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大川印刷 子ども参観日
お父さん・お母さんの働く職場に行ってみよう
2012 年 12 月 15 日（土）
、ES 向上委員会で従業員のご家族を本社
へ招待し、「こども参観日」を開催しました。親御さんの仕事から
ご家族の絆と職場理解を深めてもらう取り組みです。
他にもクリスマスリースや巨大折り紙でのサンタブーツを作り、
親子で楽しんで頂きました。昼食には崎陽軒様のおいしいお弁当で

ウナシーに大興奮！

ご家族同士の会話も弾んでいました。
この日の特別ゲストは、
戸塚区マスコットキャラクター“ウナシー”。
お子さん達から絶大な人気で、帰り際名残惜しそうにウナシーと触れ
合っていました。かわいらしい笑顔にたくさん出会えた楽しい半日
でした。
（梶原）

工場見学での子ども達の興味津々の顔、
ウナシーを取り囲むとびきりの笑顔、名刺
検品、クリスマスリース作りや折り紙の
時の真剣な顔等が印象的でした。
自分もサンタクロースに変身したり、
楽しい有意義な半日になりました。
また後日、お礼の手紙もいただいて、
とても感激しました。
（伊東）

草間優ちゃんから届いたメッセージカード

TOPICS1

お仕事見学や工作など盛りだくさんのスケジュール

品質・サービス向上委員会活動報告

の改訂、ロール不良率の月毎の数値化、お客様アンケートはがきに回答して頂いたお客
様への「横浜ひとまち百景」ポストカード（メッセージ付き）のプレゼント、在庫製品
の整理と数量把握、品質・サービス向上を目的とした標語の作成があげられます。
振り返ると、
それぞれの案件に対して委員会メンバー全員が関わり、
取り組んでこられた
ことは、大変価値のあることだと思います。地道で根気のいる作業は時間がかかり、
華やかな成果が見えにくいものですが着実に品質・サービスの向上に繋がる活動が
出来たと思っています。今後、在庫管理表倉庫バージョン 2.5 の活用で、在庫製品の
数量把握もスピーディーになり、
また、
整理してスペースのできた倉庫で、
新しいサービス
（製造部製本課サブリーダー 高橋）

倉庫整理の様子

2

改訂した製薬メーカー様用製造記録書

品質・サービス
向上委員会

として製品保管ができるように、更に受け入れ態勢を強化していきたいと思います。

まあ
い
い
か
す
で
に
気持ちが 不良品

品質・サービス向上委員会のこれまでの活動として、品質管理の記録である「製造記録書」

思わず姿勢を正す標語
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横浜サンタプロジェクト 2012
サンタになって街にキレイをプレゼントしよう
こども参観日と同日の午後、
パシフィコ横浜では「横浜
サンタプロジェクト 2012」が開催されました。

担当となった清掃チームの活動は中止となりましたが
「それでも参加したい！」とご希望の方へ会場周辺に

4 回目の開催となった昨年末、
会場には雨にも関わらず

ミニコースを設けて清掃して頂きました。

約 400 名の方が集まりました。悪天候により当社が

ご協力ありがとうございました。（荒井）

当日はランドマークで昼食を
摂り、やる気いっぱいで会場
入りしましたが、あいにくの
雨となりとても残念でした。
多くの参加者の皆様と、オー
プニングイベントを見ながら、
来年は晴れることを、
また活動
がより発展するよう祈りながら
帰社しました。
（蓑輪）
年々参加者が増え活気が増す会場の様子

TOPICS2

会社間の交流

「いい会社経営者ダイアログ」工場見学

TOPICS3

株式会社水上印刷様との交換留学研修

はじめての交換留学研修

2 月 4 日（月）、
「第 5 回いい会社経営者

印刷会社同士のオペレーターの交換留学の話を株式会社水上印刷

ダイアログ」
が本社食堂で開催されました。

水上社長から頂きました。当社では初めての取り組みでしたが、他社

「いい会社経営者ダイアログ」とは「良い

を知る良い機会だと思い、1 月 21 日（月）から一週間、水上印刷

会社」づくりを目指す経営者が集い、対話

様に留学をしてきました。

する場を提供する会です。今回は当社で

従業員の皆様にあたたかく迎えて頂き、水上印刷様の追求する品質

工場見学と当社従業員を交えて
「良い会社」

の高さや、社員さんの仕事に臨む態度など、多くの学びを得ること

についてダイアログを行いました。懇親会

が出来ました。この経験を活かして、大川印刷の発展に繋げていき

では、横浜ビールの太田社長、生活の木

たいと感じました。（製造部印刷課リーダー 佐藤）

の重永社長、大川社長が音楽セッションを
行い、
大変盛り上がりました。
（総務部リーダー 田中）

たかゆき

交換留学研修を終えて 水上印刷 印刷課チーフ 河口崇之さん
2/4（月）〜 2/8（金）までの５日間、交換留学研修をさせて頂いた
水上印刷の河口です。私自身、他社さんに研修に行くこと自体初めて
で緊張の中始まりましたが、大川印刷様にあたたかく出迎えて頂き、
親切、丁寧に御指導いただいたおかげでとても充実した日々を過ごす
ことができました。
各委員会を通じて社員、パート
さん一丸となって目標に向かっ
て取り組む姿勢を水上印刷に
戻って見習いたいと思います。
短い間でしたが、
本当にお世話に

交流会の様子（上）とサプライズの音楽セッション（下）

なりました。

研修をする水上印刷 河口さん（左）
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大川社長シンポジウム講演報告

横浜市の商店街 探索ツアー

1 月 26 日（土）
、横浜開港資料館・講堂にて開催された
1月19日
（土）
、横浜のまちづくりに取り組む UDCY
（横
「いま、近代起業家たちを語る」のシンポジウムに参加
浜アーバンデザインセンター）の皆様と、街の歴史を知る
しました。同時開催展示「事業を興せ！－近代ヨコハマ
こと、人の繋がりを大切にすることを目的に、生麦の海産
起業家列伝－」でとりあげられた人々のなかで、今日
物問屋商店街→洪福寺松原商店街→グリーンロード藤棚
も積極的な事業経営を行っている当代の経営者 4 名が
→ニコニコ商店街と散策してきました。
参加し、それぞれの講演とパネルディスカッションが行
UDCY 様のワークショップ用現地調査も兼ねていまし
われました。大川社長も 4 名の講演者のひとりとして、 たが、私たちも商店街の歴史や活性化活動について知り、
創業者の面影など大川印刷の歴史について紹介されました。 名物も食べ歩き、知識もお腹も満たしたツアーでした。
（営業部リーダー 宝来）
（製造部リーダー 菊地）

当社の歴史を語る大川社長

松原商店街の歴史を再発見するメンバーたち

全国カレンダー展入選！

横浜印刷工業団地協同組合 イチゴ狩り

横浜信⽤⾦庫様・横浜美術館様の連携プログラム『Heart
to Art』カレンダー。 2013 年は世界的版画家の「長谷川
潔」が取り上げられ、昨年に引き続き好評を博し、全国
カレンダー展にも入選しました。版画の深い“黒”を表現
するために、紙の質やインキの調整など何度も検討して
多くのお客様に美しい版画の世界をお届けできたこと
またその技術を認めていただいたことは何よりも嬉しく
関係者の皆様のご協力に心から感謝申し上げます。
（北島）

2 月 3 日（日）
、組合員の参加者
と共にバス 5 台で出発。
天気にも恵まれ、久里浜から乗っ
たフェリーでは、子供達がカモメ
とたわむれながら船旅を楽しみま
した。赤く色づいたイチゴを口
一杯にほおばり、昼食も海鮮食べ
放題！皆最高の笑顔で過ごした
一日でした。
（三上）

編集後記

受賞した A3 カレンダー
（6 枚もの）

B2 カレンダー

2 月からインターンとして入社
しました佐々木と原です。今号
はインターンの私達も編集をお
手伝いさせていただきました。
次号は編集長として企画から
参加させていただきます。
さ さ き よしえ
お楽しみに！（佐々木、原）
佐々木 芳恵

はら

原

なおふみ

尚史

Facebook、twitterでリアルコミニュケーションを展開中! Follow
リアルタイムで大川印刷や横浜の情報が受け取れます！
大川印刷Facebookページ：http://www.facebook.com/OhkawaPrinting
大川印刷Twitter：http://twitter.com/OhkawaPrinting 大川社長Twitter：http://twitter.com/tetsuo_ohkawa

me

大川ニュース好評配信中 !

当社ではメールマガジン「大川ニュース」も配信しています。当社の活動や、社員の選んだ気
になる情報・イベント・セミナーなどのニュースをお届けしています。
大川ニュースの配信をご希望される方は「mail@ohkawa-inc.co.jp」までお願いします。
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大川印刷 CSR推進委員会
大川哲郎
株式会社大川印刷
m-pochi

◆本社・工場

〒245-0053横浜市戸塚区上矢部町2053番地
TEL : 045-812-1131
（代）FAX : 045-812-1135
〒220-0011横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館3F
TEL : 045-441-2011
（代）FAX : 045-441-2014
URL : http://www.ohkawa-inc.co.jp
◆横浜営業所

FSC 森林認証紙にノン VOC インキ
（石油系溶剤 0%）など印刷資材と製造工程が環境に配慮されて
いるグリーンプリンティング認定工場で製造されています。また、メディアのユニバーサルデザイン
を推進するNPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会が「より多くの方が使いやすく見やすい
メディア」であると認めた印刷物です。

CSRの和へのご意見・ご感想は…
csr-wa@ohkawa-inc.co.jp まで
※メールアドレスを開設いたしました。
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