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4　月　の　行　事　予　定

1 金 17 日

2 ㊏ 18 月

3 日 19 火 ＯＧＳ役員会

4 月 20 水

5 火 21 木

6 水 22 金 ジャグラ本部理事会

7 木 23 ㊏ スペース21総会

8 金 24 日

9 ㊏ 25 月

10 日 26 火

11 月 27 水

12 火 近畿地協第２回幹事会 28 木

13 水 29 金

14 木 コスモス会役員会 30 ㊏

15 金 D.D.S.S. セミナー

16 ㊏

５月の行事予定 ６月の行事予定
14 日（土）　近畿地協ゴルフコンペ　
23 日（月）　ＯＧＳ総会（ホテル日航大阪）

 9 日（木）　大阪府ものづくり理振興協会総会
21 日（火）　大阪印刷関連団体協議会総会
23 ～ 25 日　ＪＰ展
24 ～ 27 日　ジャグラ北海道大会（札幌）
　　　　　　 ※総会・文化典・懇親会は 25 日（土）

OGS総会
5 月23 日（月）

16：30～
ホテル日航大阪



第4回　ジャグラ年賀状
デザインコンテスト作品募集開始

今年もドド～ンとご用意 100万円
―募集期間 ２０１６．4.1（金）～6.30（木）―
　（一社）日本グラフィックサービス工業会は2017年の干支
である酉（とり）や縁起物をあしらった年賀状デザインコンテ
ストを実施し、優秀作品を表彰します。
　募集部門は従来からの「カラー部門」「モノクロ部門」「学生
部門」「喪中部門」に加え、「世界遺産部門（国内遺産が対象）」
を新設。表彰100点、賞金総額１００万円です。選出した優
秀作品は、ジャグラ会員企業の年賀状ビジネスに無償でお役立
ていただきます。皆様奮ってご応募ください。

 

申年 年賀状コンテストアンケート結果
─78%がデザインに満足と回答、利用会員も増加！
ジャグラ経営委員会が昨年実施した「第三回2016年申年年
賀状デザインコンテスト」には会員企業やデザイン専門学校生
から450点を超える応募があり、表彰作103点による「年
賀状見本帳」を作成し、ジャグラ会員の皆様に無償で商用利用
していただきました。今年も４月１日より酉年の年賀状デザイ
ンコンテストを実施しますが、その参考とするためにアンケー
ト調査を行いましたので紹介いたします。

アンケートの概要
実施対象　ジャグラ正会員 869 社（2015 年 12 月末時点）
実施時期　本年１月 18 ～ 31 日
実施方法　ファクスにて全会員に送付
回 収 数　108 社（回収率 12.4%）

■ アンケート結果
Ｑ１：回答者の年齢（回答数 108）
～ 20代 1.9%（ 2） 30代 19.4%（21）
40代 26.9%（29） 50代 29.6%（32）
60代 20.4%（22） 70代 1.9%（ 2）
80代～ 0.0%（ 0）
Ｑ２： 業態について（複数回答可 / 回答数 108）
オフセット 76.8%（838） オンデマンド 83.3%（90）
デザイン 56.4%（61） 製版 37.9%（410）
製本 45.3%（49） 用紙 5.5%（ 6）
出版 19.4%（21） Web/ソフト開発 17.5%（198）
その他 10.1% （11） （GS. No. 772より）

JAGRA

　第58回ジャグラ文化典北海道大会
は 6月 24日～ 27日、北海道地方協
議会が主管で札幌市において開催さ
れます。
　24日（金）は支笏湖畔の秘湯丸駒温
泉にてウェルカム・パーティを開催。
源泉掛け流しの天然温泉。雄大な自
然が広がる支笏湖の森で、心と体を
ほぐす至福の時間を過ごすことが出
来ます。
　25日（土）は総会・文化典・懇親会
を札幌パークホテルにて開催。
　札幌を代表するシティホテル、札

幌パークホテ
ルは緑豊かな
中島公園の景
観と心地よい
空気、そして
キャストの笑
顔が皆様を迎
えてくれます。
　総会・文化
典開催中は
会員と同行

の方々のために、“まっさん日帰りツ
アー”を企画。ニッカウヰスキーの
創始者である竹鶴政孝の残した足跡
とリタ夫人の生い立ちや資料を紹介
しているニッカ館を訪れます。
　懇親会には、みんな揃って全国の
会員と交流を深めてください。
　26日（日）～ 27日（月）は一泊二日
のオプショナルツアー。
　日本最北の酒蔵 国稀酒造、100
周年のアイヌ記念館、木工の町旭川

の最新工場、そして美瑛町“白金四
季の森ホテルパークヒルズ”で一泊。
翌日は青い池、パッチワークの路を
巡り、咲き始めたラベンダーの庭、
富良野の森を回ります。旅行代理店
ではあり得ない特別なツアーで北海
道を満喫してください。
　ひゃー！こんなツアー見たことな
い！今すぐ飛行機の予約を！
 （北海道大会案内から抜粋）

豊穣なる大地に集う 仲間と、そして未来に向かって
―今すぐ飛行機の予約を―　 　　

北海道
大会

「大会テーマ」

札幌パークホテル

大通公園

国稀酒造

ラベンダー

◇

◇

◇

◇

6月24日（金）～27日（月）



　明治初年から大正初期まで、ずっと堺の製造業の
第一位を誇っていたのはなんと酒造業。
　堺の酒造家・鳥井駒吉（アサヒビール株式会社の
前身、大阪麦酒創業者）による、清酒のビン詰め輸
送の発案（それまでは樽（たる）詰め）が、清酒の
普及に大改革をもたらしました。これをきっかけに

戦前までの堺の
酒造業者は全国
各地へ清酒を出
荷していたので
す。しかも、彼
らは品質向上と
安定生産を目指
した「改良試験
所」に「精米会
社」、資金調達

のための「銀行」、輸送効率化のための「鉄道」を次々
に創設。ついには朝鮮・中国・台湾・アメリカなど
の海外へも積極的に輸出の幅を広げていったのです。
その記録は、残された瓶詰めラベルにもきちんと記
載されています。
　今展覧会では、これらのラベルを印刷していた老
舗印刷会社と郷土史家の協力の元、酒造業が最も盛
んだった明治期の清酒ラベルとチラシ (引札 ) を中心
に展示。展示物には当時の時代背景や、酒造業者が
近代堺の発展にいかに寄与していたかを知る情報が
隠されています。
　残念ながら、活版の原板はすでに消失してしまっ
ているので原本は清刷と校正刷りのみ。さらにそれ
を写真で撮影した物が今回の展示品です。それでも
多くのことを、私たちは印刷会社として、また経営
者として学ぶことが出来るはずです。（レポートY・T）

３月
７日（月）　D.D.S.S.特別講演会 / 交流会
 （ヴィアーレ大阪）
16日（水）　ＯＧＳ役員会
17日（木）　コスモス会役員会
25日（金）　本部理事会

次回役員会
４月19日（火）18時～　ＪＰビル8階会議室

総 務 報 告
日　時　平成 28 年 3 月 16 日（水）18：00 ～
場　所　ＪＰビル 8階会議室
出席者　岩下理事長、山田副理事長、山本副理事長、
　　　　岡専務理事、大家理事、小幡理事、木原理事、
　　　　佐藤理事、杉浦理事、田中監事、宗次監事、
　　　　田中コスモス会会長
議　案（本部・各部報告その他）
・  補助金関連勉強会（2/15）報告
・ 本部・コスモス会・平成会　報告
・ 5/23（月）ＯＧＳ総会に向けて

第10回　役員会 報告

清酒の瓶詰めは堺から始まった―堺の銘酒ラベル展
大正時代までトップだった堺の産業は酒造業！？　主に明治時代を中心
に、日本全国や海外にまで出荷していた堺ブランドの銘酒を活版ラベル
で振り返る展示会を「紙cafe produced by TOUR DE SAKAI」で開催中

日　時　４月30日（土）まで展示予定　10：00 ～ 18：00
場　所　紙cafe produced by TOUR DE SAKAI
　　　　〒590-0952　堺市堺区市之町東２丁１－３（山之口商店街内 夢浪漫本舗）
　　　　TEL/FAX　０７２－２２８－５２０１
参加費　無料

華やかなデザインの明治期のラベル

配られていたチラシ(引札) 広告左下には、「堺立花刀」の文字。
「堺」は地名、「立花」は「印刷会社名」、
「刀」は版木を彫ったという意味？
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OGS第46期通常総会・懇親会のご案内
－永年勤続従業員表彰も併催－

　大阪府グラフィックサービス協同組合第 46期通常総会
を下記のとおり開催いたします。多数の皆様にご出席賜り、
充分なるご審議、ご検討をいただきますようご案内申し上
げます。
　又、今回も勤続年数 5年以上 10年まで（平成 28年 3
月 31日現在）の従業員を永年勤続従業員として表彰しま
す。申請の場合は事務局までお申し込みください。

記
日　時　平成28年５月23日（月） 
　　　　受　付　16：00 より
　　　　総　会　16：30 より　4F   白　鳥　
　　　　懇親会　18：00 より　32F スカイテラス
会　場 ホテル日航大阪　　
　　　　　　大阪市中央区西心斎橋 1-3-3　
　　　　　　TEL　06－ 6244－ 1111（大代表）
会　費　１社につき１名は無料
　　　　（２名様以上ご出席の場合は、お一人につき＠12,000円）
お申し込み　大阪府グラフィックサービス協同組合 事務局
　　　　　　FAX  ０６－６２２７－８５２２
〆　切　平成28年 4月25日（月）

本社移転のお知らせ
株式会社SEIUNDO（代表取締役社長 田畑良一氏）が
下記住所に移転されましたのでお知らせします。　　　

記
新住所：〒541-0041
　　　　大阪市中央区北浜1-1-14 北浜一丁目平和ビル7F
新TEL：06-6201-8555　　　新FAX：06-6201-8556
業務開始日：平成28年３月28日（月）

近畿地方協議会
ゴルフコンペのご案内

　近畿地協では高齢者になっても出来るスポーツである
ゴルフを通じて、体力増強と ｢近畿はひとつ｣ の合言葉
のもと、交流を深めるためにゴルフコンペを開催するこ
とになりました。５月はゴルフにとって最高の季節です。
多数の皆様方のご参加をお願いいたします。

記

日　時：５月14日（土） ７時39分　インスタート
　　　　集合は7時
コース：太平洋クラブ六甲コース
　　　　〒673-1244 兵庫県三木市吉川町水上1582-1
参加費：10,000円 (景品・パーティ代含む)
　　　　プレー費・売店使用等は、各自でご精算ください。
お申し込み：大阪府グラフィックサービス協同組合
　　　　　　FAX　０６－６２２７－８５２２

JP2016　情報印刷産業展
―印刷新世紀の波、身近に体感―

　｢JP2016情報印刷産業展｣は６月23日（木）から25日
（土）までの３日間、インテックス大阪５号館を会場に開
催される。

　｢印刷とスマホで築く豊か
な生活環境｣をテーマに、地
場産業印刷の活力を地域活
性化に結びつけるジョイン
ト策として印刷業界と発注
者クライアントとで具体化
していく意思を外部に示す。
業界のわずかな動きを感性
で捉え、明日への道を開く
ヒントにして欲しい。

JaGra SPACE 21 総会
キャノンマーケティングジャパン本社で開催

―参加の呼びかけ―
総会前段でカメラ・オフィス機器で有名なキャノン社にご
協力いただき、印刷業界と親和性の高いオセ社製オンデマ
ンドや imagePress シリーズなど、軽オフセット機の代替
えとして活用する場面を、事例を交えて紹介します。又、
特別セミナーや見学ツアー等、総会以外はすべてのジャグ
ラ会員の参加が可能です。多くの皆さんの参加をお待ちし
ています。
日　時　2016年 4月 23日 ( 土 )
場　所　キャノンマーケティングジャパン本社
　　　　東京都港区港南２－１６－６
登録料　8,000 円
　　　　(特別セミナー・見学ツアー・懇親会費が含まれます）
　　　　セミナー・見学ツアーのみ参加の方 3,000 円
お問合せ　ジャグラ SPACE-21 事務局
　　　　　tel：０３－３６６７－２２７１
　　　　　e-mail：space21@jagra.or.jp

　はや！！　ビアパーティ？？
　今年はいつもの ANA クラウンプラザホテル大阪を
貸し切ります。300 名以上の参加が必要です。
　と　き：平成 28 年 9 月 7 日（水）　19:00 ～ 21:00
　ところ：ANA クラウンプラザホテル大阪
詳細は後日になりますが、皆様のご予定表に書き込んでいた
だきますようお願いいたします。

 D.D.S.S. 経営革新研究会
第1回セミナーのご案内

テーマ：「ブランドづくりと商品戦略」
日　時　４月15日（金）16：00～17：30
場　所　富士ゼロックス株式会社
　　　　ドキュメントコア・オオサカ2Fセミナールーム
　　　　大阪市中央区本町3丁目5番7号
講　師　㈱日本マーケティング塾取締役 寺尾友規 氏
参加費　1,000円/人（D.D.S.S.会員は無料）
申し込み〆切　４月12日（火）


