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◆巻頭言71

　キヤノンシステムアンドサポート株式会社の木原と

申します。本年 1月より関東複写センター協同組合

様をご担当させて頂いております。何卒宜しくお願い

致します。

　早速ですが「巻頭言」をお借りして、私の略歴

をご紹介させていただきます。

　出身は熊本県で、大学から東京へ上京し現在は

横浜に住んでおります。九州出身の方がいらっしゃい

ましたら是非お近づきになれればと思います。

　2006 年キヤノンシステムアンドサポート株式会社

に入社。入社以来、都内で複合機 IT商材の直販

営業を行ってまいりました。近年ではコロナ禍でテレ

ワーク環境の構築依頼やセキュリティ強化といった依

頼が多くあり、お客様もITへのニーズが多様化し

DX実現の為スピードが求められる時代だと感じてお

ります。

　まだまだ若輩者ですが賢く、テキパキ、親切にをモッ

トーにお客様と接点を多く持ち、お客様の進化を支

援出来るよう努めてまいります。

　また今までの生産設備周りの提案だけではなくお

客様の課題を共有頂き、課題解決につながるよう広

い視野で関東複写センター協同組合加盟の各企業

様が進化出来るような情報提供やご提案をさせてい

ただければと思います。

　私たちは、キヤノングループにおいて日本国内で

一番お客さまに近いところに立ち、キヤノンが得意と

するイメージング技術とITを組み合わせたソリュー

ションを提供しています。現代社会において、ITは

私たちの生活やビジネスに広く深く浸透しています。

お客さまのビジネスにおいても、新たな顧客体験の

提供、取引先との接点拡大や多様な働き方への対

応など、あらゆるシーンにおいてITは必要不可欠な

経営リソースとなっているかと思います。さらに、コ

ロナ禍によるテレワークやオンライン会議などの浸透

は、デジタル化を一層加速させたと感じています。

　今後皆様の売上や生産性を高めていくためにIT

の導入や活用は避けては通れません。しかし、新し

いツールが次 と々生み出され、ビジネスに最適なIT

を選定、導入し、日常の運用からトラブル対応まで

お客さま自身で行うことは非常に困難です。お客さま

に本業に専念していただく為、情報提供やご提案を

通して皆様のお役に立てればと考えております。

　またこうした活動によって、お客さまの進化を支援

するのが私たちのミッションです。コロナ禍で課題も

変わって来ているかと思います。是非一度皆さまの

課題も共有いただけたらと思います。

　最後になりますがスポーツ界では日本人の明るい

ニュースが多く聞こえてきます。松山選手の日本人

初マスターズ優勝や大坂なおみ選手の全豪オープン

制覇等ありますが、特にメジャーリーガーの大谷選

手の二刀流の活躍は本当に勇気を貰いました。努力

すれば不可能は無いと証明し、教えてくれました。

　キヤノンのキャッチフレーズでもある『Make it 

possible with canon』にあるようにイメージング技

術とITを組み合わせた二刀流で皆様の進化をご支

援出来ればと思います。

「お客さまの進化を支援すること」
が私たちのミッションです

キヤノンシステムアンドサポート株式会社
木原 恒太朗
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　関東複写センター協同組合（関複、斎藤隆正

理事長）は令和 3 年度第 1回担当役員会議を

8月17 日午後 2 時から、Zoomミーティングで

オンライン開催した。

Ⅰ【審議事項】

・ 「新春トップセミナー」の講師の選定について

　コロナ禍の中、オンライン配信を視野

に入れ、自社でスタジオをもち、講師と

Zoom 配信を請け負えるセミナー会社をあ

たっている。またテーマ、予算面なども具

体的に説明された。

　現在、新春賀詞交歓会は 1月 21日（金）

リアルで開催が予定されているが、セミナー

がオンライン開催になった場合、現在あたっ

ている業者は理事長挨拶もZoom 経由で

配信できるという。

　また昨年の講師、成田真由美氏がパラリ

ンピックの水泳 4 種目に出場することが紹介

され、成田氏を再度講師に招く案も出された。

　今後、講師の人選については、事務局を

交え改めて何人かに絞って準備する。

　また、事務局から「自主研修事業（補助金）」

の申請について説明があり、「新春トップセ

ミナー」が該当するため、セミナー開催が

決定したので事務局から助成金を申請する。

・ 「第１回関複写真展」応募作品の審査につ

いて

　出席者全員で厳正なる審査を行ったが、

票が割れたため、今回は応募者全員に参

加賞として 1000 円分のクオカードを贈呈

する。（詳細は 6、7頁に掲載）

・ 「月刊関複」の隔月刊化に伴い、広告掲載料

金の扱いについてその対応が話し合われた。

Ⅱ【確認事項】

・ 先ごろ開かれた書面理事会において、㈱サ

ンヨーの脱退を正式に承認した。

・ 関複「会員名簿」の発行及び広告掲載につ

いて大西事務局長から作業の進捗状況が

報告された。

・関複ホームページ上の会員名簿掲載の可否

について協議され、引き続き検討課題と

なった。

・ 「月刊関複」は今年度 9 月、11 月、1月、

3月に発行し、今後は隔月で発行すること

を確認した。また、今後の巻頭言執筆者

の確認が行われ 9月号がメーカー御担当

者、11月号が朝香雅文副理事長、1月号

斎藤隆正理事長、3月号米田和秀副理事

長が正式決定された。

Ⅲ【その他】

・ 事務局から、東京都中小企業団体中央会

が9月13日に開催する「事業承継セミナー」

や、「組合まつり」などの案内があった。

・ 来年の新春賀詞交歓会会場のロイヤルパー

クホテルは 9月 23 日からキャンセル料が

発生するので、次回の Zoom 会議の時に

開催の可否を検討する。

次回は「理事会」として 9 月 16 日、午後 2

時からオンラインで開催。

役員会議のZoom 画面

関複

令和3年度 「第1回担当役員会議」を開催
新春トップセミナーの講師の選定について協議
「第1回関複写真展」応募作品を審査
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　日本グラフィックサービス工業会（ジャグラ、

中村耀会長）の年賀状デザインコンテスト委

員会（岡澤誠副会長・尾形文貴委員長）は、

４月１日から「2022 年 寅年・年賀状デザイン

コンテスト」の作品を募集していたが、この７

月２日、東京・小伝馬町のニッケイビルで審査

会を実施し、厳正なる審査の結果、100 点の

入選作品を選出。最高賞であるジャグラ会長

賞として以下の３点を決定した。

　◎会長賞カラー部門は広島県支部のニシキ

プリント。◎会長賞モノクロ部門は新潟県支部

のエンジュ。◎会長賞学生部門は日本アニメ・

マンガ専門学校の平井湖子氏。

　今回の総応募総数は 595 点。内訳は会員企

業、個人から 306 点（49 社）、学生から 289

点（17 校）だった。その他の入賞作品につい

ては、コンテスト特設サイト（http://www.ja

gra.or.jp/nenga2022）で発表している。会

長賞受賞社（者）は、11 月 12 日 ( 金 ) のジャ

グラ全国協議会の席上で、賞金と賞状が授与

される。

【会長賞受賞作品の講評】

　◎カラー部

門： 広島県支

部　ニシキプ

リント

　 白 地 に 虎

の文字を浮き

立たせていて

シンプルです

が、幅広い年

代に好まれる

洗練されたデ

ザインです。

虎の文字を思いっきり飛躍させ、行き過ぎない

絶妙なポイントで着地させています。審査員一

同、満場一致で決まりました。

　◎モノクロ部門：新潟県支部　エンジュ

　風格のある

文字を中心に

手づくり感の

ある張り子の

虎を配置した

落ち着いたデ

ザインです。

文 字 や オ ブ

ジェの配置な

ど全体のバラ

ンスが取れて

いて、力強い

虎のイメージが沸き上がります。審査員の強い

支持を得ました。

　◎学生部門：日本アニメ・マンガ専門学校

平井湖子さん

　コロナを吹

き飛ばしてほ

しいと虎に願

いを込めまし

た。守護神の

ようにも見え

る堂々とした

虎のシルエッ

トに文字を重

ねた作品で、

卓越した感性

を感じます。

多くの方に利用していただけるデザインで審査

員の高い支持を得ました。

2022年 寅年・年賀状デザインコンテスト入賞作品決まる
ジャグラ

会長賞カラー部門は広島県支部ニシキプリント
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　コロナ禍で苦しんでいる関複会員の皆様に、少しでも楽しみをお届けしたいとの願い
の下、4月から作品の募集をスタートした第 1回関複写真展の選考会が、8月 17 日に
オンライン開催された関複第 1回役員会議の席上で開かれた。
　コロナ禍の中、また第 1回目で周知不足ということもあってか、残念ながら応募作品
数としては少なかった。
　厳正な審査の結果、ケーヨーの早坂社長が 4時間ほどで書き上げたというイラストを
撮った作品、リコージャパンの君島氏の、思わず見るものをニヤリとさせるウイットに
富んだ作品などが目を引いたようだが、票が割れてしまい今回はすべての作品に参加賞
として 1000 円分のクオカード贈呈となった。＜敬称略＞

「笑い似顔絵」
早坂 淳（ケーヨー）
メッセージ：普段の笑い顔を似顔絵
に書きました。

「まじめな打合せの一風景」
鈴木 信彦
（富士フイルムビジネスイノベーション）
メッセージ：今日も笑顔で仕事に取り
組んでいます。えっ？ホントに打合せ
してるのかって？それはご想像におま
かせします（笑）
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「皆さん！ 使ってませんか？」
君島 政行（リコージャパン）　　　　　　　　
メッセージ： 昔を思い出し、思わず吹き
出してしまいました！

「こんな時こそ笑顔で！」
米田 和秀（日本工業社）
メッセージ：祇園のスナックの女性経営
者との白昼雑談。個室内は我々だけで貸
し切り状態でしたので、コロナ禍での経
営者談話で盛り上がりました。アイデア
一杯で取り組まれてます。

「出かけなくても楽しいわよ！」
大森  理史（ケーヨー）
メッセージ：家族になって 4年目の、元保護犬（元野犬）
名前は“もち”。今年で 5歳の女の子です。
　とても臆病な性格で、お散歩は苦手で、外よりも安
心、安全な家の中の方が好きみたいですね。てなわけで、
お気に入りのソファでくつろいでいる時の笑顔です。
　家の中だって考えようによっては楽しい時間を過ご
せるってことですね！（要約）

「笑い」
飯塚 恵子（ケーヨー）
メッセージ：クリスマスステージでの集合写真
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富士フイルムビジネスイノベーションの提案　60
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リコージャパンの提案 606

Realy®1000 
Relay®1000WR 

POD
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キヤノンMJの提案　600

■本質性能にこだわった新エンジン搭載で業務生産性を向上
　「imageRUNNER ADVANCE DX」 3シリーズなど10モデルを発売

■法人向けエンドポイントセキュリティのラインアップを刷新
　包括的な対策を実現する“ESET PROTECTソリューション”を提供

業界初※1となるAC100V 電源のコンセント１口で毎分 70 枚の高速印刷を実現するオフィス向け複
合機の新製品、「imageRUNNER ADVANCE DX C5870F」をはじめとして 3シリーズ 9モデル、
「imageRUNNER」1モデルを2021 年 7月16日より順次発売しております。

マルウェア対策などの基本的なセキュリティ対策に加え、クラウドサンドボックス、Microsoft 365 向け対
策、デバイス紛失・盗難時の情報漏えい対策など、保護する対象や規模のニーズに合わせて多重防御を行い、
包括的にエンドポイントを保護するソリューションを7月1日より提供しております。

新製品は、業界トップレベル※1 の標準消費電力量（TEC2018※2）と、小サイズ紙の出力生産性の向上や、
さまざまな静音化の工夫により稼働音の低減を図るなど、複合機としての本質性能を向上させています。加
えて、「imageRUNNERADVANCE DX」シリーズ 9モデルはクラウド型MFP 機能拡張プラットフォーム
「uniFLOW Online」を介して、認証によるセキュアな印刷や集計レポート機能、さまざまなクラウドサー
ビスとの連携などを実現します。

※1  オフィス向けカラー複合機（A4 片面、毎分 70 枚の出力速度）において。2021 年 7月5日現在。キヤノン調べ。
※2  国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

● お問い合わせ先 ： キヤノンお客様相談センター  0570－08－0056

ESET PROTECTソリューション概略図E



月刊関複2021年9月号 11

　リコージャ

パンの全国

有数の複写

関連ユーザー

で構成され

ている POD

アプリケー

ション＆マー

ケティング研究会（PAM 研、会長＝松島功ビー・

シー・シー社長）は 7 月 5 日午後 3 時から、

Zoom を活用して「2021 年度（第 12 期）総会」

をリモート開催した。総会では 2020 年度活

動の振り返りと 2021 年度活動計画、松島会

長をトップとする役員体制などを決めて新年度

の活動をスタートさせた。

　総会は議案審議に先立って物故者への黙祷

につづいて松島会長があいさつに立った。松

島氏は総会が 2 年続けてリモート開催したこ

とに触れて、来年 2 月の研究会では対面での

情報交換を行っていきたいと述べた。PAM 研

メンバーはこのコロナ禍の中で 1年半以上にわ

たって苦労していると思うが、ワクチン接種効

果もあり、長いトンネルの先にようやく光が見

えてきたような気がするとし、ただ松島氏は、

トンネルを抜けても今までと同じ世界でないか

もしれないと指摘した。松島氏は「しかし、お

客様に役立てることは我々の変わらない使命

だ」と強調し、そのためにも PAM 研会員の

相互協力を訴えた。

　さらに松島氏は PAM 研の新年度テーマに

触れて、会員間のつながりを深め現場のニー

ズに沿った活動を展開すると述べた。また総

会終了後の研究会内容に言及し、スポーツが

持つチカラが人々に大きな感動と勇気を与え、

組織面・企業活動に通じるものがあるとし、

今後のビジネスの活力のヒントになることを期

待した。

　つづいてリコージャパンの三浦克久ＰＰ事業

部長があいさつに立った。三浦氏はこの 4 月

からリコーグループはデジタルサービスカンパ

ニーとしてスタートし、5 つのビジネスユニット

を創り、その 1つがリコーグラフィックコミュ

ニケーションズであり、PP 事業部も所属する

と紹介した。

　「5 つの大きな事業領域の中に入ることは、

今後ともこの領域で成長できる証であり、より

力をこめてやっていきたい」と三浦氏は力強く

述べるとともに POD に加え、ガーメントプリ

ンタ、壁紙、ワイドフォーマットなど事業領域

が拡大し、しかも開発、生産、販売と一気通

貫でリコージャパンを含めたビジネスユニット

全体として PAM 研の皆さまに価値を提供して

いきたいと語った。

　その後、松島会長を議長に選出し、議案審

議に入り、6 議案をすべて可決承認した。

　第 3 号議案の第 12 期（2021 年度）事業

計画案では、PAM 研の目指す方向性とテーマ

として、前期のテーマをより確実にするために

「『変革第 2 章』～市場・顧客の変化に対応し

たビジネスと働き方の確立～」と決めた。サブ

テーマと活動方針では①会員同士のつながり

を深める②最新トレンド情報を取り入れ、新た

なビジネスを創造③多様な取り組みを共有し、

切磋琢磨するための新規会員獲得、などを挙

げている。　　

　活動方針は以下の通り。①では●状況に合わ

せたリモート・集合形式の使い分けにより、参

加しやすい環境構築 ●現場責任者・担当者向

2021年度（第12期）総会をリモート開催
PAM研

「変革 第2章」をテーマに市場・顧客変化に対応のビジネス確立を

松島会長
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けの研究会実施により、実際の業務課題に役

立つコミュニケーションの場を作る（事前にど

のような内容にしてほしいか確認するためのア

ンケートを実施） ●会員交流の 1つの場づくり

として、会員を紹介するレポートを新たに発行

する（事務局が実施、年 4 回予定）。

　②では ●トレンドテーマ「最新プリント技術、

販促・マーケティング、ニューノーマルなど」
●研究会とは別にメールなどによる継続的な情

報配信。③では ●「リコージャパンの POD 機

稼働、複写リコー会未加入の複写業」をター

ゲットにリコージャパンがアプローチを実施

（2021 年度目標 4 社）。

　また、PAM 研所属会員総プリントボリュー

ムは 2020 年度比 110％達成目標を決めた。

　総会はすべての議案を原案通り承認し、終

了した。10 分間の休憩のあと、第 21 期第

1 回研究会（セミナー）が開かれ、スポーツ

ジャーナリストの二宮清純氏が「スポーツに

見る、勝つ組織・負ける組織、勝者の思考法」

のテーマで講演し、参加者に元気と感動を与

えた。

「2021年中間発表会」をリモート開催
ドキュメント・サービス・フォーラム

ビジネス研究会が前半の活動進捗と後半の展望を報告

　富士フイ

ルムビジネ

スイノベー

ション（富

士フイルム

BI）のユー

ザー層で組

織されてい

るドキュメント・サービス・フォーラム（DSF、

会長＝白橋明夫白橋社長）は７月９日午後２

時から、「2021 年中間発表会」をリモート開

催した。24 社 46 人が参加した。

　中間進捗発表に先立って、開会あいさつが

あった。コロナ感染抑制のため２年連続して

リアル開催が中止になったが、来年こそはリ

アル実現を、と語った白橋会長は、このコロ

ナ禍という試練・宿命にひるむことなく正面

からしっかりと対峙して前進していきたいと述

べた。また白橋氏は経産省の事業再構築助

成金について触れ、「我々の業界でも 100 社

が採用され、36% の採択率だった。これは

決して低くない」と紹介し、DSF 会員の中で

もその助成金を獲得した会員があり、その補

助金の獲得を訴えた。

　白橋氏は再度コロナ禍で大変な思いをして

いる状況に触れ、正面から対峙することを強

調し、「DSF は、何をすべきかのヒントが得ら

れる場所である」と DSF の存在の大切さを

訴えた。

　つづいて富士フイルムBI執行役員グラフィッ

クコミュニケーション（GC）事業本部長の木

田裕士氏も、開会あいさつに立った。木田氏

はプロダクション関連商品のブランドとして新

ブランド「Revoria（レヴォリア）」を立ち上

げ、ハイエンドプロ市場向けのプロダクション

カラープリンタ「Revoria Press PC1120」と

プロフェッショナルからオフィスまで幅広くオン

デマンド・プリント・ビジネスを支えるプロダ

クションモ

ノクロプリ

ンタ「同 E1

シリーズ」、

ロール紙連

帳プリンタ

「同 CF191

／ CF168」

白橋会長

木田事業本部長
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第1回オンラインセミナーを開催JBR
2030年の社会～5G やAI、ビックデータ、

自動運転で街や働き方はどう変わるのか～

 リコージャパンのユーザーである、首都

圏の複写関連企業で構成される情報ビジ

ネスリコー会（ JBR、会長＝北島雄二、共

立工業社社長）が、

今 年度 第 1 回目の

セミナーを 6 月 23

日午後 3 時 半から

Zoom ウエビナー

で配信した。

　ロボット、ディープラーニングをはじめビッ

グデータ、IoT などの ICT の最新情報に詳

しいテクニカルライター兼コンサルタント、

また IT 最新情報のWEB マガジン「ロボス

タ」の責任者でもある神崎洋治氏が「2030

年の社会～ 5G や AI、ビックデータ、自動

運転で街や働き方はどう変わるのか～」を

テーマに 2030 年の社会に迫った。

　5G、自動運転、AI、ロボット（自動化）、

IoT、ビッグデータ、スマートシティなど、

多くの ICT 技術が結集し､ 2030 年までに

社会は大きく変革するといわれている。深

刻な人手不足と少子高齢化の課題を解決す

るため、ニューノーマルな時代に対応するた

めに AI やビッグデータ、ロボットによる自

動化は不可欠｡ 社会がどのように変わって

いくのか、そこからやさしく解りやすく解説

した。

　将来のスマートシティ､ 自動運転や無人

店舗のある社会、インフラ、教育、観光、

防災、医療・介護､ 小売、物流、農業、工

業など、2030 年に向けての ICT の挑戦､

取り組みはすでに始まっている｡ 各分野で

の ICT 技術を導入した具体的な事例を写真

や動画を交え紹介した｡

　またプログラミング教育の導入によって教

育が変わり､ 働き方や生活が変わる｡ 2030

年の社会を想像し､ 行政や企業が目指すべ

き持続可能な開発目標「SDGs」に対して

すべきことを示唆した｡

など３つの領域の新商品を紹介するととも

に、新ブランドのコンセプトやロゴデザイン

の説明を行った。木田氏の直前に放映された

ビデオにあった、世界のグラフィックコミュニ

ケーションをさらなる高みに持っていく意義を

もたせたネーミングでいかに羽ばたいていく

かを訴えた。

　さらに木田氏は来週からはじまる緊急事態

宣言の発出を捉えて、「今一度、付加価値を

どうつくりあげるか、がますます大事になって

きている。皆さんと一緒に付加価値向上アッ

プに取り組んでいきたい」と力説した。

　その後、各ビジネス研究会が中間進捗発表

を行った。2021 年前半の活動報告とテーマ

に基づいた後半への展望を報告した。

　ODP グラフィック研究会からスタートし、

人財育成研究会、デジタルマーケティング研

究会とつづき、休憩のあとにワークフロー研

究会、経営者の会、社会貢献活動の発表を

それぞれリーダーおよび担当理事が行った。

コロナ禍のため活動が進まない研究会もあっ

たが、総じてリモートやリアルなどのハイブ

リッドスタイルを駆使して活動をこなしたとし

ている。

　中間発表のあとに富士フイルム BI の GC

営業部長である青木稔 DSF 事務局長のあい

さつ、生島裕久 DSF 副会長が総評と閉会の

あいさつを行った。

北島会長
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　新型コロナウイルス感染症が流行するよう

になってから、「コロナうつ」という言葉が盛

んに報道されるようになっています。「コロナ

うつ」という言葉は医学的な定義があるもの

ではありません。

　新型コロナウイルス感染症の流行拡大によ

る自粛や在宅勤務を含むリモートワーク、感

染への不安、テレビやネット等の報道に触れ

ることによる漠然とした不安、行政の感染対

策に対する不安や不満が原因で“うつ状態”

になることが「コロナうつ」と言われています。

　“うつ状態”とは、気分が落ち込む、やる気

が出ない、興味・関心がなくなる、食欲不振

や不眠などの症状が出る状態を言います。

　「コロナうつ」は先に説明したとおり、新型

コロナウイルスによる日常生活や環境の変化

がストレスの原因となり“うつ病”の症状が現

れるものです。

　ストレスの原因には、次のようなものが考え

られます。

・ネットやテレビで新型コロナの情報に触れて

不安になる。

・新型コロナへの感染が怖くて外出ができ

ない。

・テレワークに人とのコミュニケーションが

減った。

・外出する機会が減り運動することがなく

なった。

・新型コロナの影響で仕事を失った。

・新型コロナの影響で収入が減った。

・新型コロナの感染が拡大しており、いつも不

安感がある。

・夫 ( 妻 ) が在宅勤務になってからストレスを

感じるようになった。

・行政の新型コロナ対策に不満がある。

など

　ある日、従業員から「テレワークで 1日中家

にいるために生活のリズムが乱れ、飲酒や喫

煙量が増え、業務面や経済面での不安が大き

なストレスとなり、昨日、近所のクリニックで

診察を受けたところ“うつ病”と診断されまし

た。これが診断書です。そこで、就業規則に

規定されている休業制度を活用させていただ

きたく相談にあがりました」という相談を受け

たとき、企業としてどのように対応するのか、

そのポイントをまとめてみました。

１. 医師の診断書を確認する

　休職する従業員の対応の大前提として、ま

ず、「医師の診断書が提出されているか」を確

認してください。

　医師の診断書は病名だけでなく、「今後、〇

か月間の自宅療養を要する」など、休業の必

要性の有無が記載されたものが必要です。

　このような診断書を提出させることが、会

社が従業員に休職制度を適用するための大前

提として必要になります。

株式会社コンサルティング・オフィス

代表取締役　神田幸男（中小企業診断士）

労働問題　働き方改革 「コロナうつ」対応のポイント（1）
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　この時代がペルガモン王国の絶頂期であり、エウメネス 2 世は父アッタロス1世の時代からヘレニズ

ム諸国の文化の中心的存在を目指していたことの実行に移します。　　

　1つはアレクサンドリア図書館

を上回るよう、ペルガモン図書館

の充実を計るとともにアテナイのア

クロポリスにエウメネスの柱廊を

作ったりもした。（現在は世界遺産）

　蛇足ながら、エウメネス 2 世の

嫁さんはカッパドキア王アラテス4

世の娘ストラトニケ。

　ここまでなら問題は少なかった

のだが、エジプトプトレマイオス

5世エピファネス王(在位前 205

年̶前 180 年 )のもとでアレクサ

ンドリア図書館長をしていた文献

学者であり文法学者である（ビザ

ンティンの）アリストファネスをペ

ルガモンにひっぱろうと画策します。いわゆるヘッドハンティングを図るのですが……

　これが事前に、プトレマイオス５世エピファネス王の知るところとなり、あったまに来たプトレマイオス

５世はアレクサンドリア図書館第４代図書館長（ビザンティンの）アリストファネスを投獄、のち追放。（こ

の人はホメロス、ヘシオドス等の校訂を行うとともに、アリスタルコスと古典期の最良の作品をジャンル

ごとに選び、カノン( 正典 )の基礎を作った。悲劇 ･喜劇の《梗概》

《方言集》《諺句集》、その他喜劇や文法に関する論文も書いた）【池

田黎太郎】

　それでも気の収まらないプトレマイオス 5世は、ペルガモンへのパ

ピルスの輸出を禁止する。これには困る。パピルスの製造はエジプ

トで国家の独占事業として生産されており、その生産方法は秘密で

厳重に守られていたというほどですから、パピルスの禁輸をされると

ペルガモン図書館も記録媒体に不自由します。

　一説にはエジプト国内でパピルス需要に追いつけず、輸出余力が

なかったともいわれますが…

複写を考える○79　（複写業を中心とする　複写の歴史）

細井　大建

プトレマイオス5世
テトラドラクマ貨幣　Fig 155

　　紀元前188年のアッタロス朝の領土（ウィキペディアから）
　　読みにくいので日本名を細井氏が追加した■に白抜き文字部分　Fig 154
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先頃、今村行夫様がお亡くなりになられま

した。今村様は昭和 53 年に理事に就任され

てから、副理事長、理事長、監事、顧問と

約 40 年に亘って組合を先導、ご指導いただ

きました。氏のご功績は大変大きなものです。

ご冥福をお祈りします。（関複第 48 期通常

総会での斎藤隆正理事長あいさつから）

ご子息からのごあいさつ

いつもの時間に目を覚まし、カーテンを開

けて天気を確認し、穏やかな一日が始まりま

した。身の回りを整え、朝食の準備をし、ソ

ファーに座って日課である日記を書き始めま

す。「５月７日」と記したその時、突然の死

が訪れました。その瞬間全てを悟り、残され

た時間があまりにも少ないことに驚き、庭木

を見つめながら薄れゆく意識の中で思ったの

は、今まで出会った人たちに対する感謝の

念ではなかったのでしょうか。

　家の中はきれいに整理され、キッチンの

テーブルには口にすることがなかったパンと

サラダ、野菜ジュースが用意されていました。

誰にも迷惑をかけず、あっけないほどのその

潔さに、最後の矜持を見た思いがしました。

　今村行夫 儀 去る５月 7 日 90 歳 虚血性

心疾患にて永眠いたしました。

　尚、葬儀は近親者にて滞りなく相済ませ

ました。

　ここに生前のご厚意に深謝し衷心より御

礼申し上げます。

今村 秀伸　

富士リプロ株式会社

営業部 部長

追 悼

今村 行夫 様
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印刷生産機としての実稼働率の向上、より高い品質の印刷物をより確実
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真の
プロダクション
印刷システム

＊写真は にオプションを装着したものです。

マシンの
生産稼働率
向上

スキルレス
オペレーション

高品質で
多彩な印刷物の

提供

新開発のインテリジェント
クオリティオプティマイザー

高水準の
画像品質を
安定供給

印刷物の
付加価値向上に

寄与

合理的な
出力環境の
構築

色管理・表裏見当調整を自動化
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サービスの多様化を推進するフィニッシャー群
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