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原 研哉 氏 講演会開催
2
「世界の人々を惹きつける−遊動の時代とデザイン」

岡山県久米郡久米南町にある法然上人生誕地に建久
４（1193）年に建立された浄土宗の寺院。本堂である
御影堂は二度の損壊の後、元禄８（1695）年に再建さ
れ、国の重要文化財に指定されている。境内には法然
上人のお手植えと伝えられる樹齢 850 年の大いちょう
が茂り、その他にも誕生椋、無垢橋、産湯の井戸など、
永き歴史を物語るものが多くある。毎年４月第３日曜
日には、日本三大練供養の一つに数えられている会式
法要（二十五菩薩練供養）が盛大に行われ、全国各地
からの多くの参拝者で賑わう。
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講演会開催

「世界の人々を惹きつける−遊動の時代とデザイン」
実行委員会

副実行委員長

廣野 景治

平成 30 年７月 27 日（金）
、山陽新聞社さん太ホー

要素であること、それらに携わることの素晴らしさな

ルにおいて「世界の人々を惹きつける―遊動の時代と

ど、講演後のアンケートの内容からも聴講者に与えた

デザイン」と題して、岡山出身の著名なグラフィック

インパクトは相当なものであり、特に、将来デザイナー

デザイナー原研哉氏による講演会が開催されました。

を目指す学生たちにも大変な向学の場となり、新たな

今回の講演会は、岡山県下の将来デザイナーを目指

夢を描くような影響を与えた講演会だったと思います。

す大学、専門校、高校の学生たち 150 名を招待しての

来春から開催される瀬戸内芸術祭の海中をイメージ

地域貢献事業として開催され、また、協議会会員企業

したメインポスターの紹介とともに、その価値を楽し

をはじめとするデザイナーなども 150 名参加しての講

めるチャンスと捉え、また、地元岡山の持つ資源やポ

演会となりました。

テンシャルを活かして世界に発信できることも語られ、

ご存知のように原氏は今や世界で活躍する日本を代

現在ご自身が取組んでいる日本中を駆け回る壮大なプ

表するグラフィックデザイナー。彼の手がけたデザイ

ロジェクトも紹介いただきました。今後の展開が楽し

ンや商品は我々もどこかで目にしています。私も多く

みです。

の講演会に参加していますが、今回は２時間という時

最後の質疑応答では大勢の会場で勇気を振り絞って

間があっという間に過ぎ、多くの方がもっと聴きたい

手を挙げた女子高校生、それにしっかりと応える原氏、

と思える貴重な講演会ではなかったでしょうか。世界

素晴らしい締めくくりでした。参加いただいた学生さ

で活躍するトップデザイナーの言葉には、その経験と

ん、地元のデザイナーさんが得られたものから新たな

そこから生まれた熟考した想いがあり、聴講者にしっ

創造、デザインが生まれ、今回の講演が価値あるもの

かりと伝わってきました。

となることを祈念しています。

先ずは、ご自身が作り込まれた映像で作品の紹介とと

最後になりましたが、今回の講演会の開催にあたり、

もに講演会は始まり、2020 東京オリンピック最初のコ

事務局を始めとして岡山県印刷工業組合並びに青年部

ンペで次点だったエンブレムが生まれるまでのストー

の実行委員会の皆様、そしてポスターやパンフレット

リーを紹介。それは手書きのラフから生まれ、想像を

のデザインを手がけていただいた原氏の教え子である

広げ、オリンピックの開催に心を弾ませて様々な競技

藤原由智氏に心より感謝を申し上げ報告とさせていた

やプログラム、イベントに使われる膨大なパターンを

だきます。

想定して作成されており、活用方法を細部に至るまで

尚、講演後に各方面から価値ある講演会だったとの

デザインされている様の紹介は、普段我々が見聞きす

講評をいただき、世界的なデザイナーをこのように招

るデザインの枠を超えた壮大なプロジェクトであった

聘できた事に驚嘆の声がありました。原氏と実行委員

ことを知らされました。

会との懇親会では、５年後の開催を約束いただきまし

また、「無印良品」などをはじめとする手がけた様々

た。新たなステージを用意したいと思います。今から

なデザインを紹介され、デザインが生活に与える影響、

わくわくです。今回参加できなかった皆さん、是非５

楽しさ、豊かにするなど現代の生活にとって不可欠な

年後は参加してください。
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講演会参加者一覧
・岡山工業高校 40 名

・津山工業高校 10 名

・高梁城南高校 10 名

・岡山県立大学 29 名

・川崎医療福祉大学 ５名

・倉敷芸科大学 ５名

・岡山大学教育学部 ３名
・中国デザイン専門学校 20 名

・岡山情報ビジネス学院 35 名

・岡山県印刷工業組合 103 名

・一般（デザイン会社等）40 名
＊さん太ホールは、300 席の為に聴講希望者の制限をさせていただきました。

講演会写真スナップ

大塚会長

原

研哉先生

会場受付

講演される原先生

会場風景

会場風景
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西日本豪雨による計画の変更と対応について
～報告～
７月５日（木）から８日（日）にかけて、西日本特に愛媛県、広島県、岡山県では大雨洪水警報が出され、各
地で川の氾濫や土砂崩れなど大きな被害がありました。
岡山県内では河川の氾濫による洪水被害、床上浸水・床下浸水など至る所で被害がありましたが、特に倉敷市
真備町地区では地区全体が浸水被害に遭いました。
この西日本豪雨による岡山県印刷関連産業協議会、岡山県印刷工業組合の対応についてご報告いたします。

岡山県印刷関連産業協議会の「年次総会」を中止しました。
７月６日（金）にアークホテル岡山で開催する予定でした「総会」を中止しました。
今年、14 回目を迎える総会に「岡山県印刷工業組合」
「岡山県製本工業組合」
「ジャグラ岡山県支部」の会員
組合と印刷資機材関係会社「賛助会員」の方々が 60 余名出席予定でした。
当日（６日）の気象予報でも岡山県内は大雨警報が出され、交通機関も不通になるとの情報があり、急遽、午
前中に出席予定の皆様に中止の連絡をしました。すでに出席するために岡山に向かわれていた方もありましたが、
事故もなく無事でした。
会員・賛助会員皆様には、後日中止の経緯と総会の対応について各組合の理事役員皆様のご了解をいただき、
今年度は総会を中止とさせていただきました。

組合員企業の被災状況調査について
７月９日（月）岡山県内の大雨による被害状況の把握をするために全組合員に FAX で状況報告をお願いしま
した。その結果、組合員 70 社の内 62 社から報告がありました。その結果、１）社屋の被害２社、２）印刷機
械の損傷１社、３）製品への被害はなし、４）人的被害（会社内での被害はなし）但し、従業員の自宅が床上・
床下浸水被害が５社 11 名でした。被害に遭われた方々にはお見舞いを申し上げます。

岡山豪雨被害に対する義援金について
今回の岡山豪雨被害に対して、従来は各組合員に対して募金活動を行っていましたが、被害に遭われた方もあ
り、協議会・印刷組合の書面理事会の了解を得て、山陽新聞事業社へ岡山県印刷関連産業協議会が 30 万円、岡
山県印刷工業組合が 20 万円を７月 27 日に大塚泰文理事長が持参しました。
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Q & A ??
社会保険労務士

穐田

恒雄

Q

労働基準監督署の調査について（印刷業編）
印刷業の場合、労働基準監督署の調査で、どのような事が確認されますか。

A

印刷業の主な確認事項は次の通りです。

なお、
以前に記載しました「おかやまいんさつつうしん」368 号の「労働基準監督署の調査」と併せてご確認下さい。
（労働基準法関係）
①労働基準監督署に届出した時間外労働協定の限度時間を超えて労働していないか
36 協定の時間外労働の限度時間を今一度確認下さい。
②営業職のみなし労働時間について実際の労働時間と乖離していないか
営業職の方であっても、社内の労働はみなし労働にはなりませんのでご注意下さい。
③休日出勤について
休日出勤して、代休が取得できていない、代休がたくさんになっていることはありませんか。早急な対応が必要です。
（労働安全衛生法関係）
①有機溶剤等に使用したウエスの適正な管理について
気密性のある容器で管理するなど、保管場所・保管方法の確認をお願いします。
②有機溶剤作業主任者の職務及び氏名の周知について
第３種有機溶剤であっても、職務及び氏名の周知が必要です。
③有機溶剤の人体に及ぼす作用等法廷の項目、有機溶剤の区分を事業場の見やすい場所への掲示について
掲示方法や看板の大きさは、法律で定められていますので、労働基準協会等で確認下さい。
上記の他に以下の項目も大切ですのでご確認ください。
・フォークリフトの作業計画書の作成について
・１年以内ごとのフォークリフトの定期自主検査の実施
・有機溶剤業務に従事する労働者に対し、６カ月以内毎に１回の有機溶剤健康診断を実施しているか、健康診断の対
象者は正しいか。
・労働安全衛生法上、必要な資格証の確認を行い、コピーを保管しているか。
・深夜業（１カ月に４回以上午後 10 時以降の勤務がある方）に従事する方の健康診断は、６カ月ごととなります。
毎日、お忙しいと思いますが、準備とチェックをお願いします。
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合同企業見学会～バスツアー開催
印刷会社３社、製本会社１社

岡山県中小企業団体中央会が主催する「企業魅力発見ツアー」が８月 29 日（水）に開催されました。今年は、県内
の大学・専門学校の学生が 30 名参加しました。
訪問見学した会社は、コーホク印刷㈱長船工場、日宝綜合製本㈱長船工場、コーセイカン㈱、友野印刷㈱の４社を
訪問見学しました。
参加者は印刷工場や製本工場の見学は初めてで、印刷物が出来たり製本機械で本が編冊される様子を見て感激して
いました。
また、印刷会社では、デザイン作成や校正等を興味深く見ていました。
各社共、近年入社された若い社員の印刷会社へ入社した動機や現在の仕事についての説明と、学生からの質問に答
える等して相互の理解と交流を深めていました。

日宝綜合製本

㈱

㈱

コーホク印刷

コーセイカン㈱

友野印刷㈱

岡山労働局からのお知らせ

セクハラ対策は事業主の義務です！
セクハラが起きないための防止対策をお願いします。
・セクハラによって労働者の就業環境が悪化しないよう、未然防止対策に取り組むことが重要です。
・事業主は、取引先、顧客等社外から受けるセクハラについても相談対応義務があります。
＜お問い合わせ＞

岡山労働局雇用環境・均等室 TEL 086－225－2017
詳しくは厚生労働省 HP の検索窓で「セクハラ防止対策」で検索！
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支 部 だ よ り
岡山西支部

「労務研修会」開催

岡山西支部（友野昌平支部長）は、９月７日（金）に研修会を兼ねた支部会を「西川荘」で開催しました。
研修会は、穐田社会保険労務士をお招きして「最近の労務問題」について講演をいただきました。
また、会員からは多くの質問が出て今回の支部会は大変有意義な会となりました。
その後、食事と懇親会に移り、次回忘年会を 11 月２日（金）に開催、また、支部親善旅行を来年２月に北海道へ研
修旅行を行う事を決めました。
〈支部会出席者〉
・友野印刷㈱

・かやの印刷㈲

・㈱ PCK 高速印刷

・㈱コーセイカン

・㈱プリント・ケイ

・㈱高速オフセット

・シンコー印刷㈱

・㈱創文社

・㈱中国シール印刷

岡山労働局からのお知らせ
岡山県最低賃金が平成 30 年 10 月３日（水）から

時間額 807 円 に改定されました。

使用者は最低賃金以上の賃金を労働者へ支払わなければなりません。
詳しくは、岡山労働局賃金室 TEL 086－225－2041 までお問い合わせください。

らせ
お知

印刷関連総合フェア

プリンテックフェア 2018in 岡山
価値ある情報が交差する

＊開催日：10 月 23 日（火）24 日（水）
＊会

場：コンベックス岡山

＊共

催：岡山県印刷工業組合・合同印刷機材株式会社

＊内

容：印刷機材展、講演会の開催〈入場料・無料〉

7

おかやまいんさつつうしん

2018 年 10 月

Printing Journal Okayama

No.

編 集 後 記
西日本豪雨、台風 21 号、北海道地震と２ヵ月の
間に日本を縦断する大きな災害が起きました。
いつどこで何が起きるか予測も出来ません。会
社・個人を問わず対応が必要です。


（K）

大阪支店/〒543-0033 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目13番18号

TEL.06-6771-5568

FAX.06-6772-9661

岡山県洋紙商連合会
㈱石

本

洋

岡山市北区大内田 769-5

岡

山

紙

商

事㈱

岡山市北区富田 53-1

㈱高

田

津山市東新町 25

㈱高

田

洋

紙
紙

岡山市南区米倉 72-3

紙

店
店

㈱ペーパーックス岡山

TEL.292-8500

岡山市北区大内田 715-2

㈱丸

TEL.225-5151

岡山市北区岡南町 2-2-36

㈱光

23-2154
TEL. （0868）

畑

紙

加
店

岡山市北区北長瀬本町 13-3

TEL.244-1234
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