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6　月　の　行　事　予　定

1 水 17 金 ＯＧＳ役員会
D.D.S.S. セミナー

2 木 18 ㊏

3 金 19 日

4 ㊏ D.D.S.S. ファシリテーション講座
［基本コース］ 20 月

5 日 21 火 大阪印刷関連団体協議会総会

6 月 22 水

7 火 23 木 大阪府中小企業団体中央会総会

ＪＰ展8 水 24 金

9 木 大阪府ものづくり振興協会総会 25 ㊏

10 金 26 日
　ジャグラ北海道大会（札幌）
　※総会・文化典・懇親会は25日（土）

11 ㊏ 27 月

12 日 28 火

13 月 29 水

14 火 30 木

15 水

16 木

７月の行事予定
  2日（土）　D.D.S.S.ファシリテーション講座 ［フォローアップコース］
13日（水）　ジャグラ近畿地方協議会第3回幹事会
21日（木）　コスモス会 役員会

OGSビアパーティ
9月7日（水）
19：00～

ANAクラウンプラザホテル大阪



　５月23日（月）ホテル日航大阪
に於いてOGS第46期総会が開催
されました。
　司会は平成会 田治宏敬氏。開
催に先立ち、故人となられた多
くの組合員に対して、感謝の気
持ちとご冥福をお祈りし、黙祷
を捧げました。
　組合員総数82社、当日出席38

人、委任状提出30人、合計68人の出席を得て、定款第38
条の規程により本総会が成立し、開会が宣言されました。
　今回は近畿経済産業局産業部クリエイティブ産業ユ
ニットサービス産業室長の浜﨑浩氏がオブザーバーと
して、初めて総会に出席されました。組合員の声を身
近に聞くことによって、我々印刷業界への理解を一層
深めてくれるものと期待します。
　岩下理事長の挨拶では、まず “熊本地震” で被災され
たジャグラ組合員に対しお見舞いの言葉ののち、「会員
企業の経営力強化に繋がる情報の提供、教育事業など
を実施する。又、新執行部には震災などに備えたBCP
（事業継続計画）の基盤作りを推進して欲しい」 と、新
執行部への期待を述べ、 「理事長として３期６年の任務
を果たすことが出来たのは組合員の皆さんの協力のお陰
だ」 と感謝の意を示しました。
　引き続き新旧年度事業ならびに収支決算・予算等に
ついて審議され、事業計画についていくつかの質問が
あったものの、いずれも原案通り承認可決されました。
又任期満了に伴う役員改選では、新理事長にあさひ高
速印刷（株）の岡 達也氏を選出しました。
　就任の挨拶に立った岡新理事長は 「前岩下理事長・
元山本理事長から組合について学んだ。教えを忠実に
守り、業界や組合員のためになる事業をしていきた
い。前理事長からOGSの舵取りを引き継いで約20才若
返った。若い方がいいということではないが、新しい

時代にマッチした、いい組合になるように努力してい
く。」 と決意を述べ、総会は無事終了となりました。
　尚、第１回役員会に於いて決定した役員は次の通り
です。
▽理事長：岡達也氏（あさひ高速印刷㈱）　▽副理事長：
岩下登氏（㈱登プリント社）、黒木伸治氏（㈱アーツ）、
杉浦正樹氏（㈱羽車）　▽専務理事：小幡利之氏（㈱ＴＯ
Ｐ印刷）　▽理事：大家一仁（㈱シンカ・コミュニケー
ション）、木原庸裕（㈱遊文舎）、佐藤元（㈱イデアル）、
東條章樹（㈱コンパス）、前田明（㈲トーヨープリント）、
宗次健太（㈱ディーネット）、安平健一（㈱ダイム）　　
▽監事：田中範子（ホウユウ㈱）、山田益子（㈲ぺいじ・
わん）、山本耕司（やまかつ㈱）

懇親会は32階スカイラウンジで開催
　総会終了後は恒例の懇親会を
開催。ご来賓、賛助会員、組合
員を含め約110名が出席しました。
　はじめに岡新理事長が 「ジャ
グラの気軽に話し合える文化を
継承しながら仲の良いOGS、仲
の良いジャグラを目指していき
たい。そして業界のため、組合
員のためになる事業に取り組ん
でいく」 と所信表明をしました。
　来賓のご挨拶、前理事長へ花束贈呈の後、乾杯は
OGS理事長と同様、若返った大阪府印刷工業組合の新
理事長 作道孝行氏。業界の未来は若いリーダー達に
よって益々発展する予感がする新年度の幕あけです。
　懇親会は和やかに進められ、山本理事による恒例の
“一歩前へ” の一本〆で閉会となりました。（広報）
 記事・写真協力：ニュープリンティング

OGS第46期　通常総会

新理事長にあさひ高速印刷㈱の岡 達也氏を選出
―業界のため、組合員のためプラスになる事業に取り組む―
総会：平成28年5月23日（月）16：30～　　懇親会：18：00～　　於：ホテル日航大阪



５月
13日（金）　D.D.S.S.経営革新研究会セミナー
14日（土）　近畿地協ゴルフコンペ　
20日（金）　大阪府印刷工業組合総会（太閤園）
21日（土）　大阪府製本工業組合総会（シティプラザ大阪）
23日（月）　ＯＧＳ総会（ホテル日航大阪）
27日（金）　ジャグラ愛知総会

次回役員会
6月17日（金）18：30 ～　（三役会は18：00開始）

総 務 報 告
平成 27 年度 第 12 回役員会
平成 28 年 5 月 23 日（月）13：30 ～
ホテル日航大阪４階にて第 12 回役員会を開催し、総
会の打合せを行った。

平成 28 年度 第１回役員会
総会終了後、新理事長のもと、新年度三役・理事を
決定
役員詳細は通常総会報告に記載

役員会 報告

『第３回　かるた市』開催
　株式会社 羽車

　5月 7日（土）10：00 ～ 17：00　第 3回目の「か
るた市」を開催しました。「かるた」はイタリ
ア語で「紙」。「紙」を楽しんでいただきたいと
いう思いから当イベント名に採用しました。大
人も子どもも楽しめる、参加型イベントとして
3 回目です。堺市へ本社工場を移転した 2011
年 5 月から計画し、2014 年 5 月に 1 回目を開
催しました。近隣にお住まいの紙好きな方々の
話題となることを目指しています。
　イベント内容は、①封筒・カードの量り売り
100g＝￥100、②封筒の製造現場を楽しく紹介
する工場見学、③紙で手づくりを楽しむKIDS
向けワークショップ、④みんなで楽しむビジネ
スゲームは大人向けワークショップ、⑤羽車の
取り組みや・紙・文具にまつわる話のセミナー
など。

　封筒やカードの量り売りが珍しいこともあっ
て人気でした。KIDS 向けワークショップは、
紙を素材としたお面と冠作成が今回のテーマで
す。多くのご家族が真剣に取り組む姿に圧倒さ
れて、担当スタッフがスペースの拡張を行いま
した。
　外部のお店や作家さんのご協力で 14 のイベ
ントも同時開催できました。来場者数は、目標
の 500 名を上回る 700 名でした。
　駐車スペースの確保などの問題はありました
が、大きなトラブルもなく終了できました。地
域貢献の一つとして紙好きが集えるイベントを
今後も開催する予定です。
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D.D.S.S. ビジネスマーケティング研究会
第２回セミナーのご案内

テーマ：
『ユーザーイノベーションが切り開く新たな可能性』

　SNSの普及で、消費者がモノの売り方や魅せかたを開
拓するようになっています。
　そうした中、企業のマーケティングや経営戦略はどうあ
るべきなのでしょうか。
日　時　６月17日(金)　 pm.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　神戸大学経営学研究科　教授　小川　進氏
参加費　1,000円/人　（D.D.S.S.会員は無料）
〆　切　6月15日（水）

まだ間に合います
第４回 ジャグラ年賀状

デザインコンテスト作品募集
―募集期間　2016. 4. 1（金）～ 6.30（木）―

「カラー部門」「モノクロ部門」「学生部門」「喪中部門」
「世界遺産部門（国内遺産が対象）」
　

皆様奮ってご応募ください。

MOTOYA drupa 2016報告会のご案内
 ㈱モトヤ
　2016年５月31日からドイツ・デュッセルドルフに
て、４年に１度の世界最大のプリントメディア・メッセ
｢drupa 2016｣が11日間にわたり開催されます。
　今年で第16回目を数える｢drupa」は、将来への技術動
向と方向性を示す展示会という性格が強い展示会でもあ
り、全19ホールに50ヶ国以上の国から1800社を超える
企業が出展します。
　この｢drupa 2016｣に弊社社員を派遣し、収集してき
ました最新技術や動向について印刷機材商社の目線で見
た内容の報告会を開催いたします。

日時　平成28年6月21日（火）
　　　14：00～ 15：30（13：30受付開始）
会場　㈱モトヤ大阪本社　5階ホール
　　　大阪市中央区南船場1-10-25
定員　80名

熊本地震義援金募集
　ジャグラでは、被災会員の方々への支援を全国の仲間と
共に行っています。「ジャグラは一つ」を合い言葉にこの難
局を乗り越えていきましょう。全国のジャグラ会員各位に
は義援金のご協力をお願いたします。

SPACE-21　新会長に大阪の佐藤 元氏
　ジャグラ青年部SPACE-21は４月23日、平成28年度総
会を開催し、新会長に大阪の佐藤 元氏(㈱イデアル)が選出
されました。

お知らせ

吉岡会長に藍綬褒章
個人情報保護推進やプライバシーマーク普及などの功績

　平成28年春の叙勲・褒章が公表され、ジャグラ会長
吉岡 新氏が藍綬褒章の栄に浴しました。
　吉岡会長は東京グラフィックス（東京地協）の会長を務め
たあと、ジャグラ会長に就任するなど業界の要職を歴任し
ているほか、個人情報保護の推進やプライバシーマークの
普及などその功績も十分あり、まさに業界の顔として活躍
されています。
　伝達式は５月17日に予定されておりますが、業界では
その功績を祝福しようとの意向が高まっており、祝賀会も
開催する方向で検討が進んでいます。
●履歴と主な功績
昭和25年７月生まれ（65歳）
現職　（一社）日本グラフィックサービス工業会　会長

共立速記印刷（株）　代表取締役会長
平成10年９月　 （社）日本グラフィックサービス工業会

常任理事（４年）
平成16年９月　同　常任理事（４年）
平成20年９月　同　副会長（２年）
平成22年９月　同　会長（４年）
平成26年４月　 （一社）日本グラフィックサービス工業

会※　会長（２年）
※同上の名称変更による

●主な功績
1． 個人情報保護の推進とプライバシーマークの普及に
関する功績

2． ビジョン「ジャグラ2010ビジョン」「中小印刷会社の
ための電子出版電子書籍ビジョン」を策定した功績

3． 公益法人改革における一般社団法人への移行を実施
した功績

4． 東日本大震災に対する被災会員への支援に果たした
功績

5． ジャグラBCP宣言と会員へのBCP普及啓発に果たし
た功績

6． 年賀状デザインコンテストの実施の功績
GS05(no.774）から転載
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