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 アメリカの同時多発テロとそのあとの経済について考えてみた。今回のテロ事件によるア

メリカの損失は日本円で 12 兆円に上るといわれている。IT バブル崩壊に加え ､ 原油価格の上

昇も懸念され短期的に見れば米経済は大きな打撃を受けたと言わざるをえない。だが ､ 過度

の悲観論は間違いであると思う。

 アメリカという国は危機によって結束し ､1 つの方向性に向けて大きな力を発揮するからで

す。事件前米経済は IT バブルがはじけ ､ 閉塞感が漂っていました。

あの卑劣な無差別テロは IT バブルがはじけ ､ 閉塞的状況で起きたもので、米経済の閉塞感を

打ち破る 1 つの契機になる可能性があるのではと思う。米国は危機の時こそ英知を結集し、

新しい活力を生み出す国である。米国社会が極めてオープンで、多種多様な人種、民族、言

語が並存していることが勢いにつながっていると思う。つまり米国という国は多様性と開放

性を持っているがゆえに、世界中からヒト、モノ、カネ、技術、情報が集まってくる。一見

バラバラに見える多様性だが、逆境に遭遇したとき、結束力を固め、状況をシフトしてゆく

原動力となってきた。さて日本経済は、テロの影響で日経平均もついに１万円の大台を割り

ました。それは米経済への悪影響から、ドル売り円安による輸出拡大で景気浮揚を図るとい

う今までの手法が崩れたことが原因です。そして今こそ、輸出依存体制から脱却し、本当の

意味での内需を掘り起こし、アジアを中心としたヒト、モノ、カネの流れを作っていかない

とならない。公共投資に代表される財政出動や減税などの手法ではなく、もっと知恵を出し

合う手法をとるべきです。競争力のある一部の産業で黒字を稼ぎ、エネルギーや食料を海外

から買うという今の経済構造は明らかに限界を迎えている。その転換に遅れれば遅れるほど

事件の影響はさらに大きくなると思う。

会長挨拶

全国印刷緑友会

会長　矢谷　猛
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 全国印刷緑友会の皆様、岐阜大会へのご参加誠にありがとうございました。当初、不安材

料ばかりのスタートで一時はどうなるのかと思いましたが、何とか問題を解決していきまし

た。至らぬところもございましたが、緑友の友情でお許し下さい。

 さて、２１世紀の幕開けの大会となりました岐阜大会は楽しんで頂けたでしょうか。いろ

いろご意見もあると思いますが、今一度、岐阜大会を振り返ってみたいと思います。

 まずは式典からです。おごそかで厳粛なイメージはそのまま残し、スクリーンとプロジェ

クターを駆使し式典の流れがより分かりやすいように心がけました。今風と一言でいえばお

終いですが、結構気を使った部分です。

 次はクイズ大会です。いままでの大会は講師を呼んだり、名所・旧跡をまわったりするも

のと、手作りでグループのカラーを活かした大会とがありましたが、今大会は後者の大会で

す。そしてその中でも一つ違う点は、会員参加型の大会と言うところです。通常大会主管グ

ループが遠くから来て頂いた緑友のメンバーを自分たちの企画でおもてなしして、くつろい

で頂くものですが、我々は長旅の疲れを癒すどころか全会員参加のクイズ個人戦で一汗かい

て、団体戦で対抗意識むき出しの熱き戦いをして頂きました。当然壇上の主役は緑友の皆様

で、ヒーロー続出でした。こんな疲れる大会は無かったぞとお怒りの方もいらっしゃるでしょ

うが、No. １の勲章と豪華景品を目指して頑張った方の笑顔を見て一安心しました。そして

懇親会では岐阜のグループが少年少女の美しいコーラスから始めるとは思ってもみなかった

と声がありましたように少し変化球で攻めてみました。食事もお酒も美しい女性もこれでも

かと言うほどご用意したつもりですがいかがでしたか？また、名刺ビンゴなんてのもありま

したよね。緑友の親睦に一役かって尚かつゲームにするのは岐阜ならではの企画かと思って

います。そして「靴が鳴る」でもちょっと変化球で、間にチークタイムをいれてみました。

そして忘れてならないのがゴレンジャーです。長崎大会から始まり、山梨、神戸と一貫した

PR 方法で印象を与え、今大会ではへたくそながらショーまでしてしまいました。本当にご

めんなさい。けれども、この「新しいことをしよう」「印象に残ることをしよう」と思う気

持ちはテーマである『新風来伝』を目標にやってきた証だと思って下さい。今は我々グルー

プのメンバーも無事終了することが出来て気持ちの良い脱力感にひたっていますが、今後は

この大会を糧に仕事に、業界発展に邁進努力する所存ですので、皆様何卒よろしくお願い致

します。

 本当に多数のご参加ありがとうございました。

御礼挨拶

岐阜大会 実行委員長

野村　昇史
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 私がぎふ印刷翠陽クラブに入会した年に、全国印刷緑友会岐阜セミナーが行われ、右も左

もわからないまま先輩の指示に従って頑張った記憶があります。そして 10 年の月日が流れ、

全国大会を当会の主管で開催した今年、私は翠陽クラブの会長職。大会が岐阜で行われる事

に決まってからというもの、実行委員長をはじめ各委員会の委員長・副委員長そして副会長・

監事・相談役で構成される実行委員会で、『岐阜らしさとは何ぞや？』『全国から来てくださ

る緑友の方々に思い出に残る楽しい大会にする為には何をしたらよいか？』

を議論し合い、紆余曲折の末、今までに無い大クイズ大会を行う事に決まり、趣向を凝らし

企画・設営いたしました。

 内心、本当にクイズ大会で盛り上がって、皆さんに楽しんでいただけるのだろうかと心配

でしたが、設営する側の我々翠陽クラブメンバーが楽しくなければ、来ていただく方々は楽

しいはずがないと思い、楽しみながら設営させていただきました。緑友の皆様、岐阜大会い

かがでしたでしょうか？

 クイズ大会・懇親会、私にとってはアッという間に終わってしまいましたが、懇親会が終

わっても興奮と安堵感と達成感で胸が一杯でした。誰の力でもない、翠陽クラブメンバー全

員でつくりあげた素晴らしい大会であったと自負するとともに、ご参加ご協力いただいた緑

友のメンバーの方々に心より感謝申し上げます。

 次は東京セミナーですね、楽しみにしています。そして来年の名古屋大会も待ち遠しいです。

岐阜大会を終えて

ぎふ印刷翠陽クラブ

会長 大洞  正和
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・ R E P O R T ＆ Ｐ Ｈ Ｏ Ｔ Ｏ ・

した。このあと次期開催地である東京セミナー PRとして壇上へ上がったのです
が参加者６名ということでカッコが付かなかったです。
それに比べ総会の大阪、大会の名古屋のプロレス入場式パフォーマンスには驚か

第 44 回全国印刷緑友会岐阜大会に参加して
                      臼井伸夫    

　私が緑友会の大会に初めて参加し
たのがこの岐阜大会でした。
始めに何から始まるのかよくわかり
ませんでしたが、式典が終わるとみ
なさん緊張の糸が解けたかのように
クイズ大会は盛り上がりました。
プログラムにクイズ大会は二時間と
あったので、何に二時間もかけるの
かと思いましたが、個人戦と団体戦
とに分けて内容を濃くするとこんな
にも時間の経つのが早いのかと関心
するとともに感動いたしました。
団体戦で私は格付けクイズに参加し
「コーヒーのインスタントと本物は
どっちか」で幸い当てることができ
ましたがもし日本酒だったら外して
いたとおもいます。
　懇親会では歓迎のコーラスにはじ
まり、名刺ビンゴなど盛り上がりま
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されました。大会旗伝達を観た時、こ
の緑友会の歴史を改めて感じ、セミ
ナーではがんばらないと決意新た
に！！・・・・・でも最後の靴がなる
は、ただの酔っ払いの行進でした。
　懇親会が終り会場出口にて、ぎふ印
刷翠陽クラブが並んでの挨拶のとき
は、皆さん充実感のあるいい顔してま
したね。わたしはこれで皆さんの仕事
は終わったかと思ったのですが、甘

Ｒｅｐｏｒｔ＆Ｐｈｏｔｏ 
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かった。実は二次会の接待がまた大変
だったのですね。岐阜といえば柳ヶ瀬
の夜です。私も飲みに出たのですが、
なんと街の角々にスタッフジャンパー
を着た翠陽クラブのメンバーが張りつ
いて大会参加者のガイドをしてくれた
のです。これには驚きました。 Ｒｅｐｏｒｔ＆Ｐｈｏｔｏ 
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Ｒｅｐｏｒｔ＆Ｐｈｏｔｏ 
　なかには私どものように酒癖の悪い
参加者も居る訳ですから、ご苦労は絶
えなかったと思います。飲んだ後、ラー
メン屋を紹介していただ居たのですが
「高山」さんというところはとても美
味かった。ホテルに帰る前に私独り
残って翠陽クラブの浅野くんと飲もう
と思い、連絡を取り飲みにいくとそこ
は翠陽クラブの打ち上げ場所でした。
彼以外は初対面だったのですが仲間に
入れていただき、今大会についていろ
いろな話を伺い、おいしいお酒を頂き
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Ｒｅｐｏｒｔ＆Ｐｈｏｔｏ 

ました。こうして私の長く楽しい柳ヶ
瀬の夜はおわりました。
　最後に、ぎふ印刷翠陽クラブの皆様
お疲れ様でした。次はいよいよ東京セ
ミナー、大いに盛り上げさせてもらい
ますので皆様、参加よろしくお願いい
たします。
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平成 13 年度  第１回  常任幹事会

日 時：平成１３年７月７日（土）

場 所：岐阜市 グランベール岐山 ５F

開 会  田中総務
  １８名（常任幹事）参加、常任幹事会議決可能である。

前回議事録の承認 
 承認される
 
会長挨拶 会長 矢谷  猛会長 

審議事項
１． 神戸総会決算報告 乙野さん

神戸総会時の常任幹事・グループ長会議の会議費を       
緑友会に請求しても良いか？
     
上記の質疑に対して意義なしとの回答 承認される
総会で、広告協賛を御願いしたが、如何なものか？
 
上記の質疑に対して各グループによって、付き合いの
度合いや時代背景当あると思われますので、各主管グ
ループに委ねるとの回答、承認される

２． 岐阜大会開催の件 野村さん
綱領唱和を、次期セミナー実行委員長の戸根木さん（千
代田新世会）に決定

各グループの周年行事ＰＲの次に東京セミナーＰＲ ,
大阪総会ＰＲ名古屋大会ＰＲ、大会旗伝達式を行う

３． 東京セミナー開催の件 戸根木さん
会場は、丸の内コンファランスか、トッパンホールを
検討中

懇親会予算は妥当かどうか？（セミナーとのバランス）
かまわない。

綱領唱和は次期総会実行委員長の石井さんに決定

９月まで、会場、講師が決まらない宿泊希望者には東
京ドームホテルを１３０００円という格安の価格で斡
旋できます。

４． 大阪総会開催の件 石井さん
開催日程は２００１年５月１８日（土）を予定

ゲストとして河内家菊水丸を予定している

５． 名古屋大会開催の件 後藤さん
登録料３００００円、会場は愛知県体育館、懇親会・
宿泊は WT ナゴヤキャッスルホテルを検討中

６． ２００３年セミナー開催地の件 田中総務 
２００３年セミナー開催地を東北か九州に依頼したい

各ブロック長より時間の猶予が欲しいとの回答、１１
月までには決定してほしい

     
 ７． ４０周年記念誌発刊の方法再検討の件 小倉さん

印刷物としての希望が多い
各印刷資料は印刷図書館に保管する

上製本カバー付で作成

歴代会長、記念誌の寄稿者、当会に尽力された方々に
は作製し、寄贈する。また、ＯＢや会員については、
希望者に販売を予定

８． サーバー担当者の件 白井君 
メンバーの同士的意識が薄弱、参加意識の薄弱に根本
的な問題がある。

デ－ターの２次、３次利用を目的とする。

広島の竹田氏にサーバー活性化委員会に加入してもら
う（常任幹事として）

掲示板を増やして、各グループの活動報告（例会等）
をアップする

印刷受注に関わるページを作る

操作マニュアルを作成する（９月の常任幹事会、グルー
プ長会議に配布）

フレンズオブグリーンに掲載すれば、配布の手間が省
ける

９． １１月予定の常任幹事会開催について 
活性化出来てない場所で開催

常任幹事会に参加したいグループの場所で開催

開催地には拘らない

秋田が第１候補、出来なければ徳島

１０．その他
フレンズオブグリーンの表紙のデザインを変更

常任幹事、グループ長の名簿を掲載

報告事項
１． 総務から 田中総務
２． 会計から 藤田会計
３． 書記から 後藤書記
４． 広報から
５． 渉外から
６． ４０周年記念誌の進捗状況報告
７． その他

報告事項は時間の関係上割愛させて頂きました

評議  滝本君（オブザーバー） 
    ごくろうさまでした

閉会議案審議は無事、満場一致で承認される

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
・
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平成 13 年度  第２回グループ長・常任幹事会

日 時：平成１３年９月９日（日）
    午前７時００分～９時００分

会 場：岐阜ルネッサンスホテル

議長選出  千代田印刷人新世会 戸根 孝 君
会長挨拶  全国印刷緑友会会長 矢谷  会長
資料確認

第１回常任幹事会の審議内容説明 田中 総務

議題１．神戸総会決算報告の件 神戸印刷若人会 乙野君
協賛スポンサーからの広告収入で、総会の赤字を補填、
結果利益が発生した。尚、発生した利益については今
後、これからのイベントに参加する他、周年行事等で、
皆様にお返ししたいとの話があった。（常任幹事会では
承認済み）

上記報告内容について、各グループ長に承認を求める。
承認される。

議題２．東京セミナー開催の件 千代田印刷人新世会 戸根木君
会場は、トッパンホールに決定。（セミナー・懇親会と
も）講師に、ＮＨＫ ｢ プロジェクトＸ ｣ プロデューサー
に依頼、現在、交渉中。

もし、不可の場合下記の５名の中から２名を選択する。
猪瀬 直樹氏  松原  総氏
財部 誠一氏  新居 裕久氏
福岡 政行氏（この５名から選択予定）

予算案等は、別項の資料を参照して下さい。  

通常開催される、グループ長・常任幹事会をセミナー
当日の２月９日（土）に開催したい？

上記議案に対し、承認される。

議題３．大阪総会開催の件 大阪青年印刷人クラブ 石井君
総会会場は、ホテル モントレ大阪を予定。

宿泊先は、ハートンホテル西梅田を予定。

ゲストは、河内屋 菊水丸氏を、予定。

登録人数目標は２００名。

議題４．名古屋大会開催の件 名古屋而立会 棚橋君
詳細に関しては、別項の資料を参照して下さい。

開催日程は、平成１４年９月２１日（土）を予定して
おりますが、愛知県体育館の使用許可が１１月中旬で
ないと確定出来ない為、予備日程として、９月２８日

（土）と、１０月１９日（土）の両日を仮予定してあり
ます。大会メイン会場は、愛知県体育館、懇親会会場
は、ＷＴナゴヤキャッスルホテルを、予定しておりま
す。登録費は、２９０００円（宿泊費用込み）、登録人
数目標３００名。全員参加型のスポーツイベントを企
画、開催。

子供（家族）の参加は可能か？
可能な競技を検討する

開催時間はどの位か？
約３時間を予定

（飲酒を控えて頂く －体力を考慮）

汗をかいた状態で懇親会参加？
シャワールームを使用

（宿泊される会員は、各自の部屋でシャワーを浴びる）

怪我・事故の対応は？
傷害保健の加入を検討

（会場での緊急対応は、看護師を数名待機させる）

議題５．２００３年セミナー開催地の件 矢谷会長
福岡若葉会に依頼？

上記提案事項に対し、福岡若葉会より、幹事会が９月
１３日に開催されるので同席上で前向きに協議する 
との回答を得る。

議題６．４０周年記念誌の進捗状況の件 茨城印刷緑友会 小倉君
フレンズオブグリーンのデータ化 
１～９号は無い、１０号以降はまばら

歴代会長のコメント
３名分しか集まっていない

（松浦元会長が歴代会長の基に赴きコメントを集めてい
る）

来年には、印刷可能な状態にしたい。

２０周年の道程はウェブ上にアップ（入力済み）

議題７．サーバー担当者の件 議長代行
先の常任幹事会で広島青年印刷研究会の竹田君のサー
バー活性化委員会加入の件（常任幹事会では承認済み）

上記議案に対し、各グループ長より承認を受ける各グ
ループの名簿は、各グループのサーバー担当者で更新
する

ＯＢ会員と現会員と分けたい？
白井委員長に相談する

  
議題８．次期会長選出の件 矢谷会長

来年５月に開催される大阪総会で次期会長を決定した
いので次回グループ長・常任幹事会にて、決定したい
と思う。それまでに所属するブロックの推薦を得て頂
き２月９日（土）の東京セミナー開催前日までに連絡
を頂きたい。

議題９．その他
北九州ＹＰクラブより会費の請求書が未着？
急ぎ調べて回答する

緑友サーバーの取説が必要？
白井委員長と相談する（会員全員に配布が必要）

各イベントのプログラム・ＰＲチラシ等をサーバーに
アップする？ 
承認される（今後の記念誌発刊の為のデータ化が楽）

審議事項の確認 田中  総務
直前会長挨拶  福田直前会長

以上、各審議事項を無事審議、承認され、終了、閉会となる。

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
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インターネットブラウザーを開き、URLアドレスに、 
http://www.greenfriends.gr.jp と入力すると全国印刷緑友会の 
ホームページが開きます。  
インターネットの繋ぎ方やブラウザーの開き方はお近くの方に 
聞いてください。  
 

●綱領　  

 

 

 

 

 

●会則   

 

 

 

 

 

●歴代会長 

 

●イベント活動 

 

 

 

 

 

●団体一覧  

 

と、それぞれの画面を開けて、 

見てください。 
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●シニアクラブの登録（実験中） 

● 掲 示 板   
 

● 会 員 名 簿   
 

●幹事会議事録（開かれた幹事会）  
 

●FRIENDS OF GREEN  
 

グループを卒業された会員の方はこのシニアクラブにご登録いただけませんか？  

会費も会則も無い気軽なクラブです。お気軽にご登録ください。  

 

だれでも自由に書き込める掲示版です。  

今後は仕事や技術等々の掲示板の親切も検討していきます。  

 

会員名簿のIDとパスワードを入力して、サーバーにある議事録を見たり、 
アップロードしたりできます。  
 
 

バックナンバーが見られます。  

 

紙面の都合で緑友会裏サイトと内部告白アルバムの使い方は省略させて頂きます。  

ご意見･ご質問はgreen@olv.co.jpでお待ちしています。  

 

ご存知、全会員の名簿です。  

最初にグループの一覧が表示され、目的のグループをクリックするとそのグループに所属する会

員一覧がご覧頂けるという仕組みです。 

役職や趣味などで検索ができますので、ご活用ください。  

また、会員一覧画面から会員情報をエクセルにインポートし自在に活用して頂くことができま

す。 

 

●グループの新規登録・編集・削除 

　会員一覧画面の右上にある「グループ情報」をクリックします。 

　※「グループURL」を入力すると、グループ一覧からそのURLへジャンプすることができる   

　　　ようになります。 

　※ グループを削除するとそのグループに所属する会員もすべて削除されます。 

 

●会員の新規登録 

　会員一覧画面か会員編集画面の右上にある「会員新規登録」をクリックします。 

 

●既存会員の編集・削除 

　会員一覧画面で目的の会員をクリックして下さい。 

　※ 会員情報には公開されても良い情報だけを載せてください。 

　※会員情報はご本人が編集をして頂くことが原則ですが、グループによっては各グループの名
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 去る平成 13 年 11 月３日、第 17 回九州山口青年印刷人佐賀大会が開催されました。

九州、山口各地から 104 人の青年印刷人が集結しブラザー印刷株式会社岡田吉生社長の熱

い講演を聞き、懇親会は業界の話で連帯感を感じ、大会は大盛況で終わりました。

 次回の鹿児島大会での再会を約束して。

 去る、１０月２７日に愛媛県・松山市において広島・徳島・愛

媛３県の青年印刷人により合同例会が開かれました。これは、日

ごろの自分たちの活動内容を披露すると共に、近隣の活動状況を

見聞する事によって、より高い活動の意識付けに！という目的を

持って開催されました。

 会場となった道後温泉・ホテル葛城に愛媛県印刷工業組合の関

様を迎え、また、オブザーバーとして矢谷緑友会会長にもご参加

いただき各会の活動報告が披露されました。

 その後、活発な質疑応答が行われ、特に勉強会のあり方や国外を含めた県外研修・グループによるサーバー活用など熱

く語り過ぎ、ついつい予定時間をオーバーする場面も見られました。

 その後は懇親会で各人の交友を深め、まさしく緑友の真骨頂である２次会へと続きました。

◆各地事業予定＆報告◆

中四国合同例会

第17回九州山口青年印刷人佐賀大会
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 ２００１年９月１１日に起きた同時多発テロの衝撃は３週間ほど経た今でも鮮明
に脳裏に焼き付いています。テロもいろいろありますが、感覚的に越えてはならな
い一線を越えてしまったようで、今後のことを考えたときに空恐ろしい気がしてい
ます。
　さて、そんななか、大学の先輩から２年ぶりに集まろうとの呼びかけがあり、先
日５名で会食をしました。話の内容は多岐にわたり楽しいひとときを過ごすことが
出来ました。そのなかでちょうど事件当日アメリカに出張していた先輩の話をご紹
介します。
　９月１０日シアトル着、一泊して翌日から得意先訪問に出発するため空港に向
かったところで、件のテロに遭遇したそうです。すぐさま現地スタッフの日本人社
員に、得意先３社に対して飛行機の欠航の影響でスケジュール通りに訪問が出来な
いことを連絡させ、了解を得ました。
　普通であれば、あとは状況を見ながらホテルで待機しているのでしょうが、その
先輩はレンタカーを借りてこさせ、すぐシアトルを出発したそうです。それからレ
ンタカーを乗り継いで、３社を訪問するのに、３日間でなんと２，２００キロを走
破したそうです。
　最初に訪ねた会社では、秘書にスケジュールと異なる時間に着いてもＣＥＯは会
議中で会えない、と断られたので、名刺と書類を渡して帰ろうとしたそうです。玄
関を出て車に乗ろうとしたところで秘書が「あなた方はシアトルから車で来たの
か！」と驚きの声をあげ、会議中のＣＥＯに連絡を取ってくれたそうです。先方は
非常に喜び、会議を中断して歓迎してくれたそうです。
　２社目も１社目と殆ど同様の歓迎ぶりだったとのことです。なんとかお客様との
約束を守ろうと一生懸命努力したことをちゃんと感動してくれて、かつ評価しても
らえたことが先輩にとっても嬉しかったようです。
　私もなかなか考えてばかりで、実行に移せないタイプですが、この先輩のように、
案ずるより何とやらで、ある程度考え計画したらさっさと実行し、あとは走りなが
ら考える行動スタイルを身につけていかなければと感じた夜でした。

ピンチこそ感動を与えるチャンス?!

熊本県印刷緑友会

池田　和隆

・A Relay Essay・

xDSL や光ファイバー、インフラは高速に向け限りなく整備され続ける。情報の複合化が新しい
文化や人間関係をも生む。FG はいつまで紙媒体であり続けられるのでしょうか？
                                    FG 編集委員会

大分印刷若梅会

姫野　従道氏　総合印刷（株）双林社　常務取締役

バトンを姫野従道さんにリレーいたします。

〒 870-0048　大分県大分市碩田町２丁目２番１３号
　　　　　　TEL 0975-36-4111　FAX 0975-38-1149



◆第３５回全国印刷緑友会　東京セミナー

開催日：2002 年 2 月 9 日（土）
会　場：トッパンホール
登録料：15,000 円
主　管：千代田印刷人新世会

◆第４５回全国印刷緑友会　大阪総会

開催日：2002 年 5 月 18 日（土）
会　場：ホテルモントレ大阪
登録料：未定
主　管：大阪青年印刷人クラブ　　　　

◆第４５回全国印刷緑友会　名古屋大会

開催日：2002 年 9 月 21 日（土）【予定】
会　場：愛知県体育館【予定】
登録料：未定
主　管：名古屋而立会


