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■

TOPICS
オフセット印刷用刷版
材料「サーマルCTP版」
の「カーボンフットプリ
ント」表示

富士フイルム印刷関連資材で初

「カーボンフットプリント」の表示
（サーマルCTP版）をスタート

富士フイルム㈱は、重点事業の
グラフィックシステム事業の主要
製品であるオフセット印刷用刷版
材料「サーマルCTP版」で、経済
産業省、関係省庁が推進する「カ
ーボンフットプリント」の表示の
使用許諾を得た。今回の使用許
諾は、印刷関連資材としては初
めてとなる。今春に発売が予定さ
れている環境配慮設計プレート
「ECONEX XP−F」より、「カ
ーボンフットプリント」の表示を
進める。
富士フイルムは、これまでも環
境負荷の軽減や省資源を目的とし
た環境配慮設計に取り組み、製品
の環境品質の向上を図ってきた。
印刷用刷版材料においては、吉田
南工場のPS版／CTP版生産工程で
発生するテストサンプルや端材な
ど製品として使用されない廃材ア
ルミニウムを再び同じ製品に再生
する「クローズドループリサイク
ル体制」を推進するなど、CO2排

事務局だより

算出した「CO2量」を表示

カーボンフットプリント
１ケースのCO2換算量
のマーク
環境配慮設計プレート「ECONEX XP−F」

出量の軽減を実現している。また
21年より経済産業省及び関係省庁
が推進する「カーボンフットプリ
ント制度試行事業」に参加し、カ
ーボンフットプリント普及に向け

た活動を実施している。
「カーボンフットプリント」は、
製品の①原材料調達、②生産、③
流通・販売、④使用・維持管理、
⑤廃棄・リサイクルまで、ライフ
サイクル全体の温室効果ガスを
CO 2量に換算し、マークを使って
分かりやすく表示するもので、今
回、サーマルCTP版で「カーボン
フットプリント」マークの使用許
諾を得たことを受け、まずは、従
来品よりも現像液の補充量を最大
40％削減し世界トップクラスの低
廃液量を実現する「ECONEX XP
−F」から同マークを表示していく。
また、順次、「ECONEX XP−F」
以外のサーマルCTP版での表示も
展開していく予定である。

〈参考〉カーボンフットプリントマークを貼付した店頭販売製品
カーボンフットプリントマークを貼付で全国で第１号と
なった日本ハムの製品

巻頭言

最近気に入っている「言葉」たち
マーケティング委員長

最近友人から面白い言葉を聞かされました。

それは多分、「面倒くさいから」という答え
が返ってきそう。恐ろしいなぁ。

ながら、何も考えていないんだ。

混沌とした、この現在の環境の中で、「悩む」

それは、「考えている」のではなくて「悩ん

「無関心」「無行動」を、「考える」「関心を

でいる」だけなんだと…。
そう言われてみると確かに自分も「考える」

持つ」「行動する」という言葉に代えてみるだ

行為と「悩む」という行為が、ぐちゃ混ぜにな

けで、ちょっと元気になれるような気がしませ

ってるなと、納得してしまいます。

んか？
今、組合ではいろいろな情報を発信し、いろ

僕たちは本当に考えているのかな？
ただ悩んでぐちぐち文句ばっかり言ってるん

いろなセミナーを開いていますが、只情報を集
める、只セミナーに参加するだけではなく、そ

マザーテレサが、「愛情」の反対言葉は「無

の三つの言葉を実践できるよう、自分自身を奮

関心」です。と言いましたが、ある人が「成功」

い立たたせることが、まず最初にしなければな

の反対言葉は「無行動」だ。と言っていました。 らないことではないかと思っています。
この「無関心」「無行動」はどうして起きる

の実施要項（案）が示されました。 産業界とデザイン関連業界の発展
を支援します」ことを目的として

■暖かな日が続いているせいか、

専門学校生、高校生などを対象に

います。応募締切は、８月31日に

横断歩道の脇の花壇の梅の花が咲

グラフィックデザインの作品コン

なっています。入賞作品展の展示

き始めた。誰が世話をしているの

ペを通じて、デザイン力の向上を

は９月28日から10月３日、電気文

かわからないが、毎年咲いている。 図ることを目的としています。同

化会館キャラリーで行います。そ

満開とまではいかないが、幾日か

時に、将来性のあるデザイナー育

の他、具体的な事項が決まり次第

すれば満開になるだろう、いまか

成の登竜門として位置付け、印刷

報告させていただきます。

ら楽しみである。■今月は、中部
会議」の模様を報告しています。
会議では、全体会議、分科会、業
態変革実践事例発表会など、身の
ある会議が行われましたので、今
月号と来月号にまたがり報告しま
す。ご期待ください。■理事会が
開催され、第１回の「ポスターグ
ランプリ」（テーマ：環境保護）

則夫

んだろう？

多くの人は「考える」「考えている」と言い

じゃないのかな？なんて反省しきりです。

「デザインに興味を持つ大学生、

地区印刷協議会・平成21年度下期
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さあ、一歩踏み出しましょう。

愛印工・２月期理事会

「第１回ポスターグランプリ」開催へ
印刷業界とデザイン業界の発展が目的

算表）＝52,473,000／利益額＝1,876,000

▽平成22年度鉛・有機溶剤取扱者健康診断（前期＝

〈平成22・23年度役員推薦会議の件〉

４月〜９月（募集は３月上旬）

役員推薦会議（平成21年10月13日）で次の４氏が

▽新入社員セミナー（印刷会社の新入社員研修会）

副理事長候補者として推薦されたことが報告され、
理事会のもようと
挨拶する 井理事長

承認された （（ ）内は担当委員会）。

＝４月３日／ウイルあいち（新入社員に限定）
▽理事会等会議開催日程（略）
●報告事項

木野瀬吉孝（組織・官公需委員会）／細井俊男（経
営革新・環境委員会）／鳥原久資（マーケティング委

〈事業報告〉

員会）／岡田邦義（共済・労務委員会／教育委員会）

平成22年新春印刷と関連業界新年互礼会（１月13

（敬称略）
また、委員会の再編、変更も承認された。このう
ち、愛知県印刷会館新・増改築問題検討委員会は「建

日／名古屋東急ホテル）／冊子購読の集約（「印刷
産業のための個人情報保護の手引き」「業態変革・
ワンストップサービス実践ガイドブックVer.2」）

設委員会」とし、引き続き白井紘一氏が委員長とし

〈その他〉

て担当することになった。

■第１回ポスターグランプリ

〈愛知県印刷会館の件〉

w井理事長がポスター展開催を計画していること

w井理事長が白井委員長に代わり、経過を報告。
愛知県印刷工業組合（

井昭弘理事長）は、２月

条約第10回締約国会議）」（10月11日〜29日／名古

18日午後３時半より、愛知県印刷会館で、平成21年

屋国際会議場）開催に合わせ、「環境保護」をテー

度２月期理事会（第６回）を開いた。理事会では、平

マとした「第１回ポスターグランプリ」を計画して

成21年度決算見込み、今後の行事予定などが報告、

いることを表明するとともに概要（実施要領案）を

審議された後、

説明した。

井理事長が「COP10（生物多様性

を明らかにした。その概要（実施要領案）は次のと

「老朽化していることもあり、来年度、再来年度中

おり。

に造り替えをしたい」と説明した。

▽名称＝第１回ポスターグランプリ

〈今後の行事予定〉

▽対象＝大学生・専門学校生、高校生

▽平成21年度中部地区印刷協議会下期会議＝２月19

▽展示会場＝電気文化会館・５階西ギャラリー（名

日／キャッスルプラザ

古屋市中区栄二丁目2-5）

理事会は村瀬誠専務理事の司会で進められた。

強調。そして、「そのために組合として、どんどん

▽教育セミナー＝２月20日／ウインクあいち

▽開催日＝９月28日〜10月３日

議事に先立ち、w井理事長が挨拶に立ち、「最近

情報発信をして行きたいと思っています」と決意を

▽環境・経営革新セミナー＝２月24日／ウインクあ

▽テーマ＝「環境保護」（案）

感じること」と前置きして、情報の流れの速まり、

述べた。

情報を伝える手段の多様化を挙げ、「ネット社会が
定着して、経済・社会の仕組み、そのものが本格的

この後、w井理事長を議長に議事及び報告事項の
審議に入った。

いち

w井理事長はポスター展開催の目的、狙いについ

▽企業見学会＝３月６日／北東工業㈱本社（大阪

て次のように語った。

市）・東大阪工場（東大阪市）

「『COP10（生物多様性条約第10回締約国会議）』

▽愛知県印刷産業団体連絡会平成22年度総会＝３月

が10月11日〜29日の間、名古屋国際会議場で開催さ

に変わってきていると思います」と述べた。また、

●議事

経済情勢にふれ、現在の景気低迷が「一過性のもの

〈組合員の加入・脱退の件〉

ではないのではないか、という気がしています」と

資格変更＝(有)マンタニ商会（萬谷恵子／東南支部）

懸念を表明した。更に、印刷業界はかつて十五兆円

脱退＝松永印刷所／ノエックス㈱

（公示が３月２日。組合からの案内は３月３日よ

ポスター展を毎年続け、我々の業界に興味を持つ学

産業になるといわれた時もあったが、その後は低迷

（加入累積３／脱退累積７／組合員総数308／平

り12日。希望者が多いため、３月19日に愛知県印

生を育成、掘り起こして行きたいと思います」

し、現在は閉塞感に包まれていることを指摘する一

成21年度期首312）

11日／愛知県印刷会館

れるのに合わせる形で計画しました。我々の業界は

▽平成22年度技能検定＝３月上旬募集開始予定

デザインと密接につながっています。できればこの

刷会館で抽選予定。これまで七会場で技能検定を

（なお、その他の件として、一部用紙代理店の商

方で、「大変な時代ですが、成長に向けて新しいビ

〈平成21年度決算見込み〉

実施してきたが、今回は㈱桜井グラフィックシス

行為に対する問題が提起された。重要な問題なので、

ジネスモデルをつくって行かなければいけない」と

収入の部（試算表）＝5,2473,000／支出の部（試

テムズ・岐阜工場でデモ機を使用して実施予定）

対応策が具体化された段階で詳報予定である）

菊半裁反転機構付4色オフセット枚葉印刷機

http://www.komori.com
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名古屋支店／TEL.052-363-5011
〒454-0807 名古屋市中川区愛知町4-6

●身近な催し物のお知らせ（愛印工組関係）

PRINT NEXT 2010

「PRINT NEXT 2010」運営委員会が
主催した「未来の印刷」大賞の表彰式が、
PRINT NEXT 2010開催中の２月６日東
京目白の椿山荘において行われた。同
賞は、小中学生から「未来の印刷」を
テーマに、絵と作文を募集したもので、
全国から52点の作品が集まった。
作文部門の大賞には、神奈川県横浜

「未来の合作」村本聖奈さん
（14歳、東京都葛飾区）の作品

市の菊池貴大さん（11歳）の「未来の
印刷」、絵部門の大賞には東京都葛飾
区の村本聖奈さん（14歳）の「未来の

「未来の印刷」

受賞者には、表

菊地貴大

彰状と図書カードが贈られた。
【作文部門受賞者】（敬称略）
▽最優秀賞

菊池貴大（11歳）「未

来の印刷」
▽優秀賞

臼田眞子（10歳）「未来

の印刷」
▽特別賞

新津波子（８歳）「私と

お父さんのゆめ」、杉山陽美（10
歳）「ゆめの印刷」
【絵部門受賞者】
▽最優秀賞

村本聖奈（14歳）「未

来の合作」
▽優秀賞 小川優希紀子（７歳）「そ
らとぶいんさつき」
水超清貴（11歳）「未来の印刷は
すごい」
▽特別賞

吉田りこ（７歳）「くも

にいんさつ」、中橋洸太（９歳）
「未来のカード工場」、数代栞（12
歳）「未来の洋服づくり」

鉛・有機溶剤取扱者健康診断

期間は、
２月15日から来月３月31日まで

印刷 を語る機会を提供

「ただいま」とぼくが寝た後にお父さんが夜遅
く帰ってきます。もっと早く家に帰ってきたらい
いのにと思います。そこで早く印刷できる機械で
やれば早く終わると思います。車だって軽自動車
とフェアレディーZのスポーツカーだと違うのと
同じです。そうすればお父さんは家にもっと早く
帰ってこられるのになとぼくは、考えました。
これから、これからの時代、何回も再利用がで
きる紙ができたら良いなとぼくは思います。
どうしてかというと、１年位たつと、写真とか
字が消えて白くなったら何回でも、くり返し使え
るからです｡
そうすれば教科書も１年位で白くなると、ノー
トに使えたりするからです。マンガの本も再利用
で、まとめてゴミ回収に出すほど重いので、運ぶ
のが大変です。白くなってもっと軽い紙で水にと
ける紙でマンガの本が出来たら、トイレで使う紙
にだって使えるからです。マンガの本は、一週間
に一冊で500ぺージ位あるので、一冊で一週間ト
イレの紙で利用できれば、今のトイレットペーパ
ーが、少なくなれば節約になるからです。
ぼくの考えた「未来の印刷」は、早く印刷でき
る高速の機械で、紙が１年位たつと色がなくなっ
て、再利用の出来る印刷があれば良いなあと思い
ました。
今度お父さんが働いている会社を見に行きたい
と思いました。

受賞者の皆さん
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事業・行事、場所、備考
事業・行事 平成22年度 前期

の創設について

「未来 の 印刷」大賞

合作」が選ばれた。

開催日時

「景気対応緊急保証制度」

3月上旬

検診場所

6オリエンタル労働衛生協会と調整

〜
していただきます。
１月28日の平成21年度２次補正予算の成立を受け
9月下旬
※鉛・有機溶剤取扱者につきましては、それ
て、
「明日のための緊急経済対策」において決定され
ぞれ年２回（６か月毎に１回）の受診が法
た「景気対応緊急保証」が２月15日から開始された。
律によって義務付けられております。
本制度は原則全業種が対象となっており、印刷・
事業・行事 教育セミナー
同関連業もその対象となっている。
４月３日g
「印刷会社の新入社員研修会」
■景気対応緊急保証
9:30
ところ
ウイルあいち
①概要＝対象業種を一部の例外業種を除き、原則
〜16:30 講 師：岩野 行雄氏
全業種を指定。期間は緊急保証の期限を１年延長し、
JAGAT専任講師
平成23年３月31日まで。緊急保証の30兆円の利用枠
※新入社員とは入社３か月未満の社員です。
に、新たに６兆円を追加。
事業・行事 平成22年度
①対象＝指定された業種に属し、売上等の減少（基
通常総代会
準を緩和し、前年比▲３％）について市区町村長の
５月21日f
ところ
名古屋観光ホテル
認定を受けた中小企業者が対象となる。印刷・同関
詳細調整中
連業も指定を受けている。
②保証限度額＝対象業種の中小企業者は、金融機
関から融資を受ける際に一般保証（無担保保証は
8,000万円、普通保証は２億円）と別枠で、無担保
●身近な催し物のお知らせ（関係団体）
保証で8,000万円、普通保証で２億円まで。信用保
証協会の100％保証を受けることができる。
開催日時
事業・行事、場所、備考
③期間＝平成22年２月15日から平成23年３月31日
事業・行事 中部地区印刷協議会
④保障期間＝10年以内（据置期間は2年以内）
６月18日f
上期会議
⑤保証料率＝0.8％以下
〜19日g ところ
ホテル日航金沢
その他にもセーフティネット貸付を延長・拡充等
詳細調整中
の措置を実施。
事業・行事 中部グラフィックコミュニケー
※申請等の具体的な手続きについては、緊急相談
ションズ工業組合
窓口に問い合わせる。
５月10日b
通常総会
経済産業局 http://www.meti.go.jp/intro/data/a240001j.html
信用保証協会 http://www.zenshinhoren.or.jp/access.html
日本商工会議所 http://www.jcci.or.jp/
㈱日本政策金融公庫 http://www.jfc.go.jp/
㈱商工組合中央金庫 http://www.shokochukin.co.jp/
中部経済産業局 TEL 052-951-2748

は
自然にやさしい紙の流通を目指します。
再生紙・非木材紙、植林木使用紙、
FSC 商品および ECF パルプ製品など、
常に環境を配慮した提案・提供を
推進してまいります。
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ところ
詳細調整中

プリンセスガーデンホテル

