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※「VOICE」
は休みます

が展示されている。

（鈴木）

示館」があり、牢屋敷の模型など

エア別館には「小伝馬町牢屋敷展

保存・公開されている。十思スク

ている。また、当時の上水井戸も

クエア別館の壁の飾りにも使われ

展示されるとともに、石は十思ス

掘 さ れ た。そ の 遺 構 は 一 部 復 元・

る工事の際に、牢屋敷の石垣が発

十思公園・十思スクエアに整備す

十思小学校が廃校となり跡地を

りが処刑場だったらしい。

とフレッシュネスバーガーのあた

安政年間の古地図を照合すると、どうやら現在のサンマルクカフェ

書館所蔵の「新獄屋圖」
（発行年不詳）という伝馬町牢屋敷の絵図と、

大安楽寺には「江戸伝馬町処刑場跡」の碑があるが、国立国会図

山投獄の折、救済運動に奔走したという。

は崋山に師事しており、師の画風をよく受け継いでいる。椿山は崋

ちなみに、今月号の表紙絵の作者・椿 椿山（つばき・ちんざん）

本左内らが投獄されている（松陰と左内はここで処刑）
。

辺崋山、高野長英らが、安政の大獄（一八五八年）で吉田松陰、橋

大監獄だったが、著名なところでは、蛮社の獄（一八三九年）で渡

いった比較的身分の高い者から、百姓・町人・無宿者まで収容する

江戸時代に「伝馬町牢屋敷」があった。武士や僧侶・神官・医者と

校）
、大安楽寺・身延別院から日比谷線「小伝馬町駅」の一帯には、

本部事務局から徒歩一分、十思公園・十思スクエア（旧十思小学

伝馬町牢屋敷の石垣

小伝馬町へ行こう！ ⑤

不
定
期
連
載

プリントメディアの総合商社
そろそろこのマシンもガタがきてるな…

何か新しいことを始めないと…

最近の技術についていけない…
うちも本気でカラーマネージメントをやらないと…

次の基幹システムはどうしよう…

そろそろ買い替え時だな…

よその会社はどうしてるんだろう…

新システムを導入しても、使いこなせてないな…

また発注ミスが…

やばい！また感材がきれてる…

お客様との連携がうまくないな…

もう少し効率よくできないものか…

またクレームだ…

最近トラブル続きだな…

何か新しい提案ができないかな… 負担をもう少し減らせないものか…

そんな悩みを

が解決します！
機資材

＋ 技術サービス ＋ システムサービス ＋ コンサルティング

なら…

21世紀のグラフィックアーツを共に考えるショーワユーザー会

「

★アフターフォローも万全
★ユーザー会で密に情報交換

コラボレーション＆リサーチ

会」

へのお誘い

★創業 90 年の実績
★軽快なフットワークが自慢

年間の活動
工場見学会

研修会

会報・メールマガジンの発行

総会・幹事会
有志グループ活動

お問い合わせ、入会お申し込みは事務局まで

★提案型営業でしっかりサポート

会 事務局

TEL:03-3263-6141
FAX:03-3263-6149

一歩先ゆく
〒101-0065

東京都千代田区西神田 2-7-8

TEL 03-3263-6141 ㈹

http://www.showa-corp.jp

FAX 03-3263-6149

シリーズ

駅 にま つ わ る 話 ⑲

メガロポリス中央駅
めがろぽりすちゅうおうえき

「銀河鉄道999」、今も色褪せない心象風景
あれこれ思い出をたどってみましたが、駅にまつわる思い出やエピソードというと、通勤・通学の朝の慌ただしさと満員
列車、車内での高校生同士のにらみ合いや、自分のスペースを確保するための小競り合いなど、あまり思い出したくないこ
とばかり。どうしたものかと悩んでいたところ、本欄の執筆要領には「心象風景に残る駅」なる表記が。ということは実在
していない駅も可？

と勝手に拡大解釈して、真っ先に頭に浮かんだのが、「銀河鉄道 999」の駅。

「銀河鉄道 999」は、1977 年漫画連載に始まり、テレビアニメ化、映画化され、最近では舞台化もされている松本零士
氏の代表作。いろいろな形で作品化されている中で、私が最も印象に残っているのは、1979 年公開の第一作の映画版。当
時中学三年生で、漫画やテレビアニメからは少し遠ざかっていて、当初はこの作品についてはほとんど知りませんでしたが、
アニメ好きの友人からの強いススメもあり、映画館に足を運んだことをよく覚えています。ちなみにこの友人はその後、芸
大の日本画科に進み、現在は院展の同人という、同級生の出世頭で、当時から絵の上手さは飛びぬけていました。そして、
映画の方ですが、冒頭からのスリルに満ちた展開ですぐに引き込まれてしまいました。
話を本題の「駅」に戻すと、鉄郎少年が機械の体を手に入れるための旅が始まるのが「メガロポリス中央駅」、ゴダイゴ
の曲（ここではタイトル曲ではなく「テイキング・オフ」
）が流れるなか、999 が発車（離陸？）する場面はなんともいえ
ない高揚感に包まれます。このコラムを書くにあたって、映画を見直してみましたが、今見てもあの高揚感は見事に蘇って
きます。そして、終着駅の名はまさかの「惑星メーテル」
、漫画／テレビアニメ版では「プロメシューム」だそうですが、
駅名をメーテルにしたことによって、よりドラマチックな演出に。そして旅を終え、「メガロポリス中央駅」に無事に帰っ
てくるも、そこで、メーテルとの別れが。まさに駅をイメージした、心象風景を具現化したシーンです。なんとも切ないス
トーリーですが、そこであのタイトル曲が流れ、また前を向いて歩きだす。そしてエンディングに流れる「城達也」のナレ
ーションからの汽笛、今思うと、1970 年代後半に体験した映画、音楽、スポーツの印象は今でも鮮烈に残っていて、今の
自分の価値観の基礎を作っているような気がします。1970 年代から今も色褪せず、クロスメディア化され、進化し続ける
名作に巡り合えたことに感謝。

「999」
のモデルとなったC62

（千代田支部・林

敬太）

イメージ）
ルの客車（
テ
ー
メ
と
鉄郎
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ダイジェスト：2018 年版「ものづくり白書」のポイント

全ての経営者が “
持つべき４つの

”

危機感

直面する２つの主要課題とその対応策
経済産業省がこのほど発行した 2018 年版「 ものづくり白書」が、たいへん興味深い指摘をしている。「 我が国ものづ
くり産業が直面する課題は、＜中略＞過去の困難な時期と比較しても、より本質的で、より深刻なもの」とし、直面する
主要課題として、① IoT、AI などに対応できるデジタル人材の圧倒的な不足、②従来のいわゆる「ものづくり」だけでは、
付加価値（＝真に消費市場が求めている価値）を獲得できない、という２点を挙げている。さらに、これらの課題の本質
とその深刻さが、企業経営者に正しく理解されていないおそれがあるということについて警鐘を鳴らしている。
具体的には、「 第四次産業革命」を単に 2000 年前後の IT ブームの再来と捉え、デジタル化のもたらす本質的な産業構
造・社会構造へのインパクトを理解していない経営者がいる、という現状を憂慮している。昨今のデジタル技術革新に
より、ある程度の「ものづくり」は誰でも・どこでもできるようになった結果、「モノ」それ自体の競争という側面が減
退し、顧客が求める価値が「 モノの所有」から「 機能の利用」や「 価値の体験」へと移行している。つまり、「 第四次産
業革命」の本質は、“IoT や AI の利活用 ” は必要条件ではあるが全てではなく、それによってもたらされる “ モノを利活
用したサービス・ソリューション展開 ” こそが価値獲得の鍵となるということである。
これらを「 一般論」
「 今さら」と受け止める向きも多いのだろうが、全ての「 ものづくり産業」が顧客であり、さらに
自身が製造業からサービス業への展開を標榜する印刷・グラフィックサービス産業としては、同白書の提言は傾聴に値
する。本欄では、同白書の「総論」とポイントを紹介する。

【総

論】

■「大きな転換点」……「またか」？？

（以下、経済産業省・2018 年版「ものづくり白書」より抜粋・再編）

in Japan” 製品は、高度な技術に基づいた高い品質と性能に
支えられ、世界市場を席捲するほど抜群の競争力を有した。
その根底では、TQC に代表される徹底したカイゼンや擦

現在、我が国ものづくり産業は大きな転換点に直面してい

り合わせ活動を通じて、顧客ニーズに即した高品質なものを

る。我が国ものづくり産業は、
「六重苦」
（円高・過剰な雇用

追求するという、我が国の現場レベルの実直かつ勤勉な労働

規制・高い法人税・環境規制の強化・自由貿易協定の遅れ・

力の存在が大きく貢献した。現に、カイゼン活動などに支え

電力供給の不安）に挑んできた過去があり、新興国の追い上

られている日本の現場は、我が国が誇る強みとして世界中か

げと競り合い、足下では後継者難に悩み、その明るい将来に

ら称賛され、目指すべきモデルとされてきたことは厳然たる

向けた確固たる勝ち筋を描くことが叶わず、不透明感ととも

事実である。

に試行錯誤を繰り返す状況になって久しい。
したがって、
「大きな転換点」と言っても、
「またか」と感
じる向きもあろう。
また、我が国の経済が堅調さを取り戻しつつあり、受注は
増加し、人手不足が顕在化し、
「仕事はあるのに人手が足りず

先進国と呼ばれる多くの諸外国において、製造業の力が低
下し、言わば「産業の空洞化」が進行する中で、同様のリス
クに晒されながら、今なお、GDP の２割弱を占め、重要な基
幹産業として国内雇用を支えている我が国ものづくり産業
は、我が国が誇りを持つべき分野であろう。

納期が守れない」といった声が高まる状況の中では、目の前
の繁忙さが構造的な課題の存在を覆い隠している面を考慮す
ると、なんら実感を伴わないことすらあり得る。
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■ものづくりが直面する課題は「より本質的・より深刻」
しかしながら、過去の成功は将来における成功までも約す

我が国ものづくり産業は、戦後我が国の基幹産業として良

るものではない。今、デジタル化、IoT の進展、AI の登場・

質の国内雇用を創出し、資源の乏しい我が国において、輸出

普及に伴う、いわゆる「第四次産業革命」が到来する中、我

産業として外貨を稼ぐことで、国の存立基盤を下支えしてき

が国ものづくり産業が直面する課題は、プラザ合意後の円高

た。かつて「ジャパンアズナンバーワン」と言われ、“Made

不況、不良債権問題を契機とする金融不況、リーマンショッ

2018.10

ク、といった過去の困難な時期と比較しても、より本質的で、
より深刻なものである。

■その１：人材の量的不足に加え質的な抜本変化に対応でき
ていないおそれ

それは、ものづくり産業における「モノ」の生産という意

ものづくり産業においても、技能人材をはじめ人手不足が

味での競争力の源泉（熟練工の技能の高さ、きめ細かな生産・

顕在化しており、今後の労働力人口の減少を見据えれば、人

在庫管理手法、精密な工作機械における微調整等々）がデジ

材活用の制度的な工夫に加え、ロボットや IoT、AI などの先

タル化によって相対化する一方で、そうした「モノ」それ自

進ツールの利活用や労働生産性の向上に向けた人材育成の取

体に伴う競争、すなわち、品質、価格、納期といった次元での

組などが待ったなしとなっている。

競争ではなく、
「モノ」を通じて市場にいかなる付加価値を

また、これらロボットや IoT、AI などの先進ツールの利活

もたらすのか、といった競争が生じており、こうした前提の

用を特徴とする第四次産業革命が進む中、ものづくり産業で

大きな変化に我が国ものづくり産業が十分に即応できていな

働く人材に期待されるスキルも大きく変質してきているが、

いという見方ができるためである。

新たなスキルを備えた人材の供給という観点からは必ずしも

なお、あくまで一部の個別企業での事案ではあるが、品質
への過信、直接の顧客の理解が得られれば良いとのコンプラ

十分ではなく、なかでもデジタル人材の圧倒的な不足は深刻
であり喫緊の課題となっている。

イアンス意識の希薄さが品質管理（検査）データ不正の問題

さらに、大きな変革期の中で、新たなビジネスモデルへの

を招いた。品質よりも納期が優先される事態は、企業の信頼

転換を含め、抜本的な変化を実現する上では、ビジネス全体

を損なうという意味で、憂慮すべきことである。

を俯瞰して全体最適化を図るシステム思考の強化が果たされ

このような大規模な環境変化の中で、我が国ものづくり産

ないと、海外の後塵を拝するおそれが高い。

業においても、あらゆる変革に対応していくことが求められ
ているが、変革に対応するにあたり、特に次に掲げる危機感
及びその欠如が浮き彫りとなっている。
危機感及びその欠如は、大きく以下の ４ つに集約されると
考えられる。

■その２：従来「強み」と考えてきたものが、成長や変革の
足かせになるおそれ
上述のとおり、我が国のものづくりの現場は、取引先との
長期的な取引関係と信頼関係を前提に、商品の企画開発段階
からの「擦り合わせ」を重視し、取引先の高い満足度を得て、

【大規模な環境変化に伴って、全ての経営者
が持つべき４つの “ 危機感 ”】

存在感を示してきた。
しかしながら、この方法は、ともするとコストの高止まり
や、場合によっては、＜消費市場が何を求めているか＞と

その１： 人材の量的不足に加え質的な抜本変化に対応でき
ていないおそれあり！

いった点を全て取引先に委ねてしまうという受動性の助長を

例）人材スキル変化／デジタル人材不足／シス
テム思考欠如

このことは、上述のとおり、
「モノ」それ自体の競争という

その２： 従来「強み」と考えてきたものが、成長や変革の
足かせになるおそれあり！
例）すり合わせ重視／取引先の意向偏重／品質
への過信
その３： 経済社会のデジタル化などの大きな変革期の本質
的なインパクトを認識できていないおそれあり！
例）IT ブーム再来との誤解／足元の好調な受注
による慢心

もたらす裏腹の弱みがある。
側面が減退し、
「モノ」によって市場にどのような付加価値
をもたらすか、という競争となっている状況下では、致命的
な欠陥となるリスク（例えば、市場の求めていない「モノ」
を作り続けてしまうリスク）がある。特に、
「擦り合わせ」
を通じて取引先の意向を尊重することによって持続されてき
た我が国のサプライチェーンにおいては、一部の企業が変革
を目指しても、サプライチェーン全体の意向が揃わなければ
変革が実現されない。
その意味で、高い擦り合わせ力や顧客ニーズ対応力といっ
た従来の「強み」が、成長や変革の足かせとなりかねない。

その４： 非連続的な変革が必要であることを経営者が認識
できていないおそれあり！
例）自前主義の限界／ボトムアップ経営の限界

また、品質管理（検査）データ不正の問題が発生した遠因も、
取引先との長期的な信頼関係への甘えと消費者視点の欠落に
あるとの解釈も可能である。

2018.10

5

■その３：経済社会のデジタル化などの大きな変革期の本質的
なインパクトを経営者が認識できていないおそれ
前述のとおり、現在進展するデジタル革新は、類似のモノ

今こそ、このような危機感を共通認識として持ち、戦後培っ
てきた日本の強みを上手く活かしつつ、変革につなげていく
ことが不可欠である。

を作り出す能力が世界各地で高まり、モノに対する相対的価

そのためには、新たな環境変化に対応した付加価値獲得の

値が低下する中、顧客が求める価値が「モノの所有」から「機

あり方や、深刻化する人手不足の中での現場力の維持・強化

能の利用」や「価値の体験」へと移行し、モノだけでなく、

といった経営課題を的確に把握し、経営主導で、先進ツール

モノを利活用したサービス・ソリューション展開が価値獲得

などの利活用や変革期に必要となる新たな人材の確保などを

の鍵を握り始めている。

通して目の前の経営課題の解決、さらにはあらゆる変革への

特に経営資源としての「データ」の重要性は著しく高まっ

対応を積極的に進めていくことが求められている。

ており、世界では多くの企業がデジタル投資に邁進し、バ
リューチェーン全体の最適化に向けた競争を進めており、一
部には、ビジネスモデルの転換にまで踏み込んだ価値創出の
動きも見られる。
他方、我が国においては、現在の状況を単に 2000 年前後
の IT ブームの再来と受け止める向きも一部には存在するな

【直面する２つの主要課題】
①人手不足対応ができているか？
デジタル人材等は確保できているか？
■人材確保の状況

ど、必ずしも、デジタル化のもたらす本質的な産業構造、社
会構造へのインパクトが理解されていないおそれがある。
加えて、特に中小企業の場合には、足元での好調な受注な
どにより、現在起きている抜本的な変化の本質に気づいてい
ない、あるいは気づかずに目を背けてしまう、といった傾向

2017調査

（n=4316）

2016調査

（n=4520）

も見られ、このままでは将来の致命傷となりかねない。

32.1％

22.8％

0

39.9％

35.6％

20

40

22.2％ 5.8％

22.4％ 19.2％
60

80

100

大きな課題となっており、ビジネスにも影響が出ている

■その４：非連続的な変革が必要であることを経営者が認識

課題ではあるが、ビジネスに影響がある程ではない

できていないおそれ

課題が顕在化しつつある

「その ２」及び「その ３」に述べたとおり、これからの変

特に課題はない

革は、その性格上、従来の成功体験の延長ではない、非連続
の取組が必要となることは論を待たない。当然のことなが

■デジタル人材の確保状況

ら、過去にも、周囲にも成功事例が存在するわけでもなく、
企業経営としては、自らがリスクを負って判断していかねば
ならないものではあるが、これまでの体験からか、どうして
もボトムアップ型の企業経営に依存する傾向から脱すること
ができず、現実のアクションに結びつけきれていないことが
多い。
また、技術革新のスピード、課題の複雑化などが進む中、
いわゆる「自前主義」の限界が露呈しており、全てを「競争」

6.8％

4.9％

質・量とも充足できていない
質の面では充足できているが
量の面では充足できていない

11.0％
77.4％

量の面では充足できているが
質の面では充足できていない
質・量とも充足できている

領域として捉えることなく、
「協調」領域の拡大により、真
の「競争」分野への投入リソースの集中を行うことが求めら

・深刻化する人手不足の中での現場力の維持・強化

れてきている。その意味で、今後、積極的に他者とつながり、

・デジタル人材等の人材育成・確保の必要性

価値を高めていく連携構築力こそが期待されるが、この点に
ついて、全てに「自前主義」にこだわれば、真の「競争」に
参画する機会すら逸しかねない。
景気が回復傾向にあり、業績も好調な企業が多く見られる
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②ものづくりだけで付加価値を獲得していけるのか？
データ収集・利活用が現場主導から経営主導に移行。
しかし、収集・利活用の具体的な進展は見られない。

ダイジェスト：2018 年版「ものづくり白書」のポイント

＜解決すべき ” 経営課題 ” ＞

■データ利活用を主導する部門

付加価値の獲得／省人化／技能承継の実現
3.1％

2017調査

9.6
22.3％
10.0％
％

55.1％

（n=4350）

2.2％
2016調査

（n=4474）

29.6％

0

20

44.8％
40

60

7.9
15.4％
％
80

100

経営者、経営戦略部門
情報システムを統括する部門
そのうような戦略・計画には取り組んでいない
製造部門
その他

＜課題に対しての対応の方向性＞
■現場力の維持・強化、デジタル人材等の人材育成対策
○質の高いデータや属人的な知見をデジタルアセット化する
新たな「現場力」の再構築や、品質保証体制の強化に向け
組織として品質担保される仕組みの構築が必要
○人材育成の取組の成果の有無と、労働生産性や人材確保と
の関係性等を分析し、IT 人材を含む労働生産性の向上に
向けた人材育成の推進が必要
○デジタル時代、特に AI の活用・普及などを念頭に、①高
度技術人材や優れた若手研究者の育成、小中高での理数教
育やプログラミング教育による底上げ、② AI 等の先端的

■国内工場でのデータ収集

研究開発の推進が必要

66. ６%（2016 年）→ 67. ６%（2017 年）
■国内外の工場の個別工程・生産工程全般におけるデータ活
用（計画段階も含む）

②「 Connected Industries 」の推進
データを介して、機械、技術、人など様々なものがつながる

19. ５%（2016 年）→ 21. ６%（2017 年）

ことで、新たな付加価値の創出と社会課題の解決を目指す。

・「モノ」の生産という意味での競争力の源泉が相対化

＜実現に向けた課題＞

・「モノ」から「サービス・ソリューション」への付加価値

・協調領域の最大化
・サイバーセキュリティ対策

が移行
・新たな環境変化に対応した付加価値獲得の必要

・システム思考やビジネス設計力を有する人材育成の充実
・Connected Industries の地域への波及、担い手の専門人

【 “ 経営主導 ” による対応策】
①「現場力」の再構築と、それを実現する「経営力」

材不足
■品質管理体制の強化
・組織として品質が担保される仕組みの構築の推進

大変革の中で、
「現場」任せにせず「経営力」を発揮する
ことで、デジタル時代の「現場力」を再構築していく。
従来の「現場力」
「 暗黙知や職人技」を駆使し、問題を「 発見」
、企業
や部門を越えて「 連携・協力」しつつ課題「 解決」の

製品出荷前検査状況のデータ化・見える化や検査工程の自動化・
IT化に取り組む（n=4203）

9.0 8.6
％ ％
0

46.9％
20

40

ための「道筋を見いだせる」力。
「カイゼン」や「すり

実施している

合わせ」にも通じる力。

実施する計画がある

13.8％
60

80

21.7％
100

可能であれば実施したい

↓
デジタル時代の「現場力」

別の手段で足りている
実施予定なし

＜課題に対しての対応の方向性＞

●質の高い現場データを取得

■新たな環境変化に対応した付加価値向上

●職人技を体系化、暗黙知を形式知化

○ Connected Industries 推進が重要

⇒デジタルデータとして資産化する力。

○その取組にあたっての共通課題であるサイバーセキュリ
ティ対策やシステム思考が重要

2018.10
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安心価格
価格表を明示。本格オ
フセット印刷で納得の
低価格を実現しました。

DTP

データの不備を可能な
限り見つけてアドバイ
スいたします。修正も
可能な範囲で対応いた
します。

各種後加工
対応

ニス引き印刷や PP 貼、
折り加工や各種製本加
工に幅広く対応します。

短納期

「間に合わない」と思う
前にご相談ください。
ご要望に沿って尽力い
たします。

カラー
マネジメント
カラーマネジメントシ
ステムの確立で高品質
な印刷が可能に。

仕分・配送
まで一括で
製本加工はもちろん、
仕分・配送まで一括で
承ります。

http://www.kyokuyo-sha.co.jp
E-mail:info@kyokuyo-sha.co.jp

各種用紙
に対応

薄紙から厚紙印刷まで
幅広く対応いたします。

お見積り
迅速対応

明確なお見積り明細を
迅速にご提出致します。

植物性インキ
使用
通常のカラー印刷は環
境に優しい植物由来の
インキを使用。

部数が少
なくて
頼み
そんなこ づらい？
とはあり
ません！
小ロット
大歓
お気軽に 迎です。
どうぞ。
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受注機会の拡大支援に関する東京都からのお知らせ
～受発注取引のマッチングサイト「ビジネスチャンス・ナビ2020」～

中小企業世界発信プロジェクト推進協議会＊が
運営する「ビジネスチャンス・ナビ 2020（以下
チャンスナビ）」は、東京 2020 大会等を契機と
する官民の入札・調達情報を一元的に集約した
受発注取引のマッチングサイトです。
＊東京都をはじめとする都内の中小企業支援機関６団
体が連携して立ち上げた協議会

2016 年に稼働し、2018 年 10 月現在、サイト
のユーザー登録件数は 27,000 を超えています。
全国の事業者が利用可能となっており、登録・利
用はすべて無料です。
受発注のマッチングのほか、登録企業の中から
ビジネスパートナーを開拓することもできるな
ど、活用用途は多岐に亘っています。新たな営業
ツール・情報収集ツールとして、
「ビジネスチャンス・ナビ
2020」をご活用ください。

【ユーザー登録はこちらから↓】
http：//www.sekai2020.tokyo/bcn/
★登録により可能なこと

「ビジネスチャンス・ナビ2020」システムイメージ

★チャンスナビにおけるビジネスマッチングの成約事例
チャンスナビを通じて成約に至った印刷関連の案件には、
東京 2020 組織委員会が発注した「宿泊ガイド及びホテルイ
ンフォメーションの制作」
、
「東京 2020 メディア配布用映像
素材の撮影・編集」などがあります。
民間企業同士でも、会社案内や商品リーフレット、販促用

チャンスナビに登録することで、東京 2020 組織委員会や

オリジナルクリアファイルの制作を都内中小企業が受注する

東京都の外郭団体等の電子入札に参加ができるほか、民間

などの事例があります。成約事例については、
「ビジネスチャ

案件については受発注どちらの利用も可能です。2018 年 ９

ンス・ナビ 2020 登録企業クローズアップサイト『活用企業

月末時点の累計掲載案件数は、東京 2020 組織委員会が 167

ご 紹 介』
（ http：//www.tokyo-kosha.or.jp/sekai2020/

件、都外郭団体は 207 件、民間企業については 617 件となっ

bcn/ ）」をご覧ください。

ています。その他官公庁等の入札案件情報も一元的に閲覧出
来ます。

★可能性が広がる便利機能
チャンスナビには、キーワード等の設定を行うことで、新
着の発注案件等をメールでお知らせする「おすすめ案件通知
機能」や新規ビジネスパートナーの開拓に向け、自社の製品
や技術力を PR できる「企業 PR 情報」があります。ぜひこ
れら機能をご利用ください。
※詳しくは、
「東京グラフィックス」10 月号に同封した事業
案内チラシやウェブサイトをご覧ください。

2018.10

【お問い合わせ】
〇ビジネスチャンス・ナビ 2020 に関して
ビジネスチャンス・ナビ 2020 運営事務局
電話：0570-009-777
（受付：土・日・祝日・年末年始を除く９：00-17：00）
メール：sme-webmaster@sekai2020.jp
〇中小企業世界発信プロジェクト 2020 に関して
東京都産業労働局商工部調整課
世界発信プロジェクト担当
電話：03-5320-4772

2018.10
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2019年（平成31年）

年賀はがき情報

日本郵便㈱は、2019年（平成31年）年賀はがきを
11月１日（木）から販売すると発表した。
当初総発行枚数は24億21万２千枚（対前年比約92.8％）。
2019年用年賀はがきの種類は以下の通り。

■お年玉付き年賀はがき

■寄附金付きお年玉付き年賀はがき

・単面無地（62円）

・東京2020大会年賀はがき（無地〔インクジェット紙〕

・四面無地連刷（248円）
・インクジェット紙（62円）
・インクジェット写真用（72円）
・くぼみ入り（目の不自由な方向け）
（62円）

（ 67円）
／絵入り／特殊印刷 ＊）

＊通信面に厚みのある特殊加工を施しており、プリンターなどの
印刷機器、コピー機は故障などの恐れがあるため使用しないで

ください。また、宛名面の記入にボールペン、万年筆、鉛筆など、
先の硬い筆記具を使用する場合、書きにくいことがあります。

・全国版／地方版（19種類）
（ 67円）

・ディズニーキャラクター年賀（インクジェット紙）
（62円）

インクジェット紙はオフセット印刷に向かないので、顧客

・スヌーピー年賀（インクジェット紙）
（62円）

からの持ち込みには注意が必要だ。また、キャラクターや

・広告付き年賀（エコー年賀）
（57円）
・オリジナル等（四面連刷）
（208円）他

絵入りのものは数が限定されているため、刷り直しがきか
ないものもある。
なお、無地（四面連刷）は印刷会社向けに10月12日（金）
から前売り渡しを行っているが、郵便はがきとして利用で
きるのは11月１日（水）以降。年賀状としての利用は12月
15日（土）から。

年賀状ビジネス・ツールを活用しましょう
東京グラフィックス総務委員会では、店頭掲示用の「年賀状印刷承ります」ポスターを作成し、全会員へ配布しました
（９月号送付時に同封。追加をご希望の方は、東京グラフィックス事務局までご連絡ください）
。
またジャグラでは、会員限定で無料で使える年賀状デザインデータ（約100点）と、見本帳・ポスター・挨拶文例集を
用意しています（ジャグラ・ホームページからダウンロード可。ID・PWはジャグラ事務局へお問い合わせください）。

ジャグラ年賀状デザインコンテスト会長賞受賞作品（ジャグラ会員のみ使用できます）
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営業のための道しるべ

「お客様ニーズの原則」を知ろう ①
㈱ビジネスコミュニケーション研究所

営業パーソンにも、経営者にも、永遠の課題はお客様の
ニーズをつかみ対応することと言っても過言ではない。ただ、

代表取締役

田中

信一

業種よって異なる『ニーズ』

お客様ごとにニーズは異なるので、個別対応を余儀なくされ

印刷物以外にも多彩な製品やサービスを提供しているとは

ると思っている人も多いが、実はそうでもない。お客様のニー

いえ、基本的に印刷会社であるわれわれに、お客様が何を求

ズは、最終的には実に多様で個別的ではあるが、その前提は

めるかは、お客様のビジネスによって２つにわかれる。

普遍的であり、日々お客様との接点を担う営業パーソンは、

１つ目は、お客様が広告代理店、デザイン会社、出版社の

お客様ニーズの原則を知ることで、個別的なニーズにいち早

場合である。これらのお客様の共通ニーズは “ モノづくり ”、

く気づき受注に向けてのアクションにつなげることができる。

すなわち満足する高品質印刷物である。このお客様に共通す
るのは、印刷物に関してはセミプロであり、作り方を知って

お客様の普遍的『ニーズ』は３つ

いるが、自身で作ることはできないし、しない。また印刷物

業種・業態、規模、地域を問わず、お客様の普遍的なニーズ

期、そして作成プロセスについても口を挟むし、リードしよ

は「３つ」しかない。
１つ目は「上げたい／増やしたいニーズ」
。例えば、集客

の使い方も機能も知っているので、印刷物の品質・価格・納
うとする。このタイプのお客様にとって印刷物は、自分たち
の製品そのものや製品の一部（仕入れ・外注）であるので、

を・契約率を・営業スキルを・販売量を・顧客満足を、
「上

われわれには「顧客の製造部門」であることを求めている

げたい／増やしたい」というコトが常にある。２つ目は「下

（ニーズ）
。従って、われわれは持てる技術力・設備力・規模

げたい／減らしたいニーズ」
。例えば、コストを・ミスを・

をもとに、
「速さ」
「安さ」
「出来ばえ」
「保証」
「営業しやすさ」

クレームを・人件費を、
「下げたい／減らしたい」というコ

などを提供する営業活動が効果的である。

トも常にある。３つ目は、
「 “ トータル ” でのコストダウン

２つ目は、すべての一般企業である。このお客様に共通す

ニーズ」
。例えば、新規設備を導入（コストアップ）し、生産

るのは、印刷物の作り方を知らないし（関心もない）
、また

量が２倍（コストダウン）になる。また、新規の製品カタロ

作れない（作る気もない）
。また使い方も、その機能（働き）

グと受注専用サイトを制作（コストアップ）し、受注処理を

もよく知らないことだ。つまりアマチュアなのである。もち

効率化（コストダウン）するなど、部分的にはコストがアッ

ろん印刷物の品質・価格・納期、そして作成プロセスについ

プするが、他方でコストが下がり、全体としてコストダウン

ても関心はあるが、重要度は高くなく、１つ目のお客様ほど

につながるようなことを、常に探しているのだ。

は要求しないだろう。このタイプのお客様にとって印刷物

このようにお客様は常に３つの普遍的なニーズを意識し、

は、何かを達成するための手段・道具なので、印刷物の機能

そこに固有名詞がついた時、例えば「“ 既存顧客からのリピー

（働き）には関心が高く、われわれには『顧客の支援者』で

ト率 ” を 20% 増やしたい」と具体化すると、印刷物が必要

あることを求める（ニーズ）
。従って、われわれの持つ経験

になるのである。従って、営業パーソンは常に３つの普遍的

や実績によるノウハウをもとに印刷物による「効果」
「機能」

ニーズを念頭に、お客様を観察し、会話し、いち早く兆しを

「解決」
「期待感」などを提供する営業活動が不可欠となる。

見つけ、提案に持っていくのである。
2018.10

2018.10
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第

53 回

IPA2018年
「情報セキュリティ10大脅威」
（組織編） その3
（8位〜10位）
８位・内部不正による情報漏えい
〜内部不正を許さない管理・監視体制を〜
組織内部の従業員や元従業員により、私怨や金銭目的等の

◆元従業員が顧客情報を持出し、持ち込まれた業者の通報で
発覚
GMO メイクショップの元従業員が、顧客情報や営業関連

個人的な利益享受のため組織の情報が不正に持ち出されてい

データ等３万2,800件を外付けハードディスクへコピーして、

る。また、組織の情報持ち出しのルールを守らずに不正に情

自身が業務を請け負っていた会社に持ち込んでいた。

報を持ち出し、さらにその情報を紛失し、情報漏えいにつな

請負先の企業が、GMO メイクショップ側に「業務情報が

がることもある。内部不正が発覚した場合、組織は、被害把

持ち込まれた可能性がある」と通報したことで発覚した。

握や原因追求等の対応に追われ、また社会的信用の失墜等に

◆日本年金機構職員が個人情報を不正に持ち出し売買したと

もつながる。

して逮捕

＜脅威と影響＞

日本年金機構の職員が、年金加入者の個人情報を盗んだと

組織への私怨や金銭目的等から、悪意を持った組織内部の

して逮捕された。同職員は盗んだ個人情報を第三者に提供

従業員や元従業員、業務委託先の作業者が内部情報を持ち出

し、見返りに金銭を受け取る等をしていた。この事件は、同

し、それを公開・売買することで組織に損害を与えることが

機構で定期的に実施している職員の持ち物点検をきっかけに

ある。また、従業員が自宅や外出先で仕事をするために内部

発覚した。

情報を持ち出し、紛失してしまい、情報漏えいにつながるこ

◆職員が無断で児童の個人情報を持ち出し

ともある。

大阪市の市立小学校の教員が、児童の個人情報が保存され

内部不正による情報漏えいの影響としては、社会的信用の

たハードディスクを無断で外部へ持ち出した。さらに、外部

失墜、ビジネス機会の損失、賠償等の金銭的ダメージ、株価

での飲食後の帰宅途中に転倒して意識を失い、その間に何者

下落等があり、場合によってはこれらが連鎖的に発生する。

かによって当該ハードディスクを鞄ごと持ち去られた。個人

＜攻撃手口＞

情報の持ち出しは、同市教育委員会が禁止していたが、ルー

◆アクセス権限の悪用

ルが守られていなかった。

自身の持つ権限の範囲で、組織の情報を取得する。自身が
高い権限を持っている場合や、必要以上に高いアクセス権限

＜対策／対応＞
〔組織〕

または当人に必要のないアクセス権限が付与されている場

●被害の予防

合、より多くの情報を窃取されるおそれがある。

・資産の把握・体制の整備

◆退職前のアカウントの悪用

組織が保持する資産を重要度等で分類し、経営層が責任を

組織を退職した後に、自身が退職前に使っていたアカウン

持ち、資産の管理体制の整備を積極的に推進することが重要

トを使って、不正に組織の情報を取得する。組織で退職者の

である。内部不正対策は、多岐に渡って網羅的に行う必要が

アカウントを削除していない場合に起こる。

ある。

◆ USB メモリーや電子メール等により外部持ち出し
組織の内部情報を USB メモリー、CD/DVD、PC 等に保

14

＜事例または傾向＞

IPA の「組織における内部不正防止ガイドライン」の
チェックリストを用いることで、対策状況を確認することが

存したり、電子メールで送付することで外部に持ち出す。ま

できる。

た、紙媒体に印刷して持ち出すケースもある。

・重要情報の管理・保護（アクセス制御、暗号化）

2018.10

2018.10

不正競争防止法の営業秘密漏洩罪に問われないためには、
「秘密管理性」が重要視される。
・アカウント、権限の管理・定期監査
不必要に高い権限を付与したり、アカウントを共有しない。
・情報取り扱いポリシー作成および周知徹底・機密保護に関

仕掛け、閲覧を不可能にする等の業務を妨害する行為が行わ
れている。攻撃は、ウイルスに感染しボット化した IoT 機器
等から行われているが、攻撃者がその環境を準備して攻撃を
行っているのではなく、DDoS 攻撃を代行するサービスを利
用していることもある。妨害の目的は主義主張の誇示や社会
混乱、金銭要求等がある。

する誓約
・罰則の周知と相互監視の強化
紛失・漏えいを隠蔽した場合、より懲罰が重くなることを

＜攻撃手口＞
◆ DDoS 攻撃
DDoS 攻撃には、主に以下の手口が使われる。

周知することも有効である。

●ボットネットの利用

・外部記憶媒体の利用制限
USB メモリー等の外部記憶媒体の利用に制限をかける。

予め構築されたボットネットに攻撃命令を出し、標的組織

・許可外の機器の接続の禁止

のウェブサイトや組織の利用している DNS サーバーへ想定

●情報モラルの向上

外の大量アクセスを行い、負荷をかける攻撃。

・情報の取り扱い教育の実施

●リフレクター攻撃
送信元を標的組織のサーバーと騙って、脆弱な設定の多数

●被害の早期検知

のルーターや DNS サーバー等に通信を送り、応答結果を標

・システム操作の記録・監視
IPA で行った内部不正に関する実態調査では、効果的な
内部不正対策として、アクセスログの監視が上位となってお
り、効果が期待できる。また、併せてアクセスログを取得し

的組織に送り付け、負荷をかける攻撃。
● DNS 水責め攻撃
標的組織のドメインにランダムなサブドメインを付けて

ていることを周知することも内部不正抑止に有効である。

問い合わせ、標的組織ドメイン名の権威 DNS サーバーに負

●被害を受けた後の対応

荷をかける攻撃。

・CSIRT への連絡

● DDoS 代行サービスの利用
DDoS を代行する不法なサービスを利用する攻撃。専門

・影響調査および原因の追究

的な技術がなくても攻撃ができる。

・警察への相談

＜事例または傾向＞

９位・サービス妨害攻撃によるサービスの停止
〜ボットウイルスの感染拡大に伴う攻撃の大幅増〜
※

ウイルスに感染し、ボット化 した IoT 機器等から DDoS

◆スマートフォンアプリのボット化
2017 年８月にスマートフォンから大規模な DDoS 攻撃
が確認された。原因は、公式マーケットの Google Play に
て Android 用アプリとして配信されていたアプリにスマー

（分散型サービス妨害）攻撃が行われている。それにより、

トフォンを踏み台として特定のサービスへ DDoS 攻撃を仕

ウェブサイトや DNS サーバーが高負荷状態となり、利用者

掛けるウイルス「 WireX 」が仕込まれていたためである。

がアクセスできなくなる被害が確認されている。2017 年は

そのアプリをインストールしたスマートフォンがボット化し

公式のマーケットに公開されたスマートフォンアプリがボッ

ていた。そのアプリは、約 300 種存在し、同月末に対象のア

ト化し、DDoS 攻撃が行われた被害が確認されている。

プリの一斉削除が行われ、併せて、感染している端末からの

※ボットウイルス（ bot virus ）とはコンピュータウイルスの一種
で、感染したコンピュータを攻撃者が遠隔から操作して、別のコ
ンピュータへの攻撃の踏み台にするなど悪用するためのもの。
「ボット」とは「ロボット」の略。

＜脅威と影響＞
インターネットの普及に伴い、官公庁や企業、民間団体等、

対象のアプリを削除する処置を講じている。
◆ IoT 機器のボット化
2016 年に大規模 DDoS 攻撃の原因となった IoT 機器を
踏み台にボットネットを構築するウイルス「 Mirai 」の亜
種がたびたび確認されている。2017 年 11 月頃より、その

多くの組織がウェブサイトを運営し、インターネットを使っ

「 Mirai 」の亜種による感染活動が活発化している。感染の

て情報の発信やサービスの提供を行っている。そのウェブサ

拡大のメカニズムに、既知の脆弱性（ CVE-2014-8361）が

イトや組織の利用している DNS サーバーに DDoS 攻撃を

悪用されている。

2018.10
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◆ DDoS 攻撃で金銭を要求

悪用した攻撃が行われている。攻撃に対する専門知識に詳し

DDoS 攻撃を仕掛けた後に、さらなる攻撃を受けたくなけれ

くない者でもサービスやツールを利用することで、容易に攻

ば金銭を支払えとメールで脅迫を行う事例が確認されている。

撃を行えるため、サービスやツールが公開されると被害が広

DDoS 攻撃を行った組織に向けて脅迫した事例や広い範囲に

がるおそれがある。

向けて DDoS 攻撃を行うと脅迫した事例が確認されている。

＜脅威と影響＞

＜対策／対応＞
〔組織：IoT 機器ベンダー〕

サイバー攻撃を目的としたサービスやツールがアンダー
グラウンドで取引されている。攻撃者は、IT に関する高度

●被害の予防

な知識がなくても、これらを購入して、容易にサイバー攻撃

・脆弱性対策

を行うことができる。アンダーグラウンドで商用化された

IoT 機器への不正アクセスやウイルス感染でシステムを

サービスやツールとして、例えば、エクスプロイトキットや

乗っ取られ、ボットとして悪用される。攻撃の踏み台にされ

オンライン銀行詐欺ツール、DDoS（分散型サービス妨害）

ないために IoT 機器の脆弱性対策や対応を強化する必要が

攻撃代行サービス等がある。

ある。
〔組織：ウェブサイトの運営者〕
●被害の予防
・DDoS 攻撃の影響を緩和する ISP や CDN 等のサービス

これらを利用した攻撃を受けた場合、ウイルスに感染し、
金銭を窃取されたり、サーバーに DDoS 攻撃をされ、業務を
妨害される。
なお、アンダーグラウンドで取引されているサービスや

の利用

ツールは、ダークウェブまたはディープウェブと呼ばれる。

既にサービスを利用している場合は、サービスの価値とか

通常のブラウザでは検索できないウェブサイト上に存在する

ける費用を考慮して、最大許容量の見直し等を行う。また、

場合がある。攻撃者は、特殊なブラウザ等のツールを利用し

オプション等で DDoS 対策を行っている場合はそれを利用

てそれらのウェブサイトにアクセスしている。

する。

＜攻撃手口＞

・システムの冗長化等の軽減策

◆ツールやサービスを購入し攻撃

・ネットワークの冗長化
DDoS 攻撃の影響を受けない非常時用ネットワークを事前

アンダーグラウンドで購入したサービスやツールを利用
して攻撃を行う。脆弱性の悪用やボットネット利用等、ツー

に準備する。

ルやサービスの種類によって攻撃方法は異なる。

・ウェブサイト停止時の代替サーバーの用意と告知手段の整

◆認証情報を購入し攻撃

備

アンダーグラウンドで購入した ID やパスワード等の認証

DDoS 攻撃を受けてサービス停止することを想定して、切

情報を利用して、ウェブサービス等に不正ログインする。

り替えるため、またはサービスの利用者を混乱させないため

＜事例または傾向＞

に状況を連絡する。連絡手段として、代替サーバーまたは

◆モバイル向けランサムウェアを作成できる Android アプリ

SNS の公式アカウント等の告知手段を用意しておく。

モバイル向けランサムウェアを容易に作成できる Android

●被害を受けた後の対応

アプリが、アンダーグラウンドで公開され、さらに、中国の

・CSIRT への連絡

SNS で表示される広告からも入手可能となっている。攻撃

・通信制御（ DDoS 攻撃元をブロック等）

者は購入後、脅迫メッセージやアイコン、ロック解除コード

・利用者への状況の告知

等を入力することで、モバイル向けランサムウェアのファイ

・影響調査および原因の追究

ル（ APK ファイル）を作成することができる。なお、この
ランサムウェア作成アプリは、中国語のユーザーを対象にし

10位・犯罪のビジネス化（アンダーグラウンドサービス）
〜様々な攻撃ツールがアンダーグラウンドで販売されている〜
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ているが、インターフェース等を変更すれば、簡単に多言語
化できると言われている。
◆ハッキングトレーニングがアンダーグラウンド上で売買

犯罪に使用するためのサービスやツール、ID やパスワード

アンダーグラウンドで悪意あるハッカーを育成するハッキ

の情報がアンダーグラウンド市場で取り引きされ、これらを

ングトレーニングがサービスとして提供されている。ハッキ

2018.10

2018.10
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ングトレーニングの利用者を犯罪グループのメンバーに募り、

・迅速に対応できる体制（ CSIRT 等）の構築

組織化してサイバー犯罪事業を行っている。犯罪グループは、

・予算の確保と継続的な対策の実施

組織化された指揮系統や師弟関係を築きながら事業を拡大し

〔組織：システム管理者〕

ている。

●被害の予防

◆ Mac ユーザーを標的としたウイルスがアンダーグラウン

・DDoS 攻撃の影響を緩和する ISP や CDN 等のサービス

ドに存在
Mac ユーザーを標的とした悪意あるプログラムが約 45 万

の利用
・システムの冗長化等の軽減策

種存在すると報告されている。約 2,300 万種存在するとい

●被害を受けた後の対応

われる Windows ユーザーを標的とした悪意あるプログラ

・CSIRT への連絡

ムと比較して少なく、大きな影響がないように思える。しか

・通信制御（ DDoS 攻撃元をブロック等）

し、Mac のマーケットシェアが小さいことが要因とも考え

・ウェブサイト停止時の代替サーバーの用意と告知手段の整

られ、Mac のシェアが大きくなるにつれ、ランサムウェア
も増えていくおそれがある。さらに、2017 年６月、新たに

備、影響調査および原因の追究
〔組織：PC 利用者〕

Mac ユーザーをターゲットにした悪意あるプログラムが２

●情報リテラシーの向上

つ確認されている。１つはユーザーのデータを暗号化して金

・セキュリティ教育の受講

銭を要求するランサムウェアで、もう１つはユーザーの情報

●被害の予防

を収集するスパイウェアであった。研究者らによると、２つ

・受信メール、ウェブサイトの十分な確認

のウイルスはダークウェブ上で、誰でも無料で使える状態に

・添付ファイルやリンクを安易にクリックしない

なっていたという。

・OS・ソフトウェアの更新

＜対策／対応＞

・セキュリティソフトの導入

攻撃に悪用するツールやサービスの目的・仕様によって

・多要素認証等の強い認証方式の利用

対策は異なる。そのため、以下には代表的な対策を記載して

●被害の早期検知

いる。より具体的な対策については、本書に記載されている

・不審なログイン履歴の確認

他の脅威の項も合わせて確認してほしい。

●被害を受けた後の対策

〔組織：経営者層〕

・バックアップからの復旧

●組織としての体制の確立

2018.10

2018.10
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「エグゼクティブStyle 」
元CAが教える

第

7回

ファーストクラスに乗る人の

エグゼクティブな気配り
株式会社TFSマナー＆EDUCATION

気配りができる人。気が利く人。

代表取締役

山本洋子

とはこういうことなのだと改めて考えさせられたことが多く
ありました。

さりげなく他者に気を配ることのできる人は、周囲の信頼
を得、良好な人間関係を築くことができる人です。配りや気

☆「スマートに会話をする」

遣いは仕事や人間関係を円滑にするためのとても重要な要素

お客様のなかには、フライト中、CA との会話を楽しみに

です。皆さんの職場にも気配りができる部下が少なからずい

していらっしゃる方も多いのです。長時間のフライトでは

るのではないでしょうか？

CA もそんなお客様と積極的に会話を楽しむのですが、なか

気配りは気配りでも職位が上がった時に求められる気配り
は少し違います。部下の気配りとは違い、俯瞰的な視点での
気配りが必要です。人の上に立つ人にふさわしい気配り。今
回はそんなエグゼクティブな気配りについてです。

にはプライベートな事柄を質問攻めにしてくるお客様がい
らっしゃいます。
私もチーフパーサー時代に、
「若いのにチーフなんだ〜！
何年飛んでるの？ 短大卒？ 大学？ じゃあ○歳くらい
か〜？ どこ出身？ 結婚してるの？ 旦那さんパイロッ

上に立つ人にふさわしい気配りとは
☆「礼を欠かさない」
ファーストクラスにご搭乗される誰もが知る世界的に著名
なエグゼクティブや有名スターは、例外なく人当たりが柔ら
かく、誰に対しても腰が低く丁寧です。誰もが認める権力者

フライトはある意味、非日常的な感覚になるからなので
しょうか、あるいは気が緩んでしまうのでしょうか、ご本人
には全く悪気はないのでしょうが、こんなやり取りがなされ
ることが多々あります。
ファーストクラスでは、お客様とこのような会話が繰り広

なのに、搭乗時には「おはよう！ よろしくお願いします」

げられることはまずありません。プライベートな話題にはと

ときちんと挨拶をしてくださる、どんなことに対しても「あ

ても慎重である方が多いのです。思いつくまま相手に質問を

りがとう」と、きちんと目を見て声をかけてくださる、とい

浴びせ、会話を楽しむのではなく、相手との距離感を保ちな

うように。

がら話題を選ぶ配慮があります。そして少し込み入った話

残念ながらビジネスクラスにおいては、まれに挨拶は無

題になると必ず、
「聞いてもいいですか？」と相手の反応を

視、何かを頼むときには命令口調、
「ありがとう」も聞いたこ

見ながら会話を進めていくのです。自分の言いたいこと、聞

とがない…、というようなお客様がいらっしゃるのですが、

きたいことを優先するのではなく、あくまでもスマートに会

ファーストクラスではそのような振る舞いには、まずお目に

話を楽しむというスタンスです。話題も到着地の情報やワイ

かかりません。常に節度ある態度と誰に対しても礼を失しな

ン、食事に関することが多く、私もお客様には多くのことを

い配慮があふれています。

教わりました。

そんなお客様と接して、
「実るほど頭を垂れる稲穂かな」
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ト？」
…ビジネスマンから質問攻めにあったことがあります。

2018.10

そしてファーストクラスのお客様の他との決定的な違い

2018.10

「エグゼクティブStyle 」
相手の立場と状況を考えた「スマートな会話」ができていますか？

せお客様をお通ししなければいけないのです。これは CA に
とっては負荷のかかる作業で、食事の入った重いカートをお
客様が席を立たれる度に戻すことは意外に大変です。当然
お客様優先ですので CA は笑顔で（本当は心で泣きながら）
カートを移動させるのですが、一流のビジネスマンは CA に
通路を譲ってくださる方が多いのです。
カートを出しているときだけではありません。通路をすれ
違う時も CA が通ることを優先してくださるのです。
レディファーストが徹底されている外国人のお客様に通路
を譲られることは珍しくないのですが、日本人のお客様が通

は、話の切り上げ方です。
フライト中、長時間座り続けることはとても苦痛です。と

路を譲って下さると、それだけで噂の的です。格下の者への
さりげない気配りが、その方の格を上げるのです。

いって機内を歩き回るにも限度があります。そこでビジネス

これは機内に限ったことではなく、譲るという行為はその

クラス以上のクラスでは BAR カウンターというところに飲

人の品格を左右します。例えば通勤ラッシュ時大勢の人が殺

み物やスナックをご用意し、お好きに召し上がっていただく

到する駅の改札を通るとき、エスカレーターに乗るとき、エ

コーナーを設置しています。フライト中 CA はそこにいらし

レベーターを降りるときなど急いでいても「お先にどうぞ」

たお客様と立ち話をすることが多いのですが、長時間拘束さ

の気持ちをもって人に先を譲る。真のエグゼクティブにはそ

れることがあります。もちろん CA もアイドルタイムにはで

んな人が多いのです。

きる限りお話にお付き合いしたいのですが、30 分以上にな
ると他の業務に支障が出ます。楽しそうにお話してくださる

いかがでしたか？ 気や心は目には見えません。言わば人

お客様に、こちらから話を打ち切るのは心苦しく思う CA も

と人の間に流れる空気のようなものです。温かく人の心を和

多く、そんな時は周りが援助します。私もお客様と長時間お

ませる空気にするのか、冷たく心を閉ざしてしまうような空

話をする羽目になり、部下に「チーフ、機長が呼んでます。
」

気にするのかはあなた次第です。

と言って会話を打ち切る助け舟を出してもらったことがあり
ます。

自分では気を配っているつもりでも相手がどう思うのか、
職位が上がれば上がるほど見えなくなっていくものです。誰

ファーストクラスのお客様は、どんなに話が盛り上がった

に対してもさりげなく自然に気を配ることのできる方は、周

としても、一定の時間が過ぎるとご自身から話を打ち切りま

りに穏やかな空気を充満させる一流のエグゼクティブなのか

す。そして最後は、
「忙しいのに話に付き合ってくれてあり

もしれません。

がとう」という言葉が添えられます。
普通の会話のなかにも、相手の立場と状況を考え人の領域
を侵さない配慮が見られるのです。
山本 洋子

☆「譲る」
どんな業界でもお客様はお客様。サービスの対価をいただ

㈱ TFSマナー &EDUCATION
代表取締役

いている以上、お客様ファーストが基本です。機内において

25年間大手航空会社にて勤務。チーフ

も同様で、お客様を最優先します。ビジネスクラスとエコノ

パーサーとして世界中のVIPを接客し、

ミークラスにおいては、ミールサービスはカートと呼ばれる
食事の入ったワゴンを客席に出しサービスするのですが、こ
のカートが客室の通路にいったん出てしまうと通路が塞がれ
人は通れなくなります。そのため食事サービス中、化粧室に

教官として 1200名以上の CAを育成、
サービスアドバイザーとして6000名の
CAの指導を行う。その後外資系保険
会社で FPとして営業に携わる。一流の接客マナーと営業経験に
基づいた独自のメソッドで実践的かつ効果的な研修を行う。

立たれるお客様がいらっしゃると、いったんカートを移動さ

2018.10

2018.10
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健康プロムナード
医療法人 社 団 同 友 会 編（東京グラフィックス賛助 会 員 ）

医 療 法人社 団 同 友 会 理 事 長

髙谷典秀先生のなんでも健康相談

67

抗がん剤治療とその副作用

問
妻が乳がんの抗がん剤の副作用に苦しんでいます
62 歳の家内は、２年前に乳がんの手術を行いました。幸
いにして転移はなく手術は成功しましたが、手術の後も、再
発予防ということで抗がん剤の治療を続けています。
それ以来、抗がん剤の治療を続けているのですが、その間、

害を与えてしまうため、どうしても副作用が出るものです。
個人差はありますが、一番多いのは吐き気などの消化器症
状、脱毛、白血球減少などです。
なぜこのような症状が出やすいかというと、そもそも抗が
ん剤はがん細胞と正常な細胞を判別して攻撃するわけではあ
りません。がん細胞は正常な細胞に比べて増殖が盛んで、抗

抗がん剤の副作用に悩まされています。吐き気や胃のむかつ

がん剤はそのような細胞に対して攻撃を加えるものなのです

きのため食欲がなく、少しずつ痩せていくようです。

が、正常な細胞でも増殖が盛んな部分があり、抗がん剤はそ

抗がん剤の副作用というのは、どれくらい長く続くものな

れらも攻撃してしまうのです。消化管の粘膜細胞、髪を伸ば

のでしょうか。このまま様子を見続けてよいものか、それと

すための毛根、そして血液中の血球は日々骨髄によって作ら

も副作用を抑える方法があるのか、教えてください。

れています。そのため、こういった活発な細胞部分に副作用
が出やすいのです。

答
主治医とよく相談してください
抗がん剤は、がんの治療に用いられる薬ですが、その使わ
れ方は様々です。手術をする前にがんを小さくするために

生じる副作用も異なります。１週間以内に出やすいのは食欲
不振、吐き気、だるさ、全身倦怠などで、その後１〜２週間後
くらいは口内炎や白血球減など、脱毛などはもう少し後で
４〜５週間後に出ることが多いようです。

用いることもありますが、手術の後に抗がん剤を使用するこ

抗がん剤の治療期間はがんの種類や病状によって幅があ

ともあります。手術でがんを全て取り切ったと思われてい

り、ある程度短い期間だけ行う場合や、反対に長期的に続け

ても、僅かに残った微小ながん細胞が血液やリンパの流れに

なければならない場合もあります。できるだけ抗がん剤の治

乗って、別の臓器に転移してしまうことを防ぐためです。

療を継続できるよう、副作用対策として、吐き気止めを使っ

抗がん剤による化学療法は、外来で飲み薬を処方して継続

たり、白血球が下がると免疫力が低下して様々な感染症を起

的に使用する場合や、定期的に注射をしたりする場合など

こすため、採血して白血球をチェックして、あまり減少しす

様々です。特殊なものでは、カテーテルという細い管を身体

ぎている場合には、白血球を増やす薬も用います。

の中に埋め込んでおき、必要なときにそこから体内へ薬を注

手術後に抗がん剤を使用することで、がんの再発を抑えた

入するという方法もあります。最近ではどのようながん細胞

り死亡する確率を低下させたりできることが、様々な臨床研

に対し、どのような抗がん剤が効果を発揮するのか、遺伝子

究によって明らかになっていますので、主治医がすすめる場

検査によって事前に調べることもできるので、より有効な抗

合には、やはり可能な限り抗がん剤治療を続けるのが良いと

がん剤を選択することができます。

思います。主治医の先生と相談をしながら、対策を練ってい

しかし抗がん剤は、がん細胞だけではなく正常な細胞にも
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抗がん剤の使用からどれくらい期間が経過しているかで、

2018.10

ただきたいと思います。

2018.10

リ フ レ ッ シ ュ ・ タ イ ム

質のよい睡眠をするために ②

目覚まし体操

仕事などの 20 〜 30 分前に軽い運動を行うと、覚醒して集中できる効果があると言われています。しかし、強度の強

い運動を行うと、疲労してしまうので注意しましょう。
今回は、覚醒効果のある運動をご紹介します。

１．ウォーキング

２．頭の回転

ウォーキングなどの有酸素
運動を20 〜 30 分行うと、
覚醒の効果があります。

かかとから着地する

３．頭の回転
（後ろ側）
頭を後ろに倒し
て 力 を 抜 き、振
り子のように左
右にゆっくり振
る。
＊５往復行う。

2018.10

（前側）

親指の付け根
でしっかり地
面を押す

頭を前に倒して
力 を 抜 き、振 り
子のように左右
にゆっくり振る。
＊５往復行う。

４．ひねって正面
上半身をひねり、
正面に戻す。
＊左 右 交 互に行
う。
＊５往復行う。
※○部分をストレッチします。

2018.10
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東京グラフィックス青年部 FACE
定例会で VR/AR を体験
東京グラフィックス青年部 FACE（稲満信祐会長）は９月

ン、SPACE － 21 山梨大会、同幹事会の実施報告が担当者か

13 日（木）午後６時 30 分からニッケイビルにおいて、毎月

らあった。山梨大会は９月８日（土）
、９日（日）
、石和名湯

１回の定例会を開催した。参加者はメンバー、ゲスト合わせ

館糸柳において開催し、全国の各都道府県青年部メンバー

て 40 人。

93 人が参加した。東京グラフィックス青年部 FACE からも

定例会は会長挨拶、前回議事録の確認後にゲスト紹介をお

５人が参加した。テーマは「よってけし、甲斐の国」
。また

こなった。毎回数人のゲストが参加し、FACE 入会、東京グ

地元山梨の青年部 AUC は今年で 40 周年を迎えることから、

ラフィックス入会に結びつけている。今回は FACE に新規

大会と併催で周年の記念式典を挙行した。

入会した３名の紹介（㈱金精社・金子氏、西谷印刷㈱・西谷
氏、㈱文化ビジネスサービス・山下氏）があった。
報告事項では本部理事会での議題検討結果（団体課題

印刷産業青年連絡協議会（原田大輔会長）からは「大人の
運動会」について告知と参加呼びかけがあった。
今期から FACE は東京都中小企業団体中央会青年部に正式

別支援事業、ビジコン進捗）ほか、FACE ゴルフコンペ、

に加盟、諸事業に関わることになり、総会、定例会等の活動に

FACE・文京支部・城東支部合同の納涼会、印青連移動サロ

ついて報告があった。
今期ビジコン 2018 について、告知及び募集があり、内容
やスケジュールについて確認した。

ゴーグルを装着し VR/AR 体験
定例会内では毎回、勉強会が企画されている。今回は VR/
AR をテーマにした内容となった。具体的には「先進技術
（ VR/AR ）と印刷の協業可能性」と題し、セミナー講師に
Vroom の川村浩貴氏を迎えた。VR/AR は実際に体験して
みるのが一番とばかりに、Vroom 社で用意したゴーグルを
装着し、仮想空間の中での動きを確認した。
定例会のようす

VR セミナー
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実際に VR を体験

2018.10

【大塚商会】POINT2018にブース出展
㈱大塚商会（賛助会員）が９月20日（木）〜 21日（金）
、飯田橋本社で主催した印刷機資材展示会「 POINT2018」に東京グ
ラフィックスがブース出展した。POINT は毎年同社が開催している印刷関連の展示会で、メーカー、ディーラーほか会員企業も
出展している。今期は広報・組織委員会の所管でブースコンテンツを企画した。
東京グラフィックスブースでは主に入会促進のためのスライドショーを放映したほか、団体パンフレット、機関誌、プライバ
シーマーク関連の資料を来場者に配布した。同スライド動画については、所管委員会で内容を検討し制作した。具体的には東京グ
ラフィックスの特徴や魅力をキーワード化し、諸事業の写真を背景にそれらのワードが流れる内容。それに加え、会員企業が個々
で持っている会社 PR 用の映像コンテンツ（今回はグッドクロス、緑陽社、東京技術協会）をスライドの合間に盛り込んだ内容と
した。同コンテンツは東京グラフィックフェスタ等、以降の行事にも活用していく予定。
東京グラフィックス以外では東グラを挟んだ両隣のブースに、カード印刷に特化した業態の㈱研美社（中央）
、缶バッジ製作で
おなじみの㈱ダーツ（文京）
、別コーナーにテクニカルイラストや３DCAD が得意な㈱東京技術協会（港）がブース出展し、自社
PR をおこなった。

東京グラフィックスブース

POINT のようす

【日印産連表彰】印刷振興賞に林田桂一氏・特別賞に自費出版ネットワーク
一般社団法人日本印刷産業連合会は９月12日（水）
、千代田区のホテルニュー
オータニで2018年「９月印刷の月」式典を開催し、席上、日印産連表彰を執り
行った。
東京グラフィックスからは、
「印刷振興賞」を林田桂一氏（東京グラフィック
ス元理事／㈱東京文久堂＝城東支部）が受賞した。また「特別賞」を NPO 法
人日本自費出版ネットワーク（代表理事＝中山千夏氏・川井信良氏）が受賞した。
平成30年度（第17回）印刷産業環境優良工場表彰では、日印産連会長賞を日
本ハイコム㈱（平谷茂政社長・文京支部）の本社工場（長野県塩尻市）が、奨励
賞を電算印刷㈱（宮澤徹社長・新宿支部）の本社工場（長野県松本市）が、奨
励賞（小規模事業所部門）を共栄印刷㈱（有賀隆宏社長・千代田支部）本社（福

林田桂一氏

島県郡山市）が、それぞれ受賞した。
2018.10

2018.10
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▼

ジャグラ・日本自費出版ネットワーク
第 21回日本自費出版文化賞 入賞作品を発表

第 21 回日本自費出版文化賞（ 一般社団法人日本グラフィックサービス工業会主催、NPO
法人日本自費出版ネットワーク主管）の最終選考会が９月５日（ 水）
、武蔵野市の吉祥寺東急
REI ホテルで開かれ、大賞には福地順一氏（北海道）の『石川啄木と北海道－その人生・文学・時代－』
が選出された。また部門賞７点、特別賞（協賛各社賞など）６点、入選 58 点が選出された。表彰式は 10 月６日（土）
、千代田区
のアルカディア市ヶ谷で開催された。
今回の応募総数は 507 点。まず専門委員による一次選考が６月一杯行われ、約 200 点の作品を選出。７月７日、専門選考委員
12 名が参加し二次審査が行われ、73 点の入選候補作品を選出し、９月５日の最終選考会で各賞を決定した。
■第 21 回日本自費出版文化賞【大賞】
部門

書名

著者

研究・評論

石川啄木と北海道－その人生・文学・時代－

福地順一
（北海道）

発行者・印刷所
鳥影社・モリモト印刷

■第 21 回日本自費出版文化賞【部門賞】
部門

書名

発行者・印刷所

藤田好三
（栃木県）

下野の心出版・井上総合印刷

ピンクの車いすを街の風景に

宮城永久子
（東京都）

エテルナ舎・文伸

小説

ハイネさん

住田真理子
（愛知県）

これから出版・共和印刷

エッセー

いつか見た青空

黒澤絵美
（茨城県）

高遠書房・龍共印刷

詩歌

もう一度かあさんの聲が聴きたい

法邑美智子
（北海道）

法邑

研究・評論

茶の湯 文様ものがたり 五十帖

木下宗周
（千葉県）

創英社／三省堂書店・シナノ書籍印刷

グラフィック

三〇周年大百科

地域文化

佐野掛地祝い絵図鑑

個人誌

－下野とちぎの民画－

右から中山千夏選考委員、鎌田慧選考委員、佐藤和夫選考委員
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著者

2018.10

株式会社パレード
（東京都）

美智子・アイワード

パレード・中央精版印刷

受賞者の皆さん

2018.10

2018.10

2018.10
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委

第２回

員

共済会常任幹事会

会

報

告

・担当：西岡常任幹事、長谷川常任幹事、山下（昭）常任幹
事
例年同じ参加企業が優勝などの賞を取ってしまうため、ハ

■日時：９月５日（水）18：00 〜 19：30

ンデをつけるなどルールを変えてはどうか、との意見があっ

■場所：ニッケイビル８F 会議室

た。今後検討していく。

■出席（敬称略）
：清水、綿貫、松田、西岡、佐藤、山下（英）
、

③新春賀詞交歓会について

田中、林（泉）
、長谷川、山下（昭）
、小林（隆）
〔斎藤、八木田〕

・１月 21 日（月）東天紅
・司会：井上常任幹事

＜議 事＞

○アトラクション

①事業報告

・予算：10 万円

○潮干狩り＆ BBQ

田中常任幹事、山下常任幹事を中心に検討する。

・６月 30 日（土）富津海岸潮干狩り場

④東グラ出版会について

・参加者：36 名

・担当：清水代表幹事、綿貫幹事長

○落語鑑賞会

東グラ出版会は認可をもらうために実績が必要なため、公

・８月３日（金）新宿末廣亭

益社団法人で立ち上げるまで共済会が準備することになっ

・参加者：25 名

た。今後「おたすけ隊」の運営等について検討していく。

〔支部助成金事業〕
○三多摩支部主催マス釣り大会

⑤その他
・各イベントの予算の考え方がわかりにくいので、イベント

・７月 21 日（土）秋川国際マス釣場

ごとの収支を明確にした方がいいのでは、との意見があっ

・参加者：44 名

た。今後検討していく。

②今後の事業について

・綿貫幹事長より KDDI のクラウドサービスにつての説明

○秋季イベント（日帰りバスツアー）

があった。今後、共済会の収益事業として取り扱うかどう

・10 月 20 日（土）

か検討していく。

（報告作成：八木田）

・コース：秋の養老渓谷散策と鴨川シーワールド堪能ツアー
・定員：40 名
・担当：西岡常任幹事、山下（英）常任幹事、田中常任幹事、

第４回

総務委員会

長谷川常任幹事
○業界諸先輩感謝の集い

■日時：10 月２日（火）18：30 〜 20：00

・11 月２日（金）神田明神

■会場：ニッケイビル８F 会議室

・司会：田中常任幹事

■出席（敬称略）
：中村、大瀧、林（敬）
、榎本、中川、宮地、

○ゴルフ大会
・11 月３日（土）トムソンカントリー倶楽部

＜議 事＞

・担当：松田常任幹事、林常任幹事、小林常任幹事

①「ビジコン！ 2018」について

トムソンカントリー倶楽部を押さえたが、キャディがつか
ないなどの理由から参加者のことを考え、もう少しいい会場
がないか開催日も含めて検討することとなった。
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大塚、只野、田中、篠崎、比嘉〔斎藤、鈴木、吉野〕

・10 月１日締切り：最終 61 件の応募
・10 月２日本委員会後に一次審査
二次審査の基準は別途・部会で検討

○ボウリング大会

・協賛：12 社（予定 10 社＋２社）

・２月１日（金）東京ドームボウリングセンター

・表彰式：新春賀詞交歓会を予定

2018.10

2018.10

委

員

②東京グラフィックスフェスタについて
総務委員会としては、
「ビジコン！」一般投票コーナーの
運営を担当する。
・10 月６日（土）東京都立産業貿易センター台東館

会

報

告

・原稿の執筆については、委員が各所属支部に持ち帰り、支
部員に執筆依頼をする。
〇機関誌印刷委託
現在、機関誌の印刷をしている文栄社との契約が来年３月

・設営：５日（金）15：00 〜

末で終了するため、年内を目途に入札をおこない新しい印刷

・当番：（午前）大塚委員、宮地委員、
（午後）大瀧委員長、

会社を選定する（期間は２年間）
。

田中部会長、比嘉委員

金額だけの入札とするのではなく、デザイン・編集能力等

③賛助会員懇談会の日程・企画

も考慮に入れる。詳細は次回委員会で詰める。

・日時：11 月 19 日（月）18：00 〜予定

〇ホームページリニューアル

・場所：喜山倶楽部

新サイトをアップした。旧コンテンツをそのまま移行した

〇企画について

ものもあり、細かい修正作業等を引き続き行う。また実際に

・昨年度は事業報告、パネルディスカッション、着席での懇

稼働させながら、利用者の意見を反映させて更新していく。

談会という流れ。
・賛助会員懇談会は賛助会員をおもてなしする場という趣旨

・サイトマップ、支部 HP 入り口の追加等。
・各支部 HP を、本部サーバーに移行。

に照らし、前年実施したパネルディスカッションは、今回

〇新春賀詞交歓会

は実施しないこととした。

・日程：平成 31 年１月 21 日（月）予定

・以上の意見等を考慮し、今回は従来の事業報告＋懇親会
（着席）の形にする。
・あらかじめ役員を各テーブルに配置。賛助会員の席次は、
VIP を除き抽選とする。
・賛助会員の PR は、テーブルごとにマイクを回していく。
④その他

・場所：上野東天紅
・主催：共済会
・チケット・名簿印刷：宮地委員（デザイン案ができ次第、
メールにて委員に回覧）
（意見）
議員が「出席」と回答しておきながら、実際に出席する率

〇機関誌企画

が非常に低いことについて意見があった。実際に来場した議

・
「駅にまつわる話」に代わる連載企画を新年号以降で予定。

員のみを紹介することを徹底させる。

・只野委員・比嘉委員が企画担当。

2018.10

（報告作成：吉野・鈴木）

2018.10
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東グラクロ ニクル
8 月 1日
●ビジコン！部会
18：30 〜 ニッケイビル
議題／①審査員候補②趣旨・コンセプ
ト③応募要項の内容について、他
出席／田中、中村（盟）
、大瀧、大塚、
篠原〔鈴木〕
8 月 2日
●団体課題別人材力支援事業集合研修
16：30 〜 ニッケイビル
テーマ：「まるごと分かる！ 人材採
用の法律業務」
（講師：川島勇樹氏）
参加／７名

☆東政連都議会要請
14：00 〜 都民ファースト、公明党
出席：笹岡、武川、斎藤
8 月 3日
●共済会落語鑑賞会
17：00 〜 末広亭
出席：井上、綿貫、西岡、武川（ス）
参加：25人〔斎藤〕

◆文京・城東・FACE 合同納涼会
18：30 〜 カナルカフェ
8 月 6日
●第２回広報・組織委員会
18：30 〜 ニッケイビル
議題：①中央会・組合まつり出展の有
無② POINT2018・東京グラフィック
スフェスタについて③加入促進マニュ
アルについて
出席：早坂、中田、鈴木（將）
、野口、
原田（大）
、武川〔吉野〕

◎プライバシーマーク現地審査
モトヤ（大阪）
〔渡部、斎藤〕
8 月 7日
●就業規則等改定作業部会
13：00 〜 ニッケイビル
議題／①賃金規定②残業・休日出勤等
の扱いについて、他
出席／菅野、鈴木（將）
、原〔鈴木〕

◆文京支部会
◎プライバシーマーク現地審査
やまかつ〔渡部、斎藤〕
8 月 8日
●東京グラフィックスフェスタ打合①
10：00 〜 ニッケイビル
内容／①会場の造作②見積り
出席／鈴木、廣目屋
30
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平成30年（2018年）
8月

●東京グラフィックスフェスタ打合②
16：00 〜 ニッケイビル
内容／①趣旨・コンセプト・企画内容
について②出展者募集、集客について
出席／早坂、鈴木、マンパワーグループ
◎プライバシーマーク現地審査
モトヤ（東京）
〔斎藤〕
8 月 9日
●第２回教育・技術委員会
18：30 〜 ニッケイビル
議題／①「第４回ビジネスマッチング・
サロン」の企画②その他のセミナー企
画③今後のスケジュールと団体課題別
人材力支援事業の報告
出席／笹岡、金子、神崎、深海、西野、
浅野、林田、落合、武川〔渡部、鈴木〕
8 月 10日
★「社長講座」役員会
18：30 〜 ニッケイビル
議題／①総会の日時・議案②次期役員
体制③次期事業計画について
出席／綿貫、山下（英）
、原田（大）
〔鈴木〕
8 月 16日
◎プライバシーマーク現地審査
クレストアイ〔吉野〕
8 月 17日
●東グラ出版会設立準備会
18：00 〜 ニッケイビル
議題／①出版会のスキーム②「おたす
け隊」について、他
出席／菅野、比嘉〔鈴木、斎藤〕
8 月 20日
●四役会
17：00 〜 ニッケイビル
議題／①東京グラフィックスフェスタ
②東グラ出版会について、他
出席／菅野、笹岡、早坂、清水、中村
（盟）
、鈴木（將）
、斎藤〔鈴木〕
8 月 22日
◆城西・城南支部納涼会

◎プライバシーマーク現地審査
文洋社〔渡部、斎藤〕
8 月 23日
●第３回総務委員会
18：30 〜 ニッケイビル
議題／①「ビジコン！2018」の企画
②賛助会員懇談会の日程・企画③新
春賀詞交歓会等、年度後半の事業スケ

ジュールについて、他
出席／中村（盟）
、大瀧、林（敬）
、榎本、
中川、大塚、只野、田中、比嘉、深海
〔吉野、鈴木、斎藤〕
8 月 24日
●団体課題別人材力支援事業セミナー
17：00 〜 マンパワーグループ浜松町
テーマ／メンタルヘルス不調者を出さ
ない組織づくり②（講師：佐藤 敏彦氏）
参加／６人
8 月 25日
☆印青連移動サロン
13：00 〜 埼玉
8 月 27日
◆中央支部会
19：00 〜 ニッケイビル
8 月 28日
●東京グラフィックスフェスタ打合
09：30 〜 首都圏ポスティング協同
組合
内容／東京グラフィックスフェスタの
企画・運営・ブース設営について
出席／首都圏ポスティング協同組合
〔鈴木〕

●団体課題別人材力支援事業セミナー
16：30 〜 ニッケイビル
テーマ／今いるメンバーで成果を出す
チームビルディング（講師：平井利宗
氏）
参加／９人
●ビジコン！審査員打合
18：30 〜 丸の内 MY PLAZA
内容／①企画・趣旨説明②審査員の委
嘱について
出席／伊豫田、中村（盟）
、大瀧
〔鈴木〕
8 月 29日
●第３回広報・組織委員会
18：30 〜 ニッケイビル
議題／①加入促進マニュアルについて
② POINT2018・東京グラフィックス
フェスタについて
出席／早坂、中田、鈴木（將）
、野口、
鈴木（健）
、児玉、原田（大）
、武川
〔吉野、鈴木、斎藤〕

◎プライバシーマーク現地審査
中桜印刷〔吉野、斎藤〕
8 月 30日
◆千代田三役会・納涼会

2018.10

表紙の絵

椿 椿山
「浅野梅堂母像」

板橋区立美術館蔵
※本作品は現在展示されていません。

◇ 板橋区立美術館のご案内 ◇
〒175-0092 東京都板橋区赤塚5-34-27
http://www.itabashiartmuseum.jp/
TEL.03-3979-3251 FAX.03-3979-3252
【お知らせ】
当館は、2019年6月頃まで
改修工事のため休館します。
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