岸「宮川」

忘 年 会 (pm7:00~)

「鮨やなぎ」
12 月 18 日 ( 月 ) 文 京 支 部

江墨支部
忘年会

共販輸出検討委員会 (pm3:00~)

12 月 16 日 ( 土 ) 山 手 支 部

城南支部
忘年会

4日(月)

12 月 14 日 ( 木 ) 直納部忘年会

山手支部
忘年会

せ

［１２月会議・催事予定〕

荒川支部
忘年会

ら

１２月１８日（月）池袋サンシャイン

台東支部
忘年会

知

１２月２０（木）うさ美

忘 年 会 (pm6:30~)

池袋サンシャイン 59 階
12 月 29 日 ( 金 ) ～ 1 月 4 日 ( 木 )

城北支部
未定

事務局年末年始休暇
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［古紙価格］

原料確保に躍起になっています。輸入ライセンス

［東資協の古紙 4 品の標準売値］

残を保有しているメーカーへの販売となります」

平成 29 年 10 月 11 日現在

裾物では段ボール３社の入札となりました。結

新

聞

９円～１３円（上値・下値下降）

果、日本紙パルプ商事（株）が国内価格を上回り

雑

誌

７円～１１円（上値・下値下降）

落札しました。仕向地は中国で、業者の報告では

９円～１３円（上値・下値下降）

「中国ライセンス更新問題が不透明で、メーカー

段ボ－ル
色上（並）

－

からの引合い弱く、市況は軟化している」ミック
スは２社が辞退し、１社の入札となりました。結
果、組合の予定価格を下回ったため、今回はスキッ

会 議 概 要［ ９月・１０月］

プ扱い（輸出見送り）と致しました。
［裾物市況］ 中国向け輸出のライセンス許可がお
りてこない状況です。国内の需要は旺盛です。

９月度定例理事会

新聞古紙の発生は発行部数減少と折り込みチラシ

［平成２９年９月５日（火）］於）組合会議室

の減少により低調。需要は強含みで、しばらくは

出席理事２６名・監事０名

この状態が続くと予想されます。雑誌古紙は、需

理事長挨拶

要が白板紙の販売が好調で引き合いは強い状況で

中国のライセンス問題に端を発し、古紙市況は様

すが、品質の良い雑誌古紙の発生は低調となって

変わりしており、年内は厳しい状況が続くと考え

おります。今後は中国向け輸出問題の影響で国内

られます。組合としては、集直が協力して対策を

は波乱含みの予想となっております。段ボール古

練っていく方向で考えていますのでご協力をお願

紙は、天候不良による発生低調。これからの需要

い致します。

期に向けて引き合いは強い状況だが、中国向け輸

［各部報告］

出問題の影響で国内へ廻ってきたり、一部荷止め

［総務部］

の所も出ている状況です。

理事会前に総務部・集荷部・事業部の合同部長会

［上物］ 家庭紙の製品の動きは変わらない。在庫

議を開催しました。内容としては、これからの集

は高い水準で荷動きも良くない。家庭紙製品はパ

荷部の役割と集客についてと、新規事業の提案に

ルプ物の値上げが進行していないが製品価格は崩

ついてでした。集客については、支部会を含め２

れしていない。原料消費は比較的安定している。

世の参加呼びかけと企画。最初は遊びの要素でも

中国のライセンス問題で輸出はストップしてお

いいから楽しい企画を立て実際の参加に繋げる。

り、選別古紙は少しずつ国内へ廻ってきている。

新規事業ではタイヤ交換の提案。以上について話

今後、オフィス系古紙やミックス古紙の輸出が出

し合いがありました。

来ず、国内に多く戻ってくると考えられる。家庭
紙メーカーは品質の悪い古紙は使いたくないの

［直納部］
９月度の共販輸出は、上物で３社の入札となりま

で、品質がキーワードとなってくるのではないか。

した。結果、国際紙パルプ商事（株）が国内価格

［集荷部］

を上回り落札しました。仕向地は中国で、業者の

８月はお盆休みがあり発生が少なかった。現在、

報告では「古紙受給が逼迫しており各メーカーは

集荷部の組合行事の参加が少ないので、集荷部と
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しては２世がもっと積極的に組合活動に参加出来

Ｐについての提案について東京協組の考えを清水

るような環境作りをしていきたい。案として無記

広報部長が作成。

名アンケートで答えてもらうのはどうか検討して

理事長が９月全原連の役員会に作成資料を参考

みる。

に発言する。
5. 支部報告・・・千代田：支部会 9/12、中央：

［広報部］
広報９月号は、「時の視点」で国際紙パルプ商事

支部会は１ｹ月おき、 文京：毎月支部会、 台東：

（株）に市況についての原稿を依頼してあります。

支部会 9 月末組合会議室、荒川：9 月支部会、

「時の話題」で６月の家庭紙部会との懇談会、８

足 立：9 月 ～ 10 月 に 支 部 会、 山 手：9/2 ～ 3

月の製本工組との懇談会、ＴＯＭの総会、新理事

支部旅行、 城南：支部会 9/28、江墨：支部会

と新業務部長の挨拶等を掲載予定です。又、各支

9/20（うさ美）、 城北：10 月支部会

部で行われた納涼会の報告も掲載予定です。

6. 組織変更（代表者変更）
文京支部：（株）近吟紙業 代表者 近藤一郎

［事業部］

→

タイヤ交換が新事業として可能かどうか検討して

新代表

みたいと思っています。詳細について業者に問い

25 日

合わせてみる予定です。

山手支部：中谷紙業（株）代表者

ＴＰＩＣＯの今年度の認定講習会が８月２３・

新代表 中谷浩康（代表取締役）平成 29 年 7 月

３０日と開催され１３社１５名が受講されまし

13 日

た。又、維持更新研修会を

7.

９月２７日と１０

近藤寛保（代表取締役）平成 29 年 7 月

中谷稔

訃報

月１１日に開催予定。平成２８年度の資格取得者

・江墨支部：板橋紙原（株）の代表者

２１社は、どちらかの日の研修会に参加しなくて

義

はならない。

去されました。

後藤

９月１２日に幹事会と部会を組合会議室で行う予

石橋駒雄

定です。

日にご逝去されました。

石橋

隆寛）のご尊父

様（ 享 年 73） が 平 成 29 年 8 月 27

［審議・検討・報告事項］
1. 日程決め：集直合同会議１１月９日（木）
組合会議室、静岡県紙業協会家庭紙部会との懇談会

古紙センター関東地区委員会

１１月１５日（水）
2. 直納部主催海外研修（ミャンマー）

［平成２９年９月２６日（火）］ ｐｍ 4：00 ～

１０月１９日～２３日に１６名参加予定。

於）古紙センター会議室

参加者説明会９月２０日に開催。

［需要動向］ 17 ／ 8 月

3. 組合総合名簿の進捗状況：

（

［関東商組 32 社実績］

②組合員への住所確認と営業所掲載は現在進

［新

4. 全原連で進めている古紙回収率及び回収量Ｕ

14

単位トン、

）は対前年同月比、在庫の（

①協賛広告は７０％が終了

行中

政

様（享年 73）が平成 29 年 8 月 4 日にご逝

（有）石橋商店（代表者

［青年部］

→

聞］

）は在庫率

仕入

52,234( 92.1% )

出荷

52,417( 95.5% )

在庫

6,442( 12.3% )
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仕入

45,977( 98.8% )

8 月の雑誌の発注は横ばいから微増、入荷は計画

出荷

46,743(101.0% )

通り、消費は他品種からの振り替えのため増加し、

在庫

6,605( 14.1% )

在庫は横ばいとなった。9 月の発注は横ばいから

［段ボール］ 仕入	142,449(105.3% )

微増、入荷は低調、消費は 8 月と同様振り替え

出荷	142,524(105.6% )

のため増加し、在庫は横ばいの見通しである。

在庫	11,064(

8 月の段ボールの発注は横ばい、入荷は大幅に増

7.8% )

［関東・静岡実績］

加し、消費は休転したメーカーもあり減少し、在

［新

入荷	195,620(106.5% )

庫は大幅に回復した。9 月の発注は横ばい、入荷

消費

205,646( 98.3% )

は好調、消費も順調であり、在庫は増加する見通

在庫	116,767( 56.8% )

しである。入荷については好調のため荷止をする

入荷

97,156(103.1% )

メーカーもあった。

消費

97,816(109.3% )

在庫

36,748( 37.6% )

［段ボール］ 入荷

336,646(109.6% )

消費

314,546(103.0% )

［雑

聞］

誌］

古紙センター業務委員会
［平成２９年９月２７日（水）］ pm2：15 ～

在庫	106,834( 34.0% )

於）古紙センター会議室
［1］ 集団回収実施団体への感謝状贈呈について

［業者側コメント］

（中・四国地区委員会の推薦）

［新聞・雑誌・段ボール］
32 社報告の 8 月古紙仕入は前月比で段ボールは

［2］ 米国調査について

横ばい、新聞・雑誌は減少した。前年比では段ボー

［3］ 中国「海外ごみ」輸入禁止の動きについて

ルは増加、新聞・雑誌は減少した。在庫は前月比

［4］ 古紙の需要・市況動向について

で 3 品ともに減少した。

＊ページ数の関係で割愛させていただきます。

三紙会報告の 8 月古紙仕入は前月比で段ボール・
新聞は減少、雑誌は横ばいであった。前年比では

全原連 平成２９年度 第４回理事会報告

段ボール・雑誌は横ばい、新聞は減少した。

平成２９年９月２７日（水）15：15 ～ 16：45

［上物古紙］
8 月末の 42 社の上物古紙在庫は、全体では前月

於）古紙再生促進センター

比・前年比ともに減少し、多くの品目は前年割れ

理事・監事６６名：出席

の状態が継続している。発生がふるわないため、

Ⅰ

長期のランニング状態が継続している。

１. 古紙過不足対策に関する動き

３４名

主要議題

（１）ナショナルソード

［メーカー側コメント］
8 月の新聞の発注は横ばい、入荷は低調、消費は

（２）雑紙・・・資料５- １

減配のため減少し、在庫は減少した。9 月の発注

（３）輸入ＯＮＰブレンド・・・資料５- ２

は横ばい、入荷は低調、消費はパルプ・他古紙へ

（４）オフィス古紙モデル事業業

振り替えを行い減少し、在庫は減少する見通しで

・・・資料５- ３

ある。

２. ２０２０年対策に係る「地域に相応しい対策
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案」

組合員には１０月１４日頃届くよう準備中とのこ

３. 廃棄物処理法違反事例に係る古紙商品化適格
事業所認定の取消

と。

・・・資料５- ４

［直納部］

４. 古紙商品化適格事業所及び古紙リサイクルア

１０月度の共販輸出は、上物で３社の入札となり

ドバイザーの更新・新規認定申請

ました。結果、国際紙パルプ商事（株）が国内価

５. 第６回日中古紙セミナー参加者派遣

格を上回り落札しました。仕向地は中国で、業者

・・・資料５- ５

の報告では「中国での古紙需要が逼迫しており各

６. 全原連紹介リーフレットの改定

メーカーは原料確保に躍起になっています。輸入

Ⅱ

ライセンス残を保有しているメーカーへの販売と

諸議題

１. 各委員会活動報告

なります」 裾物では段ボール３社の入札となり

（１）経営革新委員会（7/27・9/22 開催）

ました。結果、日商岩井紙パルプ（株）が国内価
格を上回り落札しました。仕向地は台湾、ベトナ
ム、タイで、業者の報告では「中国ライセンス問
題の影響もあり、下落傾向」ミックスは２社が入

１０月度定例理事会

札に参加し１社は辞退しました。結果、国際紙パ

［平成２９年１０月５日（木）］於）組合会議室

ルプ商事（株）が国内価格を上回り落札しました。

出席理事２６名・監事０名

仕向地は中国で、業者の報告では「中国における

理事長挨拶

輸入ライセンスの更新遅延、及び２０１８年から

中国のライセンス問題で、中国の古紙需要が無く

輸入禁止になる恐れから価格が暴落しています」

なる訳ではありません。中国の政策上の問題で、

との事。

いつかは解決の方向に向かうと個人的には確信し

裾物共販輸出参加業者として「東方物産（株）」

ております。本日も色々な議案がありますので宜

の追加提案があったが、日系企業ではなく規約に

しくお願い致します。

反するため保留となった。

［各部報告］

中国向け輸出問題で輸出がストップしているが、

［総務部］

中国国内の需要はある。現在は需要を抑え込んだ

引き続き事業部の新規事業及び集荷部のフォロー

状態になっている。市況については、国内は海外

をしていきたい。特に集荷部２世による参加呼び

に比べれば堅調だが、海外に引っ張られている事

かけについては、具体的にどうするか会議を開き

も事実です。

話し合いたい。

［上物］ 前月と変わらない。

賛助会員として矢崎エナジーシステム（株）が入

［集荷部］

会希望をしています。矢崎エナジーシステム（株）

集荷は夏場より荷動きが良くなりました。中国の

は、総合名簿の協賛広告と広報誌の広告にご協力

輸出ライセンス問題は、集荷の現場では分からな

いただいていますので理事会で承認いただければ

い状況です。余分な不安をあおらないよう正確な

と思います。

情報の伝達をお願いします。引き続き２世の参加

賛助会員の丸大食品（株）より、お歳暮用「丸大

を積極的に進めていきたいと考えています。

冬のギフト」のパンフレットを理事に配布します。
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（8）支部報告・・・文京支部：支部会 10/18 池

［広報部］
１０月２日に広報委員会を開き１１月号の打合せ

袋・11/20 大 塚・ 忘 年 会 12/18、 台 東 支

をしました。１１月号は記事が少ない時期なので

部：支部会 10/2・忘年会 11 月末、荒川

原稿をなるべく多く提出されるようお願い致しま

支 部： 支 部 会 10/10・ 忘 年 会 11/24・ 新

す。「時の視点」では引き続き１１月に入り中国

年会 1/6、足立支部：支部会 10/4・忘年

の輸出ライセンス問題の更新記事を日商岩井紙パ

会 11/27、 山 手 支 部： 支 部 会 10/19 と

ルプ（株）にお願いし掲載する予定です。「時の

11/20・忘年会 12/16、江墨支部：親睦旅

話題」では東資協との懇談会や直納部主催「ミャ

行 10/21 ～ 22・忘年会 12/20、城北支部：

ンマー海外研修」等を掲載予定です。

支部会 10/10

組合ホームページのバナー広告に賛助会員でご協
力いただいている丸大食品（株）を掲載する予定

古紙センター関東地区委員会

です。

［平成２９年１０月１８日（水）］ ｐｍ 4：00 ～

［青年部］
１０月１７日に東資協２世との懇談会を池袋・肉
バルＢＩＳＴＲＯ

於）古紙センター会議室 .

ＴＯＫＵで開催予定です。

［需要動向］ 17 ／９月
（

［審議・検討・報告事項］
（1）直納部忘年会

日程

12/14（木）

単位トン、

）は対前年同月比、在庫の（

）は在庫率

［関東商組 32 社実績］

根岸「宮川」に決定

［新

聞］

仕入

52,513( 90.0% )

出荷

51,862( 84.7% )

在庫

7,093 ( 13.7% )

仕入

47,520( 98.3% )

１月は日程

出荷

47,508( 98.1% )

を検討、2/5（月）、3/5（月）、4/4（水）、

在庫

6,619( 13.9% )

［段ボール］ 仕入

140,825(102.4% )

出荷

140,266(102.4% )

（2）組合コンペ日程（関東商組との親睦ゴルフ）
東京協組の宮内理事と関東商組の藤井理事
で日程等の詳細を決める。
（3）平成３０年前半理事会日程：

［雑

5/2（水）、 6/5（火）、 7/4（水）

誌］

（4） 組合総合名簿進捗状況：約８割終了して
いる。予定通り１１月中旬に組合員他関係

在庫	11,623(

各社に送付予定。

8.3% )

［関東・静岡実績］

（5）中国「海外ごみ」輸入禁止の動き・・・

［新

聞］

状況はあまり変わっていない。
（6）全原連２０２０年問題・当組合としての意

入荷

191,307( 95.7% )

消費

177,862( 89.7% )

在庫	129,501( 72.8% )

見・・・清水広報部長に正式な提出案を提

［雑

出してもらう。

誌］

入荷 	105,683(109.4% )
消費

101,260(102.4% )

（7）賛助会員の入会希望有り：矢崎エナジーシ

在庫

40,414( 39.9% )

ステム（株）で理事の承認を頂ければ１１

［段ボール］ 入荷

352,405(109.1% )

月理事会に正式に書類を提出する。・・・

消費

349,723(105.2% )

承認

在庫	109,526( 31.3% )
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［1］ 集団回収実施団体への感謝状贈呈について

［業者側コメント］

（東北地区委員会の推薦）

［新聞・雑誌・段ボール］
32 社報告の 9 月古紙仕入は前月比で段ボールは

［2］ 平成２９年１０月～平成３０年の段ボー

減少、新聞は横ばい、雑誌は増加した。前年比で

ル・新聞・雑誌の消費計画について

は段ボールは増加、新聞・雑誌は減少した。在庫

［3］ 古紙の需要・市況動向について

は前月比で 3 品ともに減少した。

＊ページ数の関係で割愛させていただきます。

三紙会報告の 9 月古紙仕入は前月比で段ボール・
雑誌は減少、新聞は横ばいであった。前年比では
3 品ともに減少した。

広報誌掲載の広告募集について

［上物古紙］
9 月末の上物古紙在庫は、全体では前月比で増加、
前年比では減少し、家庭紙向け、DIP 向けともに

組合では、広く業界関係各社から広報誌の広告掲

前年割れの品目が多い状態である。販売が減少し

載を募集しております。

ていることから発生・回収が減少し、長期的に在

広告スペース、場所、料金等の詳細につきまして

庫が減少している状況である。

組合事務局までお問合わせください。

［メーカー側コメント］
9 月の新聞の発注は横ばい、入荷は低調、消費は

東京都製紙原料協同組合

減配と他品種への振り替えで減少し、在庫は増加

電話

０３－３８３１－７９８０

した。10 月の発注は横ばい、入荷は低調、消費

ＦＡＸ

０３－３８３１－７８８０

は休転したメーカーがあり、9 月と同様に減配と
他品種への振り替えのため減少し、在庫は横ばい
で推移する見通しである。
9 月の雑誌の発注はほぼ横ばい、入荷は低調、消
費は計画通り、在庫は増加した。10 月の発注は
横ばい、入荷は計画通りから低調、消費は計画通
りで、在庫は横ばいの見通しである。
9 月の段ボールの発注は横ばい、入荷・消費は順
調で、在庫は増加した。10 月の発注は横ばい、
入荷は順調、消費は好調で、在庫は 9 月末比か
ら微増となる見通しである。

古紙センター業務委員会
［平成２９年１０月２５日（水）］ pm2：15 ～
於）古紙センター会議室
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組合総合名簿の協賛広告について

編 集 後 記

広
広報部副部長

高橋宏明

報

部

この度は、組合総合名簿の協賛広告にご協力いた
だき誠にありがとうございました。

今年もあと 1 ヶ月と少しとなりました。本当

広報誌では一昨年の１１月号より２年間に渡り、

に一年間が早すぎて今年１月から何があったか思

ご協力頂きました企業・団体に対し１回ずつ無料

いだすのが大変。結局、思いだせず手帳で確認し

で広告掲載をさせて頂きます。掲載の順番や掲載

てしまいました。また、８月過ぎからの天気が良

ページは、こちらの都合で行いますのであらかじ

くなく雨が降る日が多く、「夏」という感じがあ

めご了承願います。（広告を掲載した号の広報誌

まりなくそして、「秋」という感じも少なかった

は、該当の企業・団体にお送りいたします）

気持ちです。１０月には２週続けて「台風」が日

今回は、商社で日頃、ご協力いただいている会社

本列島を横断するなど被害が多くありました。こ

を掲載いたしました。

れ以上何もないことを願っています。

尚、有料での掲載も可能ですので、ご希望の際は

さて、我が古紙業界にも中国政府が行う環境政

組合までお申し出ください。料金等は下記のよう

策強化の一環で「資源ごみを全面輸入禁止？」に

になります。

よって中国輸出がほとんどストップしているよう
な状況です。

＜広告料金について＞

国内メーカーで使用しない余剰分の古紙を輸出を

広報誌は、１月号、３月号、６月号、９月号、

していたのに国内に荷物が貯まるこの状況がいつ

１１月号の年５回発行しております。

まで続くのか、考えたくない自分がいます。来年

掲載と同じ２分の１ページの広告を掲載した場合

には、中国輸出が「再開？」するとも言われてい

年 1 回の掲載 :14,000 円

ます。早く朗報がある事を期待したいと思います。

年 2 回の掲載 :26,000 円 (13,000 円× 2 回 )

また、１２月は仕事も忙しいと思いますが「忘年

年 3 回の掲載 :36,000 円 (12,000 円× 3 回 )

会」も多い皆様、お酒の飲みすぎには（特に自分）

年 4 回の掲載 :44,000 円 (11,000 円× 4 回 )

注意しましょう。

年 5 回の掲載 :50,000 円 (10,000 円× 5 回 )

今年最後の広報誌です。組合員皆様１年間あり

掲載ページにつきましては広告数によりますが、

がとうございました。また、来年１月２０日（土）

最終ページに近い順に掲載する予定です。

上野・精養軒に於いて「合同新年会」があります。
組合員皆様の多くご参加頂きますようお願いいた

お申し込みは、東京都製紙原料協同組合

します。

19

電話

０３－３８３１－７９８０

ＦＡＸ

０３－３８３１－７８８０

2017 年 11 月

No.310

Ｋ－ 25

『 丸紅ペーパーリサイクルは、総合商社「丸紅」の信用力・総合力
ネットワークを活かした持続可能な古紙調達システムをご提案いたします。』

http://marubeni-pr.com/
代表取締役社長

井原信之

本社
本社
〒 103-6060
100-8088
〒
東京都千代田区大手町１丁目４番２号
東京都中央区日本橋二丁目７番１号
（丸紅ビル内）
TEL:03-3282-4497
FAX:03-3282-4136

TEL:03-3282-4497 FAX:03-3282-4136
大阪営業所
大阪営業所
〒
530-0004
〒
530-0004
大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号
大阪府大阪市北区堂島浜１丁目２番１号
（新ダイビル）
（新ダイビル）

TEL:06-6347-3507 FAX:06-6347-3508
TEL:06-6347-3507 FAX:06-6347-3508

Ｋ－ 26

一年中、お取扱いギフトも特別価格に
て、ご案内致します。

丸大食品株式会社
東日本特販営業課
〒135-0051 東京都江東区枝川 2-23-2

TEL 03-3647-3270
FAX 03-3647-3274
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賛助会員

年間広告掲載会社のご紹介

丸大食品（株）
賛助会員として入会されております丸大食品（株）

広報誌では、一昨年より組合総合名簿の協賛広告

の広告を掲載いたします。

にご協力頂きました企業・団体に対し１回ずつ２

入会されますと次のような特典があります。

年に渡り、無料で広告掲載をさせて頂いておりま

1. 組合広報誌を毎号贈呈

す。

2. 広報誌に無料で広告掲載が出来る。

その中の１社である矢崎エナジーシステム㈱様

3. 広報紙面において加入後１回に限り、賛助会

より年間掲載（有料）のお申し込みを頂いており

員紹介として企業紹介・事業紹介をする事が

ます。有難うございました。

出来る。

又、１１月より賛助会員にもご入会頂きました。

4. 賛助会員の共同購入事業を詳しく紹介するた

ご協力頂きました矢崎エナジーシステム㈱様に

めの講習会を実施する事が出来る。

は、過去にサービスの一巻として企業紹介や宣伝

5. 年１回、組合総会の懇親会に参加する事が出

記事等の企画立案をさせて頂きました。

来る。その他についても計画中です。

どうぞこの機会に皆様も有料広告掲載をご検討い

賛助会員にご加入希望の方、及び、入会のご紹介

ただきますよう宜しくお願い致します。

をいただける方は組合事務局へご連絡くださ

お申込みや料金等の詳細につきましては、広告先

い。詳細についてご案内致します。

頭ページのご案内をご参照ください。
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本

社 〒955-8691 新潟県三条市福島新田丙2318-1
TEL 0256-45-1251・FAX 0256-45-2204
東京支店 〒101-0061 東京都千代田区三崎町2-6-7
TEL 03-3263-4531・FAX 03-3262-6918

4－9－5

22

