
実際に活版印刷機を動かしている宇賀神さんと、
見守る教え手の福与さん
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今年度の委員会は、ビジョン推進室を筆頭にした、1 室、2 委員会、1 チームで今年度の活動をしていきます。（小林）

去る5月8日（日）、「協働参加型 めぐり 
の森づくり推進会議」の主催する第11 
回湘南国際村めぐりの森の植樹・育樹
祭に参加して参りました。当社の恒例
行事であり、当社からは従業員とその

家族、またお声掛けさせていただいた 
企業からもご参加いただきました。 
当日は天気にも恵まれ、5 月というに
は厳しい日差しのなか、午前の部では 
植樹を、午後の部では育樹を行い、 

参加者一同、気持ちの良い汗をかき 
ました。作業終了後に大自然のなかで
食べたお昼ごはんも格別で、みんなで
協力した達成感を味わうことができ 
ました ! 参加のたびに大きくなる苗木 
の成長を楽しみに 11 月 5 日（日）の
育樹・水脈づくりにも参加する予定
です。皆さまのご参加もお待ちして 
おります！（大滝）

今期の CSR 委員会のスローガンは「CSR を楽しもう！」です。
環境、人権、自然の恵みなどと、地域・社会の皆さんとどう関われるのか、どのような貢献 

ができるのかを考え、つながりを深められる情報発信を委員会メンバー全員で考え、実践して 
いきます。（伊東委員長）

CSR 委員会

目標　黒字経営につなげる委員会・チーム活動を行う
今年度の活動は、ES 委員会、CSR 委員会、品質保証チームの 3 つになりました。各委員会・

チームが切磋琢磨し新しい事柄にも Try して、やりがいを持つことで黒字経営につながる 
手助けをしてまいります。昨年は ES 向上委員会の大滝委員長の成長が著しく、大滝副室長
として就任いたしました。大川社長はじめ、菊地常務、財務監査役の田中リーダーとの協力で、
お役立ちできるよう努めます！（梶原室長）

ビジョン推進室

久しぶりに委員長を務めさせて頂く中橋です。初めて ES 委員会の委員長になったので 
従業員の皆さまが楽しんでもらえる活動を考え、実践していきます。その為に、「こんなこと
がしたい !」「こんなものがあったらいいな !」など皆さまのご意見をどしどしお寄せください ! 
みんなで ES の向上を実感できる一年にしましょう！（中橋委員長）

ES 委員会

今年度は、不良発生を未然に防ぐための改善点の発見とその改善活動を中心に活動を行い
ます。現在、当社では従業員全員の改善に対する意識が高まっております。今年度のキーワー
ドは“ちりつも”（小さな改善を積み重ねることで、品質の向上を図る）であり、従業員全員 
参加での改善活動を行います。今年度もよろしくお願いいたします。（諸星チームリーダー）

品質保証チーム

2016 年度 新委員会・新チーム発足

協力します！

力を合わせて頑張ります！

みんなで頑張るぞ !

今年もよろしくお願いします！

第 11 回　湘南国際村めぐりの森 植樹・育樹祭



4 月 18日（月）～ 5月 15日（日）に有隣堂ルミネ横浜店さまで活版印刷フェア
「ものづくり Factory」が開催され、参加いたしました。

低炭素化社会構築と地域の環境活動 
支援を目指した取り組みとして、自社の
全ての業務により排出される年間の温室 
効果ガスを算定し、その全量をカーボン・
オフセット（相殺）した「CO₂ ゼロ印刷」
を 4 月より開始いたしました。

当社が年間で排出する CO₂ に対して、
当社が所在する横浜市戸塚区の川上町と
友好協定締結している北海道下川町の 
森林育成事業により創出されたクレジット 
と、横浜市の水源のある山梨県の森林で
創出されたクレジット、そして全国の 
一般家庭の太陽光パネルで創出された
CO₂削減クレジット（J-クレジット）を使用
することによって、CO₂ 全量をカーボン・
オフセットし、事業における地球温暖化
防止、関係地域の森林資源の育成に貢献
ができ、社会や消費者に対する地球温暖化
防止の意識向上につなげることができる
取り組みです。（田中）

CO₂ ゼロ印刷

これまで「横浜ひとまち百景」を線画 
にした版を作成し、イベントでお客さま 
に活版印刷を体験していただいていまし
たが、今回のフェアをきっかけに、はじ
めて製品としてポストカードとメッセージ 
カードを製作いたしました。当社が1920

（大正 9）年に発行した「活字見本帖」を
活用した 4 点と、オリジナルで制作した 
2 点の製品を印刷し、販売することが 
できました。

また、4月23 日（土）にはワークショップ
「活版印刷機『手フート』を体験しよう！」
を行いました。ご参加くださった皆さま
には、あらかじめ「THANK YOU」と印刷
してあるポストカードに、飾り罫（装飾
のある枠線）を印刷する体験をしていた 
だきました。入社当時、活版印刷機で 
仕事をされていた入社 49 年目の福与 
さんにも、経験者ならではのお話をして 
いただき、充実したワークショップと 
なりました。（宇賀神）

各地の CO2 削減事業 顧客事業者
地元戸塚区川上町との友好
交流協定地域である北海
道下川町の森林育成事業

イベント
●企業・自治体
●環境配慮した印刷物の調達
が求められる事業者など

CO2 ゼロ印刷物によって、
環境配慮活動を顧客の活動と
して PR いただくことが可能
です。

（環境配慮印刷事業）

印刷事業に関わる
CO2 排出量をゼロへ

全国の一般家庭の太陽光
パネルにおける CO₂削減
活動により生まれた J-　
クレジット

FSC 認証を取得し適切に
管理された山
梨県の県有林
における森林
育成事業

J-クレジット
J-VER

プロジェクト
の支援

環境配慮型
印刷物を納品

調達により
環境貢献

協定時の様子

事業コンセプト
「すべての自社業務におけるCO2 をゼロで対応します。」
顧客から受注するすべての印刷物において、CO2排出量をゼロにします。
「太陽光発電×森林育成支援型カーボンオフセット」
全国各地の森林保全活動および太陽光発電を支援。

この冊子のデザインから印刷・輸送に
おける CO2 排出量は、全国各地の
CO2 削減価値（クレジット）により、
100％カーボンオフセット（相殺）され
ています。

顧客が CO２配慮を PR できる表示を
全ての印刷物へ表記し説明できます

※

当社に大正 9 年から残る活字見本帖

活版印刷機による印刷体験

活版体験で印刷していただいた
メッセージカード 実際に販売した 6 つの製品

ものづくり Factory

※左から、葛西光春さま（戸塚区区長（当時））、安斎保さま（下川町町長（当時））。
　こちらの写真は、タウンニュースの 2011 年 8 月 18 日号の記事より引用させていただきました。
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お問い合わせ・ご意見・ご感想は…
magokoro@ohkawa-inc.co.jp まで

インターン生の取り組み

第 8 回　ユニセフ ・ ラブウォーク in かわさき となりのパートさん

印刷事業において発生する CO₂ 全てをカーボンオフセット（相殺）した「CO2 ゼロ印刷」で印刷しています。
また、FSC® 森林認証紙、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た
グリーンプリンティング認定工場です。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。

P-00027
P-B10164

P10311

今号は前号に引き続き、小林が担当させていただきました！皆さま、楽しんでいただけましたでしょ
うか？２回目の編集長ということで、自分なりにノウハウができ、楽しく編集することができました。
新年度初の社内報ということもあり、新委員会発足をはじめ CO2 ゼロ印刷やものづくり Factory 
など当社の新しい取り組みを中心とした内容になりました。
また、今号がインターンシップ生として最後の編集となりました。「CSR の和」を編集するに当たり、

営業活動だけでなく、編集を通して、ひとつのモノを作り上げる達成感や喜び、人のつながりの大切さなど新たな
学びを得ることができました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。（小林）

編集
後記

第 5 回目の連載は、草間さんが川原さんを紹介してく
れます !!

現在小学校 5年生の川原さんの娘さんと私の娘は、幼
稚園が同じで、かれこれ 8年のお付き合いになります。
いつも元気で明るい川原さん。やわらかい笑顔や、たま
にちょっとオトボケな
ことをして慌てるとこ
ろ、仕事にまっすぐ向
き合っている姿、様々
な姿に、いつもしなや
かさとひたむきさを感
じています。
まぶしい !!（草間）

今回はじめてラブ・
ウォークに参加し
てきました。
5 月 22 日（日）は、
晴天に恵まれ、小
さなお子さまから
年配の方まで幅広 
い参加者がいる中
で、日頃の運動不足 
を ウ ォ ー キ ン グ
8km で少し解消できた気がします。新緑の中、気持ちの
よい汗をかき、おいしい空気を胸いっぱいに吸い込んで 
気分も体もリフレッシュし、楽しい一日を過ごすことが
できました。（蓑輪）

15 代目インターンシップ生の小林です！今号では、私
の社内での取り組みを皆様にご紹介させていただきます。
当社では環境に配慮した自社製品を数々販売しています。
私は、その中のGREEN CALENDARの販売促進を行って 
おります。GREEN CALENDAR の台座と紙は「間伐材」
から作られており、この商品を使用することにより、日本
の森林を元気にすることができる社会貢献型商品です。
現在の仕事は「GREEN CALENDAR」に適した販路開拓 
における、販売先企業のリストアップや実際の商談や販売 
に向けたアポ取りを通して営業活動を行っております。

また、「S
ス ー ス

oooooS」という社会貢献型商品をセレクト 
販売している商品サイト内での掲載が決まりました。
ホームページ作成も担当いたします。グリーンシリーズ
の展開に向けた新商品開発も同時進行で頑張っており 
ます。インターンシップの期間も残り少ないので、悔い
の残らないよう、誠心誠意頑張ります。皆さま応援のほど 
よろしくお願いいたします。（小林）

インターン生の小林です。シンプルなデザインがカッコいい !!Green Calendar

川原さん（左）草間さん（右）

ゴールの生田緑地ばら苑にて

インターン生ブログ更新中
http://ameblo.jp/kokko-intern15-ohkawa/


