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8　月　の　行　事　予　定

1 月 17 水 ＯＧＳ役員会（18時～ＪＰビル8階会議室）

2 火 18 木

3 水 19 金

4 木 20 ㊏ 印刷産業人納骨塔追悼法要（高野山大霊園）

5 金 21 ㊐

6 ㊏ コスモス会　旭紙工見学会
全国製本誠友会大阪大会（シティプラザ大阪） 22 月

7 ㊐ 23 火

8 月 24 水

9 火 25 木

10 水 26 金

11 ㊍
山の日

27 ㊏

12 金 28 ㊐

13 ㊏ 29 月

14 ㊐ 30 火

15 月 31 水

16 火

９月の行事予定
2日（金）　スペース21幹事会（秋田）
3日（土）　近畿地協幹事会・懇親会（和歌山・加太）
4日（日）　ＯＧＳゴルフコンペ（関西空港ゴルフ倶楽部）
7日（水）　ＯＧＳビアパーティ（19時ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪）
9日（金）　コスモス会ＳＮＳセミナー
　　　　  D.D.S.S.セミナーワークショップ「ファンサイトの実践」

13日（火）　D.D.S.S.視察会
　　　　　（横浜みなとみらい・富士ゼロックスお客様価値創造センター）
14日（水）　印刷の月記念式典（東京）
15日（木）　コスモス会役員会
21日（水）　ＯＧＳ役員会
　　　　　 D.D.S.S.勉強会「バランススコアカード研修」（全4回のうち第1回）

　　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

　　OGSビアパーティ

近畿地協幹事会・懇親会
9月3日 （土）
和歌山・加太

OGSゴルフコンペ
9月4日 （日）

関西空港ゴルフ倶楽部



　６月 25 日に北海道札幌にて開催されたジャグラ第
51 回定時総会にて会長に選任されました中村です。
改めて会長の責務の重さを感じているところです。
　さて、前任の吉岡会長は３期６年にわたり会長職
を続けてこられました。この間、ジャグラの行政改
革や財政改革を実施したほか、新しい事業の推進に
おいても年賀状デザインコンテストの実施や、イ
ンデザイン等組版技術のスキルアップを図るための
ジャグラコンテストの実施等、会員のためになる事
業を推進してこられ、大きな功績を残した方です。
この後を継ぐことのプレッシャーは並たいていなも
のではありませんが、腹をくくってジャグラのため
に尽力して参りたいと思います。
　そのために、第一に原点に返って組織のあるべき
姿をイメージする必要があります。我々の先達は、
何もないところから組織の必要性を強く感じ、東西
の業者による交流会を持ちながら全国組織の結成に
つなげていった訳ですが、ジャグラという組織を、
原点に返って見直そうではありませんか。
　組織拡大は、大きな目標としてありますが、数を
求めるだけでなく、組織の強さにつながるように考
えていきます。会員数は平成２年に 2100 社を数え、
それ以降、減り続けております。平成 27 年３月期に
は会員増がありましたが、一時的なものでした。こ

れからは従来の組織拡大はもちろんですが、それに
加えて、新しい世代にも参加していただける方法を
考えていきたいと思います。ジャグラBBや広報（機
関誌、ウェブ）等を通じた会員強化拡大ができるよ
うにしていきたいと思います。
　また、今後のジャグラの方向を決めるために、新
たにジャグラ運営基盤戦略会議を設置し、ジャグラ
の行く末を検討できる場にしていきたいと考えてい
ます。そのために、地方協議会（地協）の意見を運
営基盤戦略会議に反映することにしています。地協
は、これまで本部と支部とをつなぐ役割を担ってきま
したが、その本質的な部分に光をあて、もっと機能
を果たせるような形にして参りたいと考えています。
　さらに、「年賀状デザインコンテスト」「ジャグラ
コンテスト」に次ぐ第三の事業を創出していきます。
事業の創出は簡単なことではありませんが、今期の
課題としていきたいと思います。
　ジャグラの運営に最も必要なことはいずれも「会
員目線」に立って考えるということです。880 社の
ジャグラを運営するには、副会長をはじめとする理
事の皆さま、地協会長をはじめ地協役員の皆さま、
支部長をはじめ支部役員と支部会員の皆さまのご協
力なくしては実現できませんので、倍旧のお力添え
をお願い申し上げます。� （GS07 から抜粋）

所・信・表・明
日本グラフィックサービス工業会　会長に

中 村　耀 氏 就任
「強いジャグラ」

JAGRA SPACE21 全国協議会

石川大会のご案内
テーマ　魅せるブランドの作り方

　ジャグラの青年部である「SPACE-21」は、これから印
刷会社経営を引き継いでいこうとする⼈たちの相互研
鑽の場として組織されています。きたる11月12日(土)、
下記の通り石川県金沢商⼯会議所において全国協議会を
開催します。是非、金沢の地にお越しくださいますよう
お願いいたします。

記
日時：平成28年11月12日(土)
　　　13:30 ～（12:30受付開始）

会場：協議会　金沢商⼯会議所
　　　懇親会　かなざわ石亭
講演
　○秋元 雄史�氏
　　　金沢21世紀美術館館⻑・
　　　東京藝術⼤学⼤学美術館館⻑・教授
　　　演題 「金沢21世紀美術館による金沢ブランドの創出」
　○越原 裕幹�氏
　　　有限会社�チャンネルアッシュ�代表取締役
　　　演題 「金沢から全国へ�OJICOのブランド戦略」
申込期限：平成28年９月30日(金)
お問合せ：岡田 広和
　　　　　tel　070－6544－2911
　　　　　e-mail　okada@tym.yppnet.co.jp



ジャグラ人事
新任
　ジャグラ会⻑：中村　耀�氏
　常務理事：守田輝夫�氏
　事務局⻑：並木清乃�氏

７月
13日（水）　近畿地協幹事会（ＪＰビル８階会議室）
26日（火）　ＯＧＳ役員会（ＪＰビル８階会議室）

総 務 報 告

日　時　平成 28 年 7 月 26 日（火）18：00 ～
場　所　ＪＰビル 8階会議室
出席者　岡理事長、黒木副理事長、杉浦副理事長、
　　　　小幡専務理事、大家理事、木原理事、佐藤理事、
　　　　前田理事、宗次理事、安平理事、田中監事、
　　　　田中コスモス会会長
議　案（本部・各部報告その他）
・（本部）北海道大会終了、吉岡会長から中村新会長に
バトンタッチ

・（近畿地協）9月 3日地協幹事会・懇親会（和歌山・加太）
の件について

第２回　役員会 報告
・（OGS）今後の行事予定、その他について
　・�勉強会、賛助会懇親会、ビアパーティ、ゴルフコンペ、
忘年会、ボウリング大会等開催予定

　・�大阪府ものづくり振興協会「OSAKAMONO.net」
への、ＯＧＳ組合各社の基本データ掲載（無料）の
可否について（各社、掲載可否の回答をお願いします）

・（平成会）11月12日スペース21全国協議会（石川大会）
開催、その他について

・（コスモス会）8月 6日（土）旭紙工見学会、
9月 9日（金）ＳＮＳセミナー開催
9月より新入会 1名予定

次回役員会
8月17日（水）18：00 ～　ＪＰビル8階会議室
　　　　　　（三役会は17：30開始）
9月21日（水）　 〃

10周年記念特別番組「ジャグリストの輪」ジャグラBBで期間限定公開！

ジャグラ BB10 周年
特製イヤホンプレゼント

　平成 18年 7月にスタートしたジャグラ BBは、今年
10周年を迎えました。現在はジャグラの公益事業に認
定され、“ 印刷業界唯一のインターネット放送局 ” とし
てその存在感を増しています。
　ジャグラ教育・技術委員会では
ジャグラ BB10 周年を記念し、感
謝の意を込めて「ジャグラ BB特製
イヤホン」を進呈します。このイヤ

ホンを使用して、職場やご自宅で再生⾳を気にすること
なくジャグラ BBをお楽しみください。
　又、ジャグラ BB は平成 29 年 4 月を目途に⼤幅リ
ニューアルをします。スマートフォン・タブレット完
全対応をはじめこれまで以上に機能性が向上する予定で
す。ご期待ください。

JAGRA

OGS ゴルフコンペのご案内
　お待たせしました!!�待望のOGSゴルフコンペを下記の要領で開催します。
奮ってご参加ください。さぁアイアン片手に芝刈りに行きましょう。

記
日時　平成28年９月４日（日）
場所　関⻄空港ゴルフ倶楽部
　　　〒594-1143�⼤阪府和泉市若樫町882－5
　　　tel．0725－54－2022
　　　阪和自動車道／岸和田和泉ICから約５km
　　　阪神高速湾岸線／岸和田北ICから約20km
集合　9：30　　　スタート　9：52
Fee　21,504円（プレー費・昼食・コンペ費込み）
お問合せ　⼤阪府グラフィックサービス協同組合
　　　　　　　　　　　　　06－6227－8512
幹事　㈱コンパス�東條
　　　㈱シンカコミュニケーションズ�⼤家

ジャグラ近畿地協 懇親会
（和歌山・加太）のご案内

記

日　　時　2016年９月３日（土）　
　　　　　18：00�～�20：00

場　　所　加太淡嶋温泉�
　　　　　⼤阪屋�ひいなの湯
　　　　　〒640-0103
　　　　　和歌山市加太142
　　　　　tel．073-459-1151

会　　費　日帰り　　　15,000円　
　　　　　宿泊付　　　23,000円

申込締切　８月10日（水）
　　　　　ＯＧＳ事務局まで

06-6227-8522

参加申込
申込
締切

FAX

OGS 事務局まで

主催・問合せ／大阪府グラフィックサービス協同組合　06-6227-8512
幹事／（株）コンパス　東條、（株）シンカ・コミュニケーションズ　大家

集合 9:30, START 9:52,  Fee 21,504 円

関西空港ゴルフ倶楽部
〒594-1143 大阪府和泉市若樫町 882-5　0725-54-2022
阪和自動車道 ⁄ 岸和田和泉 IC から約 5km、阪神高速湾岸線 ⁄ 岸和田北 IC から約 20km

（プレー費、昼食、コンペ費込み）

会社名 フリガナ

男  ・  女

参加者
氏名

フリガナ

男  ・  女

9 4sun
※申し訳ありませんが、写真はイメージなんです。

8 10wed
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お知らせ
OGSニュースは9月号からリニューアルの予定。
お楽しみにお待ちください。

2016年度D.D.S.S.特別講演会

テーマ：「感性を科学する」
2016年7月4日(月)

� 講師：関⻄学院⼤学　　　　　　　　　　　　　
� 理⼯学部⼈間システム⼯学科教授　　　　
� 感性価値創造研究センター⻑　⻑田典子氏

　D.D.S.S.は、「感性を科学する～⼼理学・脳科学・
アートを融合した価値創造に向けて～」をテーマに、関
⻄学院⼤学　理⼯学部⼈間システム⼯学科教授/感性価
値創造研究センター⻑　⻑田典子氏を講師に講演会を
開催した。
　⻑田教授は、「パッケージデザインにおける高級感印
象のモデル化」「真珠の光学シミュレーションを応用し
たベースメイク素材の開発（ナリス化粧品）」「モーショ
ンキャプチャを用いたピアノ演奏動作のCG表現（のだ
めカンタービレ）」「情報統合システム�Virtual-Kobe�
Sanda�Campus」などを研究され、平成25年度文部科
学⼤臣表彰科学技術賞を受賞している。感性⼯学とい
う言葉はあまり耳馴染みがないが、私たちの生活に深
くかかわっている。
　最近、生活の質を高める、⼈の感性に訴える、と
いった言葉をよく耳にする。製品の使い易さ、⾯⽩さ、
快適さなど、⼈の気持ちや感じ⽅を⼤切にする価値感
が広がっている。製品カタログに「リラックス度」とか
「覚醒感」「やすらぎ」「くつろぎ」「癒し」など「感性価
値」が記載できれば、消費者の判断材料も増え、生産者
も製品へのこだわりや作成者の意識を伝えることがで
きる。そのためには、価値観を数値化するモノサシ（尺
度）が必要となる。例えばローソクが1本しかともって
いない時に、もう1本ともせば明るく感じるが、10本
ともっている時にさらに1本加えても、あまり明るく
なったと感じない。「輝度」という物理的特性と「明る
さ」という⼼理学的感覚量は直線的な⽐例関係にならな
いからだ。この物理量と⼼理量を丁寧に対応づけて、
輝度と明るさが⼈にどのような効果をもたらすかを分
析すれば、その感性価値を数値化できる。それを踏ま
えて日本⼈の豊かな感性を活かせば、消費者の感性に
訴えるモノづくりが可能となるはずである。
　また、「⾳に⾊が⾒える」「文字や数字に⾊が⾒える」
「味から物の形が感じられる」「⼈から⾊を感じる」とい
うような「共感覚（１つの物理的刺激が複数の感覚を誘発
する）」の持ち主が200～ 1000⼈に１⼈存在する。幼年
期には多くの⼈が共感覚を持つのだが、覚醒しなかった
り、成⼈するにつれ薄れていくそうだ。共感覚は、好き
/嫌い、快/不快の情動を伴う特徴がある。「何となく好
き」な感覚は共感覚の名残りなのだろう、「何となく好ま
しい製品」はこういった感性から創造されるのかもしれ
ないと思った。� 記事提供：D.D.S.S.事務局

D.D.S.S.報告

ICT（アイ・シー・ティ）
（Information and Communication Technology）
────────────────────────
　情報通信技術を表す一般総称。従来の IT【情報通信技術】
に加えて【Communication（コミュニケーション）】が表
現されている点に特長があり、「IT」に替わる言語として国
際的に定着しつつある。つまり ICTとは、ネットワーク通信
による「情報・知識の共有」を念頭に、一層ユビキタス社会
に合致した言語であると言える

豆知識

キヤノン iP カレッジ in 大阪

マーケティングについて考える
―最新の情報活用方法をご紹介ー

【日程】　2016年８月23日（火）　13：30～
【場所】　キャノンマーケティングジャパン㈱　⼤阪支店
　　　　⼤阪市北区梅田 3-3-10　梅田ダイビル 18階
【定員】　50 名
【お問合せ】　キャノンマーケティングジャパン㈱　
　　　　　　プロダクション販売促進３課責任者
　　　　　　tel�06�-�4795�-�9155
第一部　13：30～ 15：00
テーマ：『�技術を持っている会社が新規開拓に成功した

事例⼤公開』
講　師：㈱船井総合研究所　広告・印刷ビジネスチーム
　　　　シニア経営コンサルタント　岩邊　久幸�氏
第二部　15：15～ 16：15
テーマ：『�印刷物も繋ぐデジタルマーケティングの活用

⽅法』
講　師：スターティアラボ㈱　
　　　　WEBプロモーション事業部　田中　次郎�氏
展示会　13：00～ 17：00
展示：『キャノン新型オンデマンド機

imagePRESS�C65 展示会』
　　　imagePRESS�C10000VP・
　　　新型モノクロ機�varioPRINT�135�シリーズ他

OSAKA-MONO.net
登録についてのお知らせ

　OSAKA-MONO.netは⼤阪府ものづくり振興協会
と株式会社Noteが共同で企画・開発した、ものづく
り企業に特化した検索ポータルサイトです。会員企業
の販促強化、売上増、活性化のためにこの度OGSでも
全会員企業の登録を実施することになりました。
　同封のチラシ（OSAKA-MONO.net）に掲載されて
おります、利用のメリットや掲載⾒本、登録の成果等
をご理解の上、登録について同意出来ないと判断され
た会員は8月31日までに組合事務所までお申し出くだ
さい。お申し出のない場合は、自動的に基本情報を登
録させていただきます。


