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第 45 回全国印刷緑友会名古屋大会を終えて
     ～名古屋而立会　活性化の為に～

名古屋大会実行委員長   棚橋　泰仁

 今回の緑友名古屋大会におきまして、岐阜翠陽クラブの皆様には、多数参加していただき

有難うございます。昨年 9 月、岐阜にて大会旗を伝授していただいた時、皆様の記憶にも

残っていると思いますが、インパクトのある大会ＰＲで大会準備が始まりました。皆様には、

今回の大会はどの様に感じられたでしょうか？

 昨年の岐阜大会をヒントに「参加型の大会」を開催したいという声が而立会員の中から上

がりました。岐阜が「知力」なら、名古屋は「体力」でいきたい。又、誰でも「健康であり

たい」「経営者たるもの健康第一」・・・切実な思いでありますが、普段、気付く事なく過ご

しているのではないでしょうか？今回の様な大会内容は、而立会員全員が一丸となって運営

しなければ、成功を納める事ができませんでした。

 特にスポーツイベントにおいては、而立会員の独自の運営を行った事で、現会員の活性化

にも大きく繋がりました。会場の設営、競技の進行等、外部スタッフに一切頼らず、会員だ

けの運営は大変厳しいものでした。

 今回は「競技には全員参加」が最大の課題でした。参加者全員が同じ思い・意欲で臨み、

チームワークの大切さを感じていただく。これを如何に伝え、参加していただく為にはどう

するのか？が大きな壁となりました。参加していただいた方には、「半ば強制的」なイメー

ジがあったかもしれません。会社経営においても、本当は全員のコンセンサスをとって、何

か事を進めていく事は大切な事です。ただ、時と場合によっては、決断した事を強制的にお

しすすめる事も大切な場合もあります。

こんな事も含めて、この大会を通して、而立会員各々が感じたものを、会社経営において必

ず役立つ事だと思っています。緑友メンバーの方においても、今までにない大会内容である

事を感じていただいたと思います。

 厳しい時代の中、今後の緑友会の行事もその開催、運営方法等について、いろいろな意味で、

見直しをしなくてはいけない時期ではないでしょうか？参加者全員の方にできるだけ温度差

なく緑友イベントに参加していただく事、又、緑友イベントが参加者と主管グループメンバー

にとって本当に意義のある内容にしていく事が、今後の課題ではないでしょうか？

今回の大会においては、多数の緑友メンバーの御協力の上に成功する事ができました。本当

に有難うございました。
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　時は２年前にさかのぼります。私が而立会の会長を受ける際に、当時の会長の田中さんと

「２００２年は緑友も而立会も４５周年。せっかくだから大会を受けよう！」と話をした。

こんな私たちの思いつきみたいな会話が、結果的には而立会の会員だけでなく全国の緑友の

仲間を巻き込んでしまいました。しかし、皆様に多大なご協力をいただいた事、そして、

「よかった」と声を掛けていただけた事は、大会を主催したグループ長として、何よりも替

え難い喜びであります。

　私が、初めて緑友に参加させていただいた１２年前と今とでは、社会の情勢が大きく変化

しており、幅広い方面でこれまで経験しないさまざまな意識改革が迫られていると思われま

す。そんな中で、私たちは「今」何をすればよいのでしょうか？これからの業界のリーダー

として、各企業の経営者として、各グループの活動や緑友会の活動を効果的なものにしなく

てはなりません。今回、私たち名古屋而立会が掲げたテーマが、経営者の「心と体の健康」

です。心は社員への心・お客様への心・家族への心など勿論、人として大切にしなくてはな

らないものですが、これからは体（健康）も伴わないと経営者として生き残っていけないの

ではないのでしょうか？といった思いがあったのです。手法といたしまして、初日の運動会

（体験）から、２日目の講演（知識）の２段階としました。何でもそうですが、知識だけで

は身につかない。実際に体験してみて、初めて気付いたり感じたりする事の方が多いはずで

す。

 運動会を通じて体力や健康の大切さを肌で感じていただいてから、２日目の講演によって

最終的に知識として持って帰っていただきたかったのです。

　而立会は緑友会の中では、ちょっと異質？に思われている様に言われる事もありますが、

今、おかれている問題点を解決しようと考えた時に、今回のテーマと手法が当り前の様に出

てきただけではないでしょうか。よく「生き残り」という言葉を耳にしますが、これから益

々、各グループや緑友会のような団体のあり方が問われる時代になってきます。今後も全国

の緑友会に参加している企業が、生き残れるためのヒントやアドバイスを得られるような総

会・大会・セミナーを運営していって欲しいと願っています。

　最後に、本当に多くの方に集まっていただきまして、ありがとうございました。

名古屋大会を終えて…
   そして今後への期待

名古屋而立会会長 佐藤　壽記
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・ R E P O R T ＆ Ｐ Ｈ Ｏ Ｔ Ｏ ・

第 45 回全国印刷緑友会名古屋大会に参加して        
         福岡印刷若葉会 福岡セミナー実行委員長 前田慶弥

 ２００２年１０月１２日、名古屋にて「第
４５回全国印刷緑友会名古屋大会」が実施
されました。今回の大会は２日構成で、１
日目（１２日）は運動会と懇親会。
　２日目（１３日）は場所を変えて講演
会とユニークな仕組みになっていました。
我々、福岡印刷若葉会チームも来年２月の
セミナーに向けて、研究・宣伝・そしてめ
くるめく名古屋の夜のために意気揚々と名
古屋へ乗り込みました。１２時過ぎに会場
となる愛知県体育館に到着。大会内容（競
技内容）をまったく知らなかった私たちは
言われるまま4つのチームに分かれました。
（マゼンタ・シアン・イエロー・ブラック
の印刷基本４原色）我々はブラックチーム。
「なんか、悪役（ヒール）くさいなぁ」とチー
ム内で話しながら会場入り。
　さすが、大相撲名古屋場所が行われる
会場だけあって、愛知県体育館は広々と
しており、「おおー、ここでやるのか」と
感嘆の声があがりました。しかし、悲しい
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かな観客はゼロ。参加者とスタッフの総勢
２５０名弱の人数には広すぎる感じも無き
にしもあらず。そんな中、名古屋スタッフ
のチームリーダーから競技内容の説明があ
りました。
　第一種目障害物リレー。うんうん。第二
種目馬跳び競争。ああ、あるある。第３種
目借り物２人３脚リレー。定番だね。
　アトラクションの後、第４種目騎馬戦。
な、なにー！飛行機の中で福岡のメンバー
と「競技はなんするとかいな？（博多弁）」「騎
馬戦やったりして。（笑）」「まさか！普段運
動しとらん俺らがやったら怪我しょうもん。
ないない。」と話していたばかりでした。む
むー、名古屋而立会侮れじ。運営事務局の
横でやさしく微笑んでいる「救護班」のお
姉さんはそのためかぁ。
　ちなみに最終種目はリレーです。ざわめ
きが収まらないうちに開会式スタートそし

Ｒｅｐｏｒｔ＆Ｐｈｏｔｏ 

Ｒｅｐｏｒｔ＆Ｐｈｏｔｏ 
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て競技に。各人１～２種目へのエントリー
となります。（騎馬戦はほぼ全員参加）
　競技が進むにつれ、チーム内に妙な連帯
感が流れはじめます。さらに「最下位のチー
ムには罰ゲームがあるらしい」との噂が流
れはじめ、参加者のボルテージはあがって
いきます。
　第１種目こそ「怪我をしない程度に」に
こやかにおこなわれましたが、第２種目か
らはみんな真剣（マジ）になっています。「ブ
ラック頑張れ、オラー！」と応援も罵声に
近づき、そして騎馬戦へ。「こりゃ怪我人で
るなー。」と思いながら私も参加しました。
奇声と悲鳴の中、奇跡的にけが人も出ず、
無事終了。
　そして最終リレーも大盛り上がりで運動
会は終了しました。最初は「運動会かぁ、
疲れるなあ」的な気持ちでしたが、終わっ
た後はさわやかな汗と「もっとやりたい」

Ｒｅｐｏｒｔ＆Ｐｈｏｔｏ 
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Ｒｅｐｏｒｔ＆Ｐｈｏｔｏ 

気持ちになっていました。うーん、ここま
で読んで企画しているとしたら、名古屋而
立会さらに侮れじ。このまま懇親会へ。
　ホテルで実施された懇親会はさすがに
シックな雰囲気でなごやかに行われていま
した、が「さあ最下位チームの罰ゲームで
す！」の声とともに、な、なんとボンテー
ジ姿の女王様が２名ステージに登場。会場
の雰囲気が一変！「さあ、お仕置きよー !」
と、最下位チームのメンバーへ蝋燭と鞭の
攻撃が始まりました。「あ、熱ううー！」「い
てー！」「あ、も、もう一回…」と会場はソ
フトＳＭクラブへとなっていきました。福
岡の若手Ｋ君からは「ああー！俺も最下位
だったら良かったのにー！」と個人的趣味
を露呈する発言まで飛び出す始末。これま
での緑友会の懇親会で「す、すみません、
皆さん座ってくださーい！後ろの方が見え
ませーん！」との声があがることがあった
でしょうか。いや、ない。すばらしい、名
古屋而立会！チャレンジャー！しかし、私
は少し不安になってきました。２月の福岡
セミナーではこれを上回る企画を用意しな
いといけないのでは…と。
　そして、興奮冷めやらぬまま、皆は名古
屋の街へと消えていきました。「明日も講演
会だから、早く帰ろー！」「ＯＫ！」……無
理無理。さて翌日の記念講演。講師はプロ
フェッショナルエアロビック・アスリート
の伊藤由里子さん。体を動かすことの大切
さをにこやかに若々しくお話されました。
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Ｒｅｐｏｒｔ＆Ｐｈｏｔｏ 

　そして、「じゃあ、皆さん、そこで立ち上
がりましょう！」「両手を上に！さあ、ぐーっ
と！」。各所でうめき声が出始めます。
「じゃあ次に足をひろげて！スクワット！」
「ぐわっつ！」「い、いでー！」「…もう、ダ
メ……」
　立派な社会人らしく、朝の身だしなみを
整えて講演に臨んだ皆さん、講演終了の頃
には汗だくで、息も絶え絶えの状態でした。
はい、わかりました。運動不足です。身をもっ
て実感させていただきました。これからは
もう少し体を動かすことにします。
　そんなこんなで大会終了。名古屋而立会
の皆様、大変お疲れ様でした。趣旨の明快
なすばらしい大会でした。
　私たち福岡印刷若葉会も、名古屋大会に
負けないすばらしいセミナーになるようが
んばります。でも、帰りの飛行機の待ち時間、
空港で約２時間の宴会。……それじゃ意味
無いじゃん。

Ｒｅｐｏｒｔ＆Ｐｈｏｔｏ 
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■平成 14 年度  第１回  常任幹事会 

日時：平成 14 年 7 月 6 日（土）午後３時～５時

会場：京都市　料理旅館　登志

   開  会　    矢谷会長

   資料確認　    田中総務
 
   前回議事録の承認 田中総務

   会長挨拶　　　　　矢谷会長

   議長推薦　　　　　小脇君

審議事項
１．サーバー再構築の件 白井サーバー活性化委員長

７月２２日を期限に会員名簿の使用可

URL の正式登録　GREENFRIENS.JP

ID 、パスワードの配布

サーバー活性化委員会メンバーは白
井、戸根木、井上、竹田、多田、岸、
大門の７名

使用説明会を順次開催していく

名古屋大会前泊組のみ第１段開催

フレンズオブグリーンに説明会告知を
掲載する

緑友サーバーにも広報より UP する
出欠席は戸根木君まで

各ブロック常任が一報を各グループ長
に連絡

２．40 周年記念誌発刊の件 小倉さん

今年度末発刊を目処に作業進行中

緑友基金を取り崩しで対応するが、０
にするのは問題である

イベント開催の保険的な存在もあるの
で次期会長とも相談して決済

フレンズオブグリーンに申込書を掲載

１冊１０, ０００円で各グループ２冊
以上購入

３ ．全青協等との今後の取り組み方について 矢谷会長

JC 印刷部会　前田君、スペース２１
早坂君が参加（京都常任幹事会）

次期緑友セミナーに参加を要請

４ ．大阪総会決算報告の件　石井実行委員長

別紙資料参照
総会剰余金で１０冊記念誌を購入しま
す（予定）

５ ．名古屋大会開催の件　棚橋実行委員長

登録締め切りは８月１６日

６ ．福岡セミナー開催の件 

登録費用１８０００円で１５０名参加
で予算を組み直す

７ ．京都総会開催の件 建石実行委員長

京都総会開催日程は５月１７日を予定

８ ．金沢大会開催の件 田中総務

開催日程は８月３０日か９月２７日を
予定 

実行委員長は長野琢也君に決定

９ ．2004 年セミナー開催地の件 森田次期会長

全青協と合同でセミナーを東京で開催
予定

第１回全青協正副議長会議（７月２６
日）に持ち帰り

10．次回の常任幹事会日程及び開催地について

１１月に沖縄にて開催（１１月１６日
くらい）

11 ．その他

   報告事項

   講評　福田直前

   閉会
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■平成 14 年度 第 2 回グループ長・常任幹事会議
 

 日 時：平成１４年１０月１３日（日） 
    午前７時３０分～９時３０分
 会 場：ホテルグランコート名古屋２８階

 開 会    井上君

 会長代行挨拶 福田直前

 資料確認   井上君

 議長選出   大西君

議題１ 福岡セミナー進捗状況 前田実行委員長

交通アクセスは問題ないか？

福岡空港から地下鉄で移動可能である
登録料はおさえられるか？
九州・山口からの動員が可能のため、
検討します

講演内容はどうか？
ダイエー再建計画の立役者であるの
で、かなり期待できる
          詳細は資料参照

議題２ 京都総会進捗状況 為国実行委員長

グループ長・常任感じ会議を総会前に
開催するのは、如何なものか？

総会終了直後の開催、もしくは翌日開
催に変更します
    
登録料       １６０００円
宿泊料        ９０００円
総 会 ３：３０ｐｍ～５：００ｐｍ
懇親会 ６：００ｐｍ～８：００ｐｍ

 

議題３ 金沢大会進捗状況 永野実行委員長

開催日程が平成１５年８月３０日（土）
とあるが、月末は問題では？

各グループ長に回覧したところ、賛否
両論あり、反対が若干多いよって、開
催日程を再検討する

夏休み開催を条件とするなら、子供の
設定金額は検討して頂きたい
          詳細は資料参照

議題４ 平成 15 年セミナー以降の主管グループ立候補の件

平成１５年大会に沖縄が立候補、満場
一致で承認

議題５ 幹事より提言 岸幹事

今回の名古屋大会も同様であるが、
年々参加動員数が減少傾向にある

今後の緑友会の運営を常任幹事会とし
て、しっかり見直す時期ではないで
しょうか。

  

議題６ 40 周年記念誌編集の進捗状況報告 小倉君

校正を回覧しております（会場内）

年内の印刷発刊が可能

できれば、各グループで購入していた
だき、編集に尽力された松浦さんに編
集費用として充填したい

議題７ 会費納入お願い 島会計代行

未納グループを紹介
山形・郡山・新潟・神奈川・名古屋・
北九州・長崎・鹿児島

議題８ その他 井上君

今回の名古屋大会から参加していただ
いた、全国青年印刷人協議会スペース
２１・JC 印刷部会と、今後も歩調を
あわせて、印刷産業の発展のため、是
非、活動をともにして活動していく事
をご理解とご協力願いたい。

次回常任幹事会の件

平成１４年１１月１６～１７日（土・日）
沖縄にて開催
 
審議事項の確認

緑友会サーバーの運用方法について 戸根木君

各グループより参加のサーバー担当
者に説明

直前会長挨拶  福田直前

閉    会  井上君
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ご存知でしたか？ 
緑友サーバー（サイト）http://www.greenfriends.jp/は 
会員であれば誰でもアクセスできる上に更新簡単！ 
誰でも書き換えが可能な電子ホワイトボードなのです！ 

 
　先の大阪総会で承認されて以来、現在緑友サーバーは、アセットナウというソ
フトで運営されています。 
　当初、緑友サーバーは文京の白井さんの好意で、オリーブのサーバーの一部を
お借りして運営費や管理費も実費のみの「お助け＆お願い運営」でした。 
　しかし会員やグループ長間から徐々にサーバー活用に対する要望が強くなり、
常任幹事間からも事務局を持たない当会は名簿やスケジュール・記録・伝達等の
データの管理等をサーバー上で行う必要性が大きいという声に、矢谷会長も「サ
ーバーの活用は会にとって必要不可欠」と判断し、常任幹事は緑友会のコンセプ
トにあったシステムソフトを探すことになりました。 
　低コストでスムーズに会の意思や情報が会員の一人一人に伝わるように、また
管理者に負担が集中しないシステムサイト、そんな都合の良いものがあるのか？ 
　そんな中で千代田印刷人新世会メンバー松田孝氏のアセットナウというソフト
が、管理者不要で、簡単にサイトの更新ができることから緑友会のサイトにふさ
わしいと判断し緑友基金の一部を当てて購入、サイト運営に年会費を充てて運営
しています。 
　早速、サーバー活性化委員担当として白井氏をはじめ常任幹事全員と最後に言
い出しっぺ戸根木（口は災いの元）現在、活性化に日夜奮闘？しているわけです
が、みなさんおくゆかしくシャイな性格なのかあまり、積極的に書き込まれてい
ないのが現状です。 
　このサイトはほとんど制限がありません（さすが緑友の精神！）、しかも緑友
会のメンバーであればログインして何でも、書き込み可能！あなたの良心そのも
のが制限です！  
早速試しにログインして編集してみましょう。もし編集して、不具合が生じても
大丈夫すぐに修正します！気楽にトライしてみてください！！ 
 

◆ログインしてみましょう！◆ 
緑友会のメンバーであれば、ログインはご自身の名前（例、緑友太郎・スペースは入

れない！）と会社の電話番号（0332221111半角ベタ打ちスペースやハイフン無し！） 

 
　まずツール画面が現れます。ここは、“ツールの解説”で説明する項目です。
Asset Now のサイト管理に必要な機能で、アクセス権限をグループ毎に変更するこ
とが可能です（ログインにより表示内容が異なる場合があります）。 
　ここで新たにカテゴリーを作ることができますが、とりあえず無視して、右上にあ
るサイトトップをクリックしてください。（もし緑友会会員全員がカテゴリーを勝手
に作ると収集がつかなくなるおそれがありますので、ルールを確立するまでご了承く
ださいね！） 
　すると見慣れた画面の記事下に編集マークが現れます。これをクリックしてみてく
ださい。 
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●ライター 

ログイン時のユーザ名が自動表示されます。 
 
●タイトルとティーザー 

タイトルは全角１２７文字（半角２５５文字）まで登録可能です（入力は全角１２７文字数
以上入力可能ですが、保存時に制限されます）。 
・タグは使えません（表示が乱れることがあります）。 
・タイトルは自動的にページ本体へのリンクとなります。ティーザーはリンク先に求める情
　報があるかどうかをサイト訪問者に知らせる、重要な情報です。 
・最大全角１２７文字（半角２５５文字）まで登録可能です。表示されます。 

 

●ティーザー画像 
・ティーザーとともに表示可能な画像を登録可能です。 
・画像は自動的にページ本体へのリンクボタンとしても機能します。 
・登録されたままのサイズで表示されますので、サイズにはご注意ください。 
・幅・高さとも１００～２００ピクセル程度が推奨サイズです。 
・「サイトマップ」または「カテゴリーページ」でティーザー画像を表示するためには、「場
　所」の設定で「特別ページ」とする必要があります。 

 

●ページ本体 
・IE5.5以上（Windows版）のパソコンであれば、ワープロ感覚で本文を入力可能です。 
・文字のサイズやカラー変更はもちろんのこと、リンクやテーブルの作成、イメージ画像の
　登録も行えます。 
・入力欄左下のボタンをクリックすると、ソース表示に切り替わりますので、ソースでの入
　力も可能です（ただし、表示内容が完全に再現されない場合があります。またコピー行数
　が多い時には、コンテンツの一部が切れる場合もあります）。編集可能なのはウインドウ

　ズ＋IE5.5以上環境のみです！マックでも簡単に編集できるようにいたしますのでしばし

　お待ちください。（11月現在マックでもネットスケープでアクセスしてHTML編集は可能
　です、掲示板に関しては問題なく書き込みができます。） 

 

●表示属性 
・特定のカテゴリーの中で「タイトル」「ティーザー」「ティーザー画像」が一覧で表示さ
　れますが、この表示順をコントロールすることが可能です。 
・例えば、表示の優先順位を高くする場合にはより大きな数字設定とします。数値はいつで
　も変更可能です（０～１０００まで設定可能です）。 
・ログイン後にサイト上でも確認と変更が可能です。 
・作成中などで表示自体を行わない場合には「アクティブ」のチェックをはずしておくこと
　で対応可能です。 

 

●スケジュール 
・ページを一定期間だけ公開するように予め設定可能です。 
・「開始日」と「終了日」を直接入力（例：2002/01/01）、またはカレンダーから指定し
　ます。 
・「開始日」＝「終了日」の場合には常に表示されます。ただし、指定日が未来の場合には
　その日以降に　有効となります（それまでは非表示です）。 
・「アクティブ」をOFF、未承認などの場合には非表示となります。 
・ログイン後にサイト上でも確認が可能です。 
　※スケジュールアイコンが表示され、マウスのカーソルを合わせると公開期間が表示され
　ます。（「開始日」≠「終了日」の場合のみ） 
 

いかがですか？うまく編集できました？今回は紙面の都合上、Asset Nowの編集部分のみマ

ニュアルから抜粋しました。マニュアルはPDFで緑友サイトからダウンロード可能ですので、

読みながら自分達の会の紹介コーナーでも作ってみてはどうでしょう？特に次期セミナー・

大会・総会等の主管グループはどんどん書き込んで宣伝してください！ 



13

　中四国の緑友会メンバーの親睦を深めるため去る 8 月 24 日、「広島・愛媛・徳島 三県合同例会」を徳島にて開催

いたしました。

　この度は、近県の神戸印刷若人会、また他団体の岡山印工組青年部　・香川印工組青年部の方々にもご参加いただき、

総勢 45 名の参加になりました。

　ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。

　さて、例会の内容は、上記のとおりです。

　この例会を開催するにあたってどういう主旨で開催するのか、徳島一二会メンバーでいろいろ検討したのですが、

まず第一には、緑友会メンバーの親睦を深めることだと考え、三県にとらわれずに近県のメンバーにも声をかけさせ

ていただきました。また、この際、緑友会だけにとらわれず、緑友会のメンバーのいない近県の他団体にも声をかけて、

緑友の活動を理解していただき、会員勧誘活動の手助けになればと言う思いより参加していただきました。

　また、緑友サーバの説明では、東京より戸根木氏に足を運んでいただき、新しくなった緑友サーバの解説をしてい

ただきました。戸根木氏には、遠いところわざわざコンピュータまで持参していただき、懇切丁寧な説明をしていた

だきました。どうもありがとうございました。この場をお借りして、御礼申し上げます。

　次に、この不況のなか、気持ち的に沈んでいる方が我々も含め多いと考え、「元気が出る講演」と名を打って、濱田

　豊先生に講演をお願いしました。濱田先生は、経営的にいろいろな経験をされ、大きな成功を修められてます。現

在は経営コンサルタントとして活躍されています。

　しかし、実際の講演は、我々がめざしていたものと少しちがい、すごく現実的に「この不況をいかに乗り越えるか」

というシビアかつ具体的な話であり、現実を突きつけられた私などは、元気が出るどころか、いろいろと考えさせられ、

気持ち的にへこんでしましました。

　あまりにもシビアな話で参加された皆様の感想もいろいろだったようです。しかし、みなさん一様に真剣に聞いて

いただけた（希望的推測）ようで、我々の当初の思惑とはちがったものの、別の意味でよかったのではないかと感じ

ております。

◆各地事業報告◆

第 44 回東北青年印刷人連絡協議会

日 　時　2002 年 9 月 6 日（土）

場 　所　秋田　キャッスルホテル

 9 月 6 日、秋田市のキャッスルホテルを会場に、第

44 回東北青年印刷人連絡協議会が約 90 名の参加のも

と開催されました。

 全国印刷緑友会からは、福田会長代行、森田次期会長、

原常任幹事よりご参加をいただき、全青協の登坂議長

とともに華を添えていただきました。

 東北６県から緑友会に参加したグループのはじまり

は、この東青連がはじまりと聞いていますので、今後

も未加入グループについては、全国印刷緑友会への参

加を働きかけてゆきたいと思います。

全国印刷緑友会広島・愛媛・徳島三県合同例会

日　 時　2002 年 8 月 24 日（土）

場 　所　ホテルサンシャイン徳島　アネックス

例 　会　PM4:00 ～ PM6:00

　　　 　各グループ近況報告

　　 　　緑友サーバ説明

　　 　　講演「明日に向かって今日からの出発」

　　　　　  講師　濱田　豊先生

記念撮影　懇親会　PM6:30 ～ PM8:30
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 9 月 27 日、小雨のなか京都主管で開

催させていただきました。 

嵯峨駅発のトロッコ電車に乗り亀岡へ行

き、そこ から京都・嵐山まで 2 時間の

川下り、河原で記念写真、 嵐山を散策し

て頂いたあと、家族を交えての和やかな

懇親会。 

参加して頂いた皆さん、有難うございま

した。 

 また来年大阪でお会いしましょう。

日時　2002 年 9 月 27 日（土） 

場所　嵐山　花筏

大阪青年印刷人クラブ主催 第 36 回トップ印刷人セミナー

　大阪青年印刷人クラブ主催の「第 36 回トップ印刷人セミナー」が９月 28 日、神戸市北区の有馬グランドホテル

で２年ぶりに開催され、同クラブメンバーをはじめ、全国印刷緑友会傘下団体、大阪青年印刷人協議会の会員ら約 80

人が参加した。

　36 回目を迎えた今回のトップ印刷人セミナーは、講師に松井証券社長の松井道夫氏を予定していたが、直前に不

幸があり、急遽、同社専務の元久存氏が「革命期の経営論～天動説から地動説～」をテーマに約２時間にわたって講

演した。

開会に先立ち、あいさつした小脇会長は「厳しい経済環境が続いている中で、企業存続に向けて今まで以上に真剣な

姿勢で改革に取り組まなければ生き残れないと思われる。お客様のニーズを先取りすることが必要となった今、組織

改革に積極的に挑戦している松井証券さんの経験談を聞いて変革のスピードを身をもって知り、明日の経営の糧にし

ていただきたい」と述べた。

　引き続き、元久氏の講演に移り、独自のビジネス哲学のもとに躍進を続ける松井証券の展開を紹介しつつ、その背

景にある創業 80 余年の業歴に裏付けられた証券仲介業の経験と過去を否定し事業を再構築したビジネスモデルの転

換について講演した。

　業態の転換が迫られている印刷業界にあって参加者は、熱心に元久氏の講演に耳を傾け、同社が行った組織改革を

参考にしようとメモを取る姿が目立った。

講演終了後には、会場を移して懇親会が催され、参加者は初秋の裏六甲で交流と親睦を深めた。

なお、同クラブ主催の「トップ印刷人セミナー」は今後、２年に１回の開催となり、次回は平成 16 年に開催する予

定となっている。

日時　2002 年 9 月 28 日（日） 

場所 神戸市北区 有馬グランドホテル

京都青年印刷人月曜会主管 京阪神合同例会
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■私にとっての緑友会の魅力とは？それは全国に同業の経営者の方たちと出会え、価値観を
分かち合えること。印刷会社は割と地元密着で仕事しますよね。特に東京にいるとほとんど
出張はない。小さいころから全国を飛び回る仕事をしたいと思い描いていたので緑友会の行
事は魅力的であった。仕事といえるかは別として、自分の思いを実現してくれたことになる
かな。世界を股にかけたビジネスマンというのも夢のひとつ。次なる野望はワールドワイド
緑友会？

■先の大阪総会前のグループ長常任幹事会で、議長を努めさせてもらった。 そのときの議案
のなかに緑友新サーバ、「ＡｓｓｅｔＮｏｗ」の承認があった。予算も見込んでいなかったも
のを仮払金の形をとって、返済していくという苦肉の策をとった。常任幹事のあいだでは
サーバの問題を何とかせねばという大前提があり戸根木常任幹事の行動力（根回し）により
承認された。この事に一番喜んでいたのは白井サーバ担当ではなかろうか。ＡｓｓｅｔＮｏ
ｗの導入によりサイト管理が複数（実質全会員）に移行できるからである。白井さんは緑友
サーバ立ち上げのころから尽力され現在の緑友会情報通信の根幹を担ってきたことは誰の疑
う余地のないこと。さーあとはどう使うかが我々の腕の見せ所だ（と他人行儀に考えてい
る）。コンテンツビジネスを誇る印刷業界。ＩＴの環境もここ一年で大きく変わりましたよね。
常時接続の環境が情報産業を大きくかえることは確かでしょう。今までは裏サーバや裏掲示
板には反応が多かったと思う。事実、裏情報は役に立ちました、厳選リンク集や裏掲示板は
一服の清涼剤のような効果があった（笑）。緑友サーバのおかげで色々勉強させてもらいまし
た。裏の文化も継承しつつ、内容の濃いものを作りましょう。ＡｓｓｅｔＮｏｗを使えるだ
けでも価値があると思いませんか？

■緑友会のあり方が問われている、経済環境の変化がその要因の一番大きなところだろう
が、世代の変化もある。全国に印刷に携わる同士がいると思うと、勇気が湧いてくる、知恵
が湧いてくる。緑友会としての思想を伝播するときなかもしれない。思想を伝えようと思うと、
狂気や熱狂しないと伝わらない。パッションともいえる。実行委員長の方に行事前に会うと
ある種、狂気寸前だ。行事後は安堵と充実感が伝わってくる。あの狂気になるときに緑友の
思想が伝わってくるのだろう。

緑友会狂想曲

東京プロセス青樹会

 大西　英資

・

年々、深刻化する経済状況。印刷業界もご多分に漏れず不況真っ只中。そんな中でも利益を上げ
ている緑友メンバーも多いんでしょうね。福岡セミナーでは、ぜひそんな元気を貰いたいですね。                                   

FG 編集委員会

藤田 靖氏 株式会社プリプレスセンター 代表取締役　 

バトンを藤田さんにリレーいたします。

〒 060-006　北海道札幌市中央区南三条 9 丁目新和プラザ
　　　　　　TEL 011-272-6670　FAX 011-272-6680
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◆第３６回全国印刷緑友会　福岡セミナー

開催日：2003 年 2 月 22 日（土）
会　場：シーホークホテル＆リゾート
登録料：18,000 円（予定）
主　管：福岡印刷若葉会

◆第４６回全国印刷緑友会　京都総会

開催日：2003 年 5 月 17 日（土）
会　場：ぱるるプラザ京都
登録料：14,000 円
主　管：京都青年印刷人月曜会

◆第４６回全国印刷緑友会　金沢大会

開催日：2003 年 9 月 13 日（土）・14 日（日）
会　場：金沢エクセルホテル東急
登録料：未定
主　管：金沢青年印刷人クラブ


