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時  の  視  点
青年部新部長の挨拶

青年部部長　坂内　大介

今期、青年部の部長になりました中央支部の坂

内です。

私自身青年部に入ってまだ数年でして、分から

ないことも在りますが、歴代の部長や幹事長方に

いろいろと教わり、また現幹事長や幹事たちと考

えながら業務を行っていこうと思っています。

組合名簿を見ますと部員が結構いるのですが、

出席できるのは 15 人前後が実際のところです。

しかし幹事長の奮闘もあって、少しずつですが部

員も増えてきています。年代的に時間の調整も難

しいところ、皆それぞれに都合をつけ出席してく

れ、組合の新年会やゴルフコンペのお手伝い、他

組合の青年部との意見交換また勉強会、懇親会等

和気あいあいとやっています。

皆仕事をしながら出てきているので忙しいとは

思いますが、それぞれにできる時に自分のできる

ことをやり、懇親会では同業者として疑問に思う

ことや分からないことを気軽に聞き、組合活動を

通して自分にとって仕事的にも個人的にもプラス

になるような場になればと思っています。　

新支部長の挨拶
文京支部長　山田　祐康

当社は主に富士地区のメーカーに直納してお

り、資源リサイクルは練馬に有る㈱日栄紙業が豊

島区・練馬区を中心として行なっております。

副支部長になり 4 年、そろそろ病気を理由に

副のまま理事を引き下がろうかと思っていまし

た。ところが前支部長が急に辞退したいと言いま

した。こんな経緯で支部長になりましたが、なっ

たからには一生懸命遣らせていただきます。

先ず、副部長の時に支部会等の連絡は電話と

ファックスを利用しておりましたが、今後徐々

にインターネットを利用したメールなどを併用

して、時間を気にせず連絡を出来るようにしま

す。これは経験ですが夜間に緊急な連絡が有る時

ファックスだと音を気にする支部員も居ります。

私自身の事を言えばネットを利用して無料のテレ

ビ電話・メール・国内の固定電話への通話を楽し

んでいます。

次は、と色々考えましたが未だまとまっており

ません、支部員の意見をまとめるのが支部長の役

目だと自重しておりますので、意見を聞きながら

進めていきます。その為にも今後、同業・異業種

に係わらず積極的に会合などに出席して様々な情

報を吸収し、この組合の事を発信していきたいと

思います。

個人的な事ですが、仕事の事はあまり解りませ

んが糖尿病の事は『門前の小僧』である私にお聞

きください。

民主党が圧倒的な大差で政権を取り、これから

も世の中が変わって往くでしょうが、私には酒を

絶対飲ませないで下さい。この事は今後も変わり

ません。
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第 23 回　古紙関係協議会

平成 21 年 7 月 24 日（金）pm4：00　

上野・精養軒 B1「銀杏の間」にて開催

出席者：　製本工組　15 名　東京協組　22 名　

古紙業界の動向

1.　古紙全般に関する現況
赤染直納部長（東京協組）

昨年 10 月末の世界同時不況により古紙価格が

大暴落した。中国向けの輸出価格においても同様

である。国内の洋紙メーカーの 40 ～ 50%の減産。

板紙メーカーも 20 ～ 30%の減産。問屋に対する

注文量も 5 割減の状況。各問屋は、過剰在庫が

増えたため赤字覚悟の輸出が続いている。輸出価

格もピーク時の半値以下。今年に入り輸出量が格

段の伸びを示している。国内メーカーでは、洋紙、

板紙メーカーの製品在庫の調整がついていない。

お盆頃まで注文カットの状況が続いている。経済

が悪い中、古紙全般で非常に発生が悪く、秋需で

は不足も考えられる状況である。

2.　産業古紙の現況
上田直納部副部長（東京協組）

今年に入り輸出は好調だが、製本のさい落は輸

出には適さない。昨年あたりから雑誌が輸出に変

わり増えてきた。価格面では中国が落ち国内も落

ちているので弱含みである。

特更はマンガのさい落を使うが、現在はマンガ

と新聞を使っている。マンガは発行部数が落ちて

きている。

家庭紙は、洋紙メーカーがケントを使いだした

事により全体的に品薄となった。国内の洋紙メー

カーの稼働が少ないため、各家庭紙メーカーは在

庫を持っている。現在は、発生が少ない分、ここ

1 ～ 2 ケ月でバランスがとれている。

3.　古紙回収にかかわる現況
宮崎集荷部部長（東京協組）

製本業界の落ち込みがひどく集荷に影響が出て

いる。発生が少ないため同業者が競り込みで動い

てきている。中には製紙メーカーの子会社も入っ

てきていると聞いている。製本関係に対しては、

今までの得意先業者を変えないで継続して取引を

する事を望んでいる。

4.　製本業界の動向
さい落は、出版関係すべてにおいて低調である。

今が一番の底ではないかと思う。

近年の出版不況については、雑誌、週刊誌、月

刊紙の休刊、部数の減少。マンガ、特にコミック

は部数の低迷が目立つ。

2.5 分の 1 から 3 分の 1 に減少している。書

籍は横ばいで専門の資格書、検定書は個々ではあ

るが売れ行きが顕著なものもある。

明るい話題としては特定の作家の本の売れ行き

が良い。全体的には少子化、読書離れが追い打ち

をかけている。
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5.　質疑応答
　S －製本工組　　　T －東京協組

　Q － S　輸出国は中国だけなのか。

　A － T　現在は、8 割が中国で他は、タイ、マレー

シア等のアジア諸国が対象。

　Q － S　ノーカーボン紙の混入について

　A － T　古紙に混ぜないようにしてほしい。薬

品が廃水を汚す。

　Q － T　携帯電話（電子ブック）の影響につい

て

　A － S　アメリカでは売れ始めている。将来、

コミック、文庫本はなくなるのではな

いか。

東京返本加工協同組合

第 44 回　通常総会

　去る、2009 年 8 月 24 日　（月）　東京ドーム

ホテル　5 階　『初音』の間において、東京返本

加工協同組合　第 44 回　（平成 20 年度）通常総

会が開催されました。

　ご来賓として、出版共同流通株式会社　専務取

締役　高田　誠様、東京都製紙原料協同組合　理

事長　近藤　勝様、税理士法人　西川会計　西川

　豪康様にご来臨を賜り、藤川理事　司会のもと、

上田理事、開会の挨拶にて総会がスタート致しま

した。

審議に先立ち、工藤理事長より、世界経済の金融

危機をスタートに製紙業界は、100 年に一度と

いわれる程の状況となり、大変厳しい一年であっ

たことを振り返られた挨拶がなされました。

続いて 6 月 30 日付で新組合員に加入されました

4 社、旭商事㈱・グリーンロジテック㈱・㈲坂内

商店・㈱サン商事が司会者より紹介がされまし

た。続いて司会者より、組合総数　23 名、　出席

　19 名、委任 4 名であり、今総会が成立した旨

の報告がなされ、議長選出では司会者一任にて山

中理事が議長に選出され審議に入りました。

　今総会の議案は第 1 号～ 8 号議案が提案され

ており、事業報告、決算報告、剰金処分案等、各

理事より上程され、各議案とも全会一致にて原案

どおり可決されました。

　事業報告では、雑誌プレス加工料　前年比

87.2%、組合直接扱いダンボールも含め 89.2%、

合計 87.6%と大幅な減少と禁帯品付雑誌は、前

年比 93.4%と処理工程の多い物が増加傾向にあ

ることが報告され、売上 3 部門（売上高・加工料・

受取手数料）では前年比 77.9%と残念ながら大

幅な減収となったことが報告されました。

全ての議事終了後、ご来賓を代表して出版共同流

通株式会社　高田専務様より祝意と東京返本加工

協同組合に対する期待と、より密にした情報交換

を行い更なるプレス化推進をしていきたいとのご

挨拶を賜りました。

閉会の辞では斉藤副理事より、TOM としては総

会 44 回となるが工藤新体制になって丸一年が立

ち、厳しい状況が続くなか、45 期は組合員の皆

様、大切なパートナーである出版共同流通株式会

社様、取次各社様へのお力沿いを賜りたい旨の挨

拶がなされ通常総会は、無事終了となりました。

　総会に引き続き開催された懇親会は、会場を地

下『オーロライースト』の間に移し日本出版販売

株式会社　専務取締役・出版共同流通株式会社　
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代表取締役社長　高見　吉弘様、東京都製紙原料

協同組合　理事長近藤　勝様をはじめ取次各社、

出版共同流通㈱、協力会社、総勢 62 名のご出席

により事務局　深澤部長の司会進行により和気

藹々とした雰囲気となりました。

ご来賓として、高見社長様、近藤理事長様より

ご祝辞を賜り、高田専務の乾杯の音頭で開会し、

新加入組合員の 4 社の皆様が紹介され、恒例の

TOM カラオケ大会では、高見社長からの突然の

リクエストがあり、出版共同流通㈱　取締役　羽

山様も一曲披露、高田専務からもリクエストがあ

がり、工藤理事長、稲生専務理事が一曲を一番、

二番を交代で自慢の喉を披露し、さらに出席者よ

り副理事長　一曲との声がかかり齋藤副理事も自

慢喉を披露と相なりました。

立食形式の会場には、いくつも輪ができあちらこ

ちらで大きな笑い声が起こり楽しい情報交換の

場となり、脇監事の中締めの挨拶をもって 19 時

20 分に散会となりました。

　お忙し中、総会ならびに懇親会にご出席を賜り

ました皆々様、誠にありがとうございました。皆

様のご協力に感謝申しあげます。

東京返本加工協同組合　事務局記

東京都産業労働局商工部
　経営支援課課長を迎えて

東京都製紙原料協同組合　事務局記

7 月 16 日（木）組合会議室において東京都産

業労働局商工部経営支援課の傳田課長と経営支援

課サービス・情報担当の佐藤係長を迎えて、組合

や中小企業者向けのグループ戦略策定支援特別対

策事業などの支援事業等についての説明を受けま

した。

組合側からは近藤理事長をはじめ、副理事長、

専務理事、総務・集荷・事業部の各部長の総勢

7 名が参加し、有効的な活用が出来るかどうかを

話し合いました。

古紙商品化適格事業所のさらなる内容の充実を

はかるために期待が高まりました。

実際の運営は東京都中小企業団体中央会が実施

しており、後日、訪問をする事に決め会議を終了

しました。

直納部委員会及び納涼会　

東京都製紙原料協同組合　事務局記

日時：8 月 28 日（金）　

午後 5 時 30 分～直納部委員会

午後 6 時～納涼会

場所：伊豆栄「梅川亭」　参加者：36 名

　8 月 28 日伊豆栄「梅川亭」において直納部委

員会と納涼会が開催されました。
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午後 5 時 30 分から直納部委員会が始まり、大

久保委員から最近の中国の状況説明がありまし

た。又、共販輸出取扱業者から輸出についての近

況報告がありました。

その後は、納涼会になり特別ゲストのカラオケ

を聞いたり、楽しい歓談のひと時が過ぎていきま

した。

清風会研修会及び納涼会

東京都製紙原料協同組合　事務局記

日時：7 月 3 日（金）

午後 5 時～研修会　午後 6 時～納涼会

場所：上野・東天紅　　参加者：29 名

7 月 3 日の理事会終了後、上野東天紅において

清風会の研修会と納涼会が行われました。

研修会では、新しい会長、副会長、会計が決め

られ規約についても発表がありました。新会長は、

皆川前理事長、副会長は坂田元副理事長。会計は、

今までの坂田智常任理事と廣田理事が二人で担当

する事になりました。

写真 5

その後は、大久保理事による講演会がありまし

た。中国についての古紙の取扱や輸出についての

大変興味深い話が沢山あり参加者は、食い入るよ

うに受講していました。

6 時過ぎからは、納涼会が始まりゴルフ談義や

業界の話に花を咲かせ楽しいひと時が過ぎていき

ました。

青年部納涼会

青年部幹事長　廣田圭吾
　7 月 27 日に青年部納涼会を行いました。当初、

銀座松坂屋屋上のビアガーデンで一次会を予定し

ておりましたが、折からの雷雨で急遽、すぐ隣の

ライオンビアホールに会場変更することに。ドイ

ツ風の本格ビアホールで、ジョッキビールが美味

しいこと美味しいこと。とくに「琥珀エビスビー

ル」はお勧めです。現場業務が多い部員。17 時

からの一次会参加者は 10 人足らずでしたが、美

味しいビールとホールの熱気に盛り上がり、たい

へん盛り上がり（飲み過ぎとも言う）ました。

　そして、メインの二次会。新橋寄りの銀座八丁

目「蔵の桜」で 19 時より開宴。参加者は 20 名

を超え、より盛り上がり（飲み過ぎとも言う）ま

した。

　最近、青年部に参加するようになった部員も、

それぞれ個別に交流を深めつつあり、二次会終了

後も各自三次会に繰り出した様子。ひと時、市況

低迷の苦労を忘れてそれぞれ盛り上がった（飲み

過ぎとも言う）ようです。
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支　部　便　り

千代田支部　納涼屋形船

千代田支部長　近藤　正彦
8 月 22 日（土）支部納涼屋形船を計画した所、

老若男女 35 名参加して、柳橋のあみ新より貸切

で盛大に行いました。カラオケ等も入り飲み放題

で大いに盛り上がり、2 時間もあっという間に終

わりました。又の機会を約束して 8 時解散。

文京支部　納　涼　会

文京支部長　山田　祐康
文京支部納涼会を 8 月 8 日（土）神楽坂下の

レストラントリノにて開催いたしました。

出席者はお客様の大同生命の斉藤様 ･ 小川様を

含めて総勢 20 名が参加しました。

おいしい料理とワインをはじめ、お酒や飲み物

が飲み放題でたいへん盛り上がりました。御土産

に神楽坂の不二家でしか販売していないペコちゃ

ん人形焼を頂き、大満足で皆さん帰路につきまし

た。今回の手配をして頂いた倉友紙業さんありが

とうございました。

荒川支部　納涼会開催

荒川支部長　久保田　貞行
荒川支部では平成 20 年 8 月 22 日（土）午後

18 時半より納涼会を開催致しました。

今回は、屋形船を企画したところ 50 名以上の

参加を頂きました。

当日は天候にも恵まれ、厩橋から乗船、隅田川

～レインボーブリッジ～お台場へと向かいました。

窓を開けると時々水しぶきが飛び、また、川と

の距離の近さを感じつつ、お台場近くへ向かうと

8 月末までの展示と言われている「ガンダム」の

明かりに意外な歓声もあがり盛り上がりました。

また、お台場で停泊すると、デッキに上がるこ

とが出来、涼しい風を浴びながら写真撮影や、夜

景を楽しむ方もいました。そして、時間的にタイ

ミングよく東京ディズニーランドの花火も遠くで

したが観ることができました。

船内では、揚げたての天ぷらを美味しく頂き、

皆様和気あいあいの 2 時間半を過ごしました。

足立支部　ゴルフコンペ

足立支部長　赤松　源裕
足立支部では 8 月 19 日（水）～ 20 日（木）

と一泊ゴルフコンペを開催しました。

8 月 19 日（水）は千葉夷隅ゴルフ倶楽部にて、

8 名（2 組）でプレーをし、プレー後は養老渓谷

温泉の秘湯の宿 “ 滝見苑 ” で一泊（4 名参加）し

ました。
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養老温泉は前から知っていましたが、あまりに

も東京から近いので、泊まった事がありませんで

した。しかし今回この機会だからと思って予約を

し、泊まってみましたが、思ったより良かったで

す。旅館は、川沿いにあり（川は見えませんが養

老の滝が近くにあります）横に長く、本館新館と

続いています。そして左右は小さい山々に囲まれ

緑が大変豊かで静かな所でした。また温泉は 24

時間かけ流しで、露天風呂も中の風呂も良かった

です。家族連れとか、紅葉のシーズンに訪れるの

が最高に良いと思います。

今回は大の男（中高年）4 名が一つの室で寝ま

したがお互いが大変むさ苦しいと思いました。し

かし、アクアラインも 800 円になり、天気にも

恵まれよい思い出になりました。

山手支部　家族・従業員慰安会

山手支部厚生部長　　中谷　浩康
去る、8 月 1 日（土）午後 6 時より椿山荘に

於いて家族・従業員慰安会が開催されました。

当日は曇天ながらも、どうにか雨も降らずにな

んとか持ってくれました。幼児も含めると約 70

余名の参加をいただきました。

　司会は山手支部の厚生部長に就任して初めて

の大役を仰せつかった私、中谷が務めました。ま

ず、脇支部長のご挨拶に始り、長井理事の乾杯の

ご発声で会食、歓談へと移りました。みなさん、

日ごろの仕事や雑事を忘れ食事もお酒も大いに進

み , 宴もたけなわの中 , 恒例のビンゴゲ～ムの開

始となりました。景品が 1 等からだんだんと消

えてゆきみなさんも大いに盛り上がり、あっと

いう間に時間が過ぎ、宮崎理事の中締めで午後 8

時に名残り惜しくもお開きとなりました。

　司会役も無事終了してホッとしました。これ

からも、山手支部の為に協力して、より良い支部

に発展できたらいいなと思っています。最後にな

りましたが、支部員はじめ家族、従業員の皆様に

は大変お世話になり、有難うございました。

写真 8

城南支部　納　涼　会

城南支部長　坂田　智
今年の城南支部納涼会は、久しぶりに目黒雅叙

園で開催されました。雅叙園はとても豪華な造り

で、宴会場まで続く広い通路を歩いていくと結婚

式を終えた若い生まれたての夫婦が記念写真を

撮っていました。何か私もうきうきとした幸せな

気分になり、会場へ向かいました。

納涼会の御来賓には、清水副理事長と大同生命

の吉川課長と小川さんにお忙しい中、出席して頂

きました。会は、清水副理事長の乾杯で始まり、

美味しい料理に舌鼓を打ちながら、皆さんも楽し

い時間を過ごしました。そしてお待ちかねのビン

ゴゲームが始まり、㈱共益・商会さんにお手伝い

頂き最高潮に盛り上がりました。
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最後にこの会の司会及び設定などでお世話にな

りました井出紙業㈱の専務さんに心より御礼を申

し上げます。

参加 50 数名

城北支部　サマーフェスティバル

城北支部長　黒田　義孝
サマーフェスティバル　日帰りバス旅行（桃狩り）

山梨県笛吹市笛吹　　　8 月 2 日　30 名参加

バスの中では辻理事さんが製紙原料商の仕事と

は、又リサイクルについて資料を作成して講演し

てくれる、女性が多かったので皆さん会社又家で

は聞けない話なので、ためになったと喜んで頂け

た。

ハーブ庭園、ワイン工場など見学した。当日は

雨が降ったり、やんだりの天候でしたが、大きな

桃を木からもぎ取りお土産に持ち帰り、又試食も

ありましたが、食べきれず残された方もいた。お

昼は葡萄畑の下でバイキング料理。ワインもでて

皆さん楽しんで頂けたようでした。

帰りのバスではビンゴなどやり盛り上がり帰途

についた。今回の日帰り旅行は親睦を一層深め有

意義な旅行でした。

組 合 員 の 広 場

和製英語ってややこしい！
 その①　

広報部長　清水弘允
外国語として入って来た言葉がそのまま広く使

われ、日本語になった例は沢山あります。そう言

う言葉は通常カタカナで表記されています。しか

しカタカナで表記されているからといって、すべ

て外国語から転用されて来た言葉かと言うと必ず

しもそうではありません。外国語の本来の意味と

は異なった意味で使われたり、そもそもそんな外

国語は存在しないと言う言葉も少なくありませ

ん。いわゆる和製外国語と言う類の言葉です。外

国語と言えば通常英語ですが、英会話を習ってい

て難しい問題のひとつがこの和製英語です。英語

だとばかり思って使ってみた所、外人に通じない

言葉が結構あります。私の体験からそれらの言葉

を紹介してみたいと思います。こんな言葉が和製

英語だったのかと、皆さんもびっくりする発見が

あるかも知れません。

「ドンマイ」Don’t mind.
まず私の中学時代の体験から話しましょう。中

学に入って英語を学び始めた頃クラブ活動をし

ている先輩が「ドンマイ」「ドンマイ」と仲間に

声を掛けていました。何の意味なのか聞いてみ

たら Don’t mind. つまり「気にするな」と英語で

言っているとの事でした。さすが中学になると格

好いいなとその時思いました。ところが後で分っ

た事ですが、これは和製英語で外人には通じませ

ん。英語で「気にするな」と言いたければ Never 

mind. と言うのが正しい表現です。
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「サービス」service
外国のお店で買い物をしている日本人が「サー

ビス」「サービス」と叫んでいるのを見かけます。

商品を値切ったり、「タダにしろ」と言いたいの

でしょうが、これも外国では通じません。「サー

ビス」には「奉仕」「もてなし」の意味しかあ

りません。「タダにして」と言いたければ Could 

I get it for free? と か、 値 切 る な ら Discount 

please! などが無難ではないでしょうか。コンピュ

ターで無料ソフトの事をフリー・ソフトと言いま

すから（これも英語では free soft ではなく free 

software）free の意味が「自由」だけでなく「無料」

の意味がある事はお分かりでしょう。無料チケッ

ト は free ticket と か complimentary ticket と 言

います。ついでに言いますと欧州に行ってフリー

マーケットに行く事がありますが、これは free 

market（無料の市）ではなく flea market（蚤の市）

ですからお間違えのないように。

「バイキング料理」viking
ホテルで色々の料理がテーブルに並べてあっ

て、好きなものを好きなだけ食べられる料理をバ

イキング料理と言います。外国旅行して朝食の形

式がバイキング料理になっている場合も多いよ

うです。英語で簡単に言う場合は buffet（ビュッ

フェ）と言えばいいし、all-you-can-eat でもいい

でしょう。正式には smorgasbord と言います。

なぜ日本でバイキング料理かと言いますと帝国ホ

テルが初めてこの形式で料理を提供した時、北欧

の海賊のイメージが良かろうと名付けて使い始め

たからです。実際 smorgasbord はスウェーデン

語から英語になった言葉のようです。

「マンション」mansion
本来マンションとは英語で「大邸宅」の意味で

す。日本で昭和 40 年頃から高級共同住宅を売り

出す時にアパートでは洒落てないので、業者が英

語から探し出してきた言葉です。ですから英会話

で自分はマンションに住んでいると自己紹介した

ら、特に英国人が聞いたらどんな立派な邸宅に住

んでいるかと、びっくりされるでしょう。日本

のマンションに近い建物は、英国なら flat、米国

なら condominium 略して condo と言いますが、

condo にはコンドームの意味もありますから略し

て言わない方がいいかも知れません。ちなみにア

パートは apartment house を省略した言葉です

し、デパートは department store を省略した言

葉です。

「スキンシップ」skinship
この言葉は私もてっきり英語だと思い込んでい

ました。ところが英会話で話しても通じません。

英和辞典を見ても載っていません。skin は皮膚

のことですから、「人と人の肌が触れ合う程の親

密な交流」と言うイメージが湧いてきます。しか

しそんな意味は英語にはないし、そもそも英語と

して存在しないのです。誰が作った言葉か知れ

ませんが、よく出来た和製英語です。英語なら

physical contact とか body contact が相当する言

葉になります。ちなみに contact はコンタクトレ

ンズで分るように、接触する事を意味しています。

♪ことわざミニ知識♪
「洛陽の紙価を高める」

（晋の左思が「三都賦」を作った時、洛陽の人が

争ってこれを転写したために洛陽の紙の値段が高

くなったという故事から）著書が好評を博して盛

んに売れること。・・・・広辞苑

最近の例で言えば、「ハリーポッター」や村上春

樹「1Q84」の小説か。これで紙の値段が上がれば、

古紙業界も嬉しい。
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チャレンジそしてチェンジ

専務理事　夏目　茂
人はそれぞれの人生において、様々なチャレン

ジをしています。これからお話する事は、人は何

故チャレンジをするのか、そして、時にはチェン

ジをする事がいかに大切かを、三つのエピソード

を交えて書いてみました。

今年のお正月に何となくテレビを見ていまし

た。その画面には、あの有名人のデビ夫人が映っ

ていました。ある番組での取材中で、デビ婦人が

自転車に乗っていました。と言っても自転車には

乗れずに乗る練習をしていたのです。デビ婦人と

言えば、女性に歳の話をするのは失礼ですが、とっ

くに還暦は過ぎて何年か経っているはずです。そ

んな彼女が自転車に乗ろうとして、時には倒れた

り電柱にぶつけたりして、打撲や切り傷をおいな

がらも一生懸命に練習していたのです。

テレビのレポーターが傍でデビ婦人に質問をし

ていました。「何故、そんなにまでして自転車に

乗ろうとしてるのですか ?」デビ婦人はその時に

こう答えました。「この歳になって自転車に乗れ

なくてもかまわないのですが、事実、私は自転車

の運転が出来ないのです。だから出来ない事に対

して出来るように挑戦しているのです。その結果、

乗ることが出来なくてもかまわないのです。今、

自分が一番怖いのは、何かにチャレンジする気持

ちがなくなってしまう事なのです。何かをしてみ

ようとか、何かにトライする気持ちがなくなった

時に、自分が今のように元気でいられるか自信が

ないのです。だから諦めないで何事にもチレンジ

していくのです。」と言っていました。

テレビを観ていて、何事にも挑戦をしていく姿

勢、強い思いが画面から感じられました。

幾つからでも、幾つになってもチャレンジする

気持ちを持ち続ける事の大切さと、人が生きると

いう事、チャレンジする事とは何かを教えてくれ

た一場面でした。

大切なのは目的を持って何かをしようとする思

いを失わない事。それがチャレンジする気持ちに

繋がっていくと言う事だと思いました。

話はスポーツ界に移ります。昨年の夏、中国の

北京でオリンピックが開催されました。

次は卓球で有名な福原愛ちゃんのエピソードで

す。あまり関係ないのですが私自身も高校時代に

卓球をしていました。今はテニスが中心で週末は

毎週 2 時間ほどコートで汗を流しています。理

由は、健康とストレス発散のためです。

話がそれましたので本題に戻します。オリン

ピックが始まる前、愛ちゃんは数日前に練習のた

め北京に現地入りしました。それを追ってきたテ

レビのレポーターが愛ちゃんにこんな質問をして

いました。「慣れない海外生活で毎日、色々と大

変でしょう。北京での練習は慣れましたか ?」す

ると愛ちゃんはこう答えたのです。「もちろん海

外での練習は長くした事がないのでまだ慣れてい

ません。環境も違うし大変な事が多いです。でも、

それでいいのです。慣れていないと言う事は、自

分が成長している途中だから可能性が沢山あるん

です。慣れてしまえば楽ですが、成長も止まるの

です。」と言いました。

このコメントを聞いた時に、私自身、ハッとす

る思いがしました。確かに私たちは、慣れに甘え

た毎日が多いように感じます。私自身でも時には、

いかに楽に過ごそうとか考えがちでした。愛ちゃ

んは自分が成長するために日々、チャレンジして

いたのです。
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確かに、仕事を始めて 1 年目と 3 年目では苦

労の差は明らかに違います。それは仕事に慣れた

事もありますが、自分自身が成長したからなので

す。だから違うように感じるだけなのです。愛ちゃ

ん自身が自分の体験を元にチャレンジする事の大

切さを教えてくれました。

最後は、ゴルフのお話です。組合でも年に 4

回ほどゴルフのコンペがあります。ひとつは 6

月と 12 月に行われる組合のゴルフ。もうひとつ

は 4 月と 10 月に行われる理事と元理事が中心と

なった清風会のコンペ。広報の紙面でも結果など

を報告していますのでご存じの方がほとんどだと

思います。

宣伝はさておき、今度は、あの有名なプロゴル

ファー、タイガーウッズのエピソードです。タイ

ガーウッズは皆さんご存じの方が多いと思います

が、3 歳のころからゴルフクラブを握り英才教育

を受けゴルフ界にデビューしました。実力の下地

は十分すぎるほどあったのでデビューしてからは

当然のように何回かの優勝を果たしました。しか

し、あのタイガーウッズでさえコンスタントに勝

つ事が出来ない時期があったのです。

あるトーナメントで優勝を争う最終ホールにさ

しかかりました。ウッズはその時点でトップで 1

打差でリードしており、パー 4 のミドルホール

を 2 オンしていました。同じ組を回る選手の中

に一人、その時点で 2 位で、ウッズより 1 打で

追う選手がいました。その選手も 2 オンしており、

二人のパット争いとなりました。1 打差で追う選

手がグリーンでは距離が長く先にパットをしまし

た。タイガーウッズは、その時に思いました。こ

の選手が、このパットをはずしてくれれば、自分

が 2 打でも楽に優勝が出来ると。心の中で何度

も相手のパットを「はずせ ! はずせ !」と願いま

した。その当時のタイガーウッズは、そんな試合

が沢山あり、成績も勝ったり負けたりで、決して

最強とか言われるほどでもありませんでした。

それが、ある時、トーナメントで又、同じよう

な場面に出くわしました。ウッズが 1 打差でトッ

プで優勝争いをしている最終ホールでの事です。

前と同じ状況でパー 4 のミドルホールを 2 オンし

ていました。同じ組を回る選手の中に一人、その

時点で 2 位で、ウッズより 1 打差で追う選手がい

ました。その選手が先にパットをします。外せば

ウッズが 2 パットでも優勝です。入ればプレーオ

フになるかもしれません。負ける可能性もありま

す。この時、ウッズは思いました。今までの自分

ならここで相手のパットに対し「入るな ! 入るな !」

と願っていました。でもウッズは、自分がより強

くなるためには、このままではいけないのだと思っ

たのです。だから、この時に相手のパットに対して、

前とは逆に「入れ ! 入れ !」と応援したのです。た

とえ相手のパットが入っても自分のパットを入れ

れば優勝できるのです。この時からウッズは、そ

の上をいくプレーヤーになろうと気持ちを変えた

のです。そう、チェンジしたのです。ウッズのよ

うに何度も何度もチャレンジして努力していても、

思うような結果が出なかったりするのが人生です。

そんな時に、今までとは違う道へ向かう勇気と決

断が必要な時があるのです。ウッズも数々の経験

を通して、チャレンジからチェンジする事の大切

さを教えてくれました。それからのタイガーウッ

ズの活躍は説明するまでもありません。
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折しもアメリカの大統領がオバマに変わり、日

本では長がかった自民党政権が民主党に変わりま

した。

人は目標に向かい、何事に対してもチャレンジ

する気持ちと、時には冷静な目で自分を見つめ直

す余裕。そして、チェンジする勇気が大切なのです。

人の人生は、これでいいと思えば、その時から、

それだけの人生で終わってしまいます。これじゃ

いけない、何とかしなくてはいけないと思う気持

ちがあれば、おのずと人生も変わっていきます。

今までお話したエピソードから、ここまで読ん

でいただいた方にとって、少しでもお役に立てる

ヒントがあれば幸いと思っております。

支部スケジュール

千代田支部

　　支部会　10 月　5 日（月）

中央支部

　　支部会　10 月　9 日（金）

　　支部会　11 月　6 日（金）

　　支部会　12 月 10 日（木）

文京支部　

　　支部会　10 月　8 日（木）

　　支部会　11 月　9 日（月）大塚すし常本店

　　忘年会　12 月　8 日（火）

台東支部

　　支部会　10 月上旬

荒川支部

　　支部会　11 月 10 日（火）四丁目会館

　　忘年会　12 月 10 日（木）四丁目会館

足立支部　　

　　支部会　10 月 24 日（土）北千住（広正）

　　忘年会　12 月 19 日（土）北千住（明日香）

山手支部

　　支部会　10 月 19 日（月）鮨やなぎ

　　支部会　11 月 19 日（木）鮨やなぎ

　　忘年会　12 月 19 日（土）鮨やなぎ

城南支部

　　忘年会・支部 50 周年　11 月 28 日（土）

　新橋亭　　　　　

江墨支部

　　支部会　10 月 20 日（火）吉野すし

　　支部会　11 月 20 日（金）吉野すし

　　忘年会　12 月 22 日（火）吉野すし

城北支部

　　支部会　10 月　9 日（金）地球飯店

　　支部会　11 月 13 日（金）地球飯店

◎直納部主催
　海外メーカー工場視察研修会
訪問先…中　国（詳細は後日連絡）

期　間…平成 21 年 11 月 20 日（金）～ 23 日（月）

直納部主催ですが、組合員どなたでも参加できま

す。奮ってご参加ください。

ご案内後、締め切り日までに事務局宛てにお申し

込みください。

お　知　ら　せ
10 月会議・催事予定

［10 月予定］
10 月　2 日（金）共販輸出検討委員会

　　　　　　　　（pm2：00 ～）　組合会議室

10 月　2 日（金）常任理事会（pm2：30 ～）

　　　　　　　　理事会（pm4：00 ～）

　　　　　　　　組合会議室

10 月 15 日（木）集直正副委員長会議

　　　　　　　　（pm4：00）組合会議室
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10 月 19 日（月）直納部委員会（pm4：00）

　　　　　　　　組合会議室

10 月 26 日（月） 古紙センター業務委員会

　　　　　　　　（pm1：30 ～）

　　　　　　　　古紙センター会議室

10 月 26 日（月）全原連役員会（pm2：40）

　　　　　　　　古紙センター会議室

10 月 28 日（水）清風会ゴルプコンペ　

　　　　　　　　「ひととのやカントリークラブ」

　　　　　　　　栃木県小山市   am8：36 スタート

10 月 29 日（木）静岡県紙業協会家庭紙部会と

の懇談会　

　　　　　　　　事前会議（pm1：15）

　　　　　　　　本会議（pm2：00 ～）

　　　　　　　　富士工業技術支援センター

［古紙価格］
［東資協の古紙 4 品の標準売値］

平成 21 年 8 月 10 日現在

　新　聞　　　6 ～ 7 円（横ばい）

　雑　誌　　　3 ～ 5 円（横ばい） 

　段ボール　　5 ～ 6 円（横ばい）

　色上（並）　  3 ～ 5 円（横ばい）

［古紙品質調査事業］　

平成 21 年 7 月～ 9 月価格

［新聞　古紙］  14,000 円 / トン

［段ボール 古紙］ 16,000 円 / トン

会  議  概  要［  7 月  ］

7 月度定例理事会　

［平成 21 年 7 月 3 日（水）］　出席理事 27 名　於）

上野・東天紅 5 階「萩の間」pm4：00

近藤理事長挨拶

市況のほうは、5 月に底入れをして輸出価格は少し

ずつ戻ってきてはいるものの、依然として国内メー

カーの消費は 3 品ともマイナスの状況となってお

ります。先日、静岡県紙業協会家庭紙部会との懇

談会がありましたが、家庭紙メーカーにおいても

同じような状況となっております。非常に発生の

少ない中、今月下旬には、製本工組との古紙関係

協議会がありますので色々と情報交換をしたいと

思っております。本日もよろしくお願い致します。

［各部報告］

［総務部］ 　組合会館テナント募集の進捗状況に

ついて、先日 1 件、室内を確認しに来た会社が

あり、細部について検討中である。

［直納部］

6 月 25 日に静岡県紙業協会家庭紙部会があった。

前回 2 月に比べるとだいぶトーンダゥンしてい

た。原料価格は、5 月～ 7 月は下げ止まっている。

メーカーは秋需を気にしはじめている。製品価格

は、じりじり下がっているが、古紙価格をさげる

と問題である。家庭紙メーカーは、ここ数ｹ月の

価格修正で利益を上げている。低レベルでのバラ

ンスは取れている。メーカーとしては今後の安定

供給を要望している。それぞれの家庭紙メーカー

は多少の在庫を持っている。

洋紙は減産強化で、まだまだ厳しい状況である。

板紙は数量カットの上乗せをしてきており相場的

には変化がないが数量的には減。関東商組の輸出

は裾物 3 品が若干、値上がり。当組合の共販輸

出も 7 月は入札 2 社でスキップ扱い。価格は 6

月より下がっている。

直納部のスケジュールは 8 月 28 日に直納部共販

委員会及び納涼会を開催。海外工場視察研修を

11 月 20 日～ 23 日の 3 泊 4 日で行う予定。
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［品目別市況］

［家庭紙］　家庭紙は、発生が低調に推移している。

問屋の在庫も減ってきている。発生が悪く産業古

紙、製本関係も低調。

メーカーは在庫をある程度持っているのでタイト

感にはなっていない。秋需に向け安定供給が出来

るかどうか心配している。原料価格の修正は不透

明である。

［新聞・雑誌・段ボール］　5 月まで段ボール原紙

が良かった。GW 明けは需要が下回り操短も強化

された。6 ～ 7 月も各社減産。需給に見合った生

産をしている。輸出は中国の需要が高まってきて

いる。

新聞は輸出で、そこそこ、出ているがメーカーの

先行きの見通しは良くない。新聞の需要はあるが

新聞古紙の持ち込みが少ない。

雑誌は古紙回収の依存度が高い。需要も良くない。

輸出に関しては出ている。

［オフィス古紙］　オフィス古紙は発生が落ちてい

る。シュレッダー類の発生も落ちている。

［集荷部］ 　

6 月 25 日の静岡県紙業協会家庭紙部会に出席し

家庭紙メーカーとの温度差を感じた。現状として

は価格修正の意志はないようである。今月行われ

る製本工組との古紙関係協議会に集荷部員が出席

をして色々な意見を言ってほしい。

［広報部］　

広報誌の 5 月総会号がお手元に届いたと思う。

初めての A4 ヨコ書き版になる。今後も意見を聞

き改良をしていきたい。

7 月号は今月の終りに発送を予定している。内容

は業務部部長の新年度の挨拶について書いてもら

う。他に新理事、新組合員の紹介について掲載予

定である。支部スケジュールを含み、今後は原稿

依頼を文章でお願いするようにする。

［事業部］　

製本工組との古紙関係協議会に協力をしていきた

い。今、あいおい損保で機密文章の漏洩について

問題が発生した場合、法人の契約先が保障できる

ような保険を検討している。

［青年部］　

王子製紙（株）富岡工場視察研修を 9 月に実施

できるよう準備、検討中である。

［近代化推進事業委員会］　

経営革新委員会：平成 22 年 3 月末の古紙商品

適格事業所の更新に向け、経営革新委員長（瀧本

委員長）を迎えて討議した結果。フォークリフト

と主任計量士の資格を取得する事により更新資格

にかなり近づくので、希望があるかアンケートを

取ることになる。

古紙センター関東地区委員会

［平成 21 年 7 月 24 日（金）］ pm4：00 ～　

於）古紙センター会議室

［需要動向］　09/7 月　　単位トン、

（　）は対前年同月比、在庫の（　）は在庫率

［関東商組 32 社実績］

［新　聞］ 仕入 76,438 （86.1%）

 出荷 76,928 （87.3%）

 在庫 17,208 （22.4%）

［雑　誌］ 仕入 55,596 （90.0%）

 出荷 55,786 （90.2%）

 在庫 12,081 （21.7%）

［段ボール］ 仕入 134,757 （97.5%）

 出荷 134,290 （96.6%）

 在庫 25,363 （18.9%）
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［関東・静岡実績］

［新　聞］ 入荷 245,272 （93.9%）

 消費 226,427 （87.1%）

 在庫 177,730 （78.5%）

［雑　誌］ 入荷 117,535 （92.8%）

 消費 119,115 （96.3%）

 在庫 69,869 （58.7%）

［段ボール］ 入荷 281,518 （92.5%）

 消費 292,052 （91.8%）

 在庫 112,676 （38.6%）

［業者側コメント］

［新聞・雑誌］ ［段ボール］　及び［メーカー側コ

メント］は省略いたします。

古紙センター業務委員会　

［平成 21 年 7 月 27 日（月）］pm1：30 ～

於）古紙センター会議室　

［1］　業務委員会下部組織の専門委員会の位置と

委員構成について

［2］　財務委員会、構造改善委員会、広報委員会

の委員構成について

［3］　平成 21 年事業の実施状況について

　　　①古紙回収推進事業

　　　②古紙利用率向上促進対策調査

　　　③オフィス発生古紙リサイクル状況調査

　　　④紙リサイクルセミナー

［4］　古紙の需要・市況動向についてはページ数

の関係で割愛させていただきます。

全原連　平成 21 年度　第 3 回役員会

［平成 21 年 7 月 27 日（月）］pm2：40 ～

於）古紙センター会議室　　

理事・監事 60 名：出席 60 名

（内、委任出席 33 名）欠席 0 名　

（1）古紙再生促進センター　関係

●業務委員会（7 月 27 日開催）

◎業務委員会構成（各地区合計34名）に関する件。

　・委員長　：石田隆

　　副委員長：高嶋良昭、馬城文雄、栗原正雄、

深田和利、矢倉義弘

　　委員（新任 5 名）：川上正智、杉田三郎、

　　西原啓二、平川昌宏、三好明弘

◎業務委員会下部組織の専門委員会の設置と委員

構成に関する件。

　①古紙品質規格専門委員会（11 名）

　　委員長　：田口満

　　副委員長：瀧本義継

　　委　員　：石川喜一朗、川上正智、

　　大久保信隆、近藤勝、杉田三郎、田村博文

　　深田和利、藤川達郎、矢倉義弘

　②事業計画専門委員会（10 名）

　　委員長　：川上正智

　　委　員　：大久保信隆、岡村光二、

　　栗原正雄、杉田三郎、瀧本義継、田村博文

　　深田和利、藤川達郎、山室泰洋

◎財務委員会、構造改善委員会、広報委員会の委

員構成に関する件。

　①財務委員会（7 名）

　　委員長　：高嶋良昭

　　委　員　：栗原正雄、近藤勝、佐藤裕輔、

　　田村博文、深田和利、山本伸一
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　②構造改善委員会（7 名）

　　委員長　：栗原正雄

　　委　員　：石川喜一朗、須長利行、

　　西井弘明、樋口健治、山崎哲、山室泰洋

　③広報委員会（7 名）

　　委員長　：深田和利

　　委　員　：井山岳夫、梶野隆史、福士淳治、

　　藤川達郎、諸隈令介、米田明正

◎平成 21 年度事業の実施状況に関する件。

　①古紙回収推進事業

　　（日本製紙連合会委託事業）

　・実施計画：

　　特別委員会所管事業 34,827,000 円

　　各地区実行委員会事業 62,924,000 円　

　　　　　　　　　　　合計　 97,751,000 円

　②古紙利用率向上促進対策調査

　（委員長：大江礼三郎）　　

 ・事業目的：

　古紙利用率向上促進を図るには、紙リサイクル

が環境に与える影響を定量的に把握し、市民

を含めた紙リサイクルの関係者に理解しても

らうことが、重要な観点の一つである。

　③オフィス発生古紙リサイクル情況調査

（委員長：鈴木恭治）　　

 ・事業目的：

　オフィス発生古紙リサイクルシステムの普及を

はかるため、オフィスより排出される古紙の

回収（資源化）状況を調査し、その効果や課

題を検証する。

　④紙リサイクルセミナー開催計画（案）

　・開催日時：平成 21 年 10 月 30 日（金）

　　　　　　　13：30 ～ 15：55

  　 開催場所：東京商工会議所国際会議場

 　  講演内容：

  　「中国における最近の古紙情勢について」、

「RPF（固形燃料）の最近の動向と JIS 化につ

いて」、「地方自治体の古紙関連施策の推移と

現状について」

◎集団回収実施団体への感謝状交付に関する件

・推薦地区委員会：静岡地区委員会、推薦団体：

富士市立第二小学校 PTA

◎その他

・第 5 回業務委員会：平成 21 年 9 月 30 日（水） 

　　　　　　　　　　13：30 センター会議室 

・紙リサイクル PR ソング歌詞募集

（締切、平成 21 年 9 月 25 日）

・紙の博物館での「紙リサイクル展」ご案内

　開催期間：平成 21 年 7 月 18 日（土）～

　　　　　　8 月 30 日（日）

　開催場所：紙の博物館 4 階展示コーナー

（2）業界　関係

◎経済産業省関係

　・平成 21 年度グリーン購入法（紙・印刷）検

討分科会（検討会開催環境省）委員候補者

について、経済産業省紙業生活文化用品課

より全原連に 1 名推薦依頼（7 月 23 日）。

栗原正雄全原連理事長を推薦

（3）全原連　関係

◎正副理事長会（7 月 13 日開催）

◎経済産業省懇談会（7 月 13 日開催）

　・グリーン購入法検討会設置について

　・中国紙リサイクルシステム強化研修について

研修期間：平成 21 年 9 月 2 日～ 11 日

研修場所：AOTS 横浜研修センター

　　講演：栗原全原連理事長、ヤード見学

（横浜地区予定）：深田関東商組理事長
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　・カーボンフットプリント策定について

　・国内古紙需給安定システム検討委員会につい

て経済産業省として支援する。

　（600 万円予算化、調査費用）

◎総合運営委員会（7 月 13 日開催）

◎総務財務委員会（7 月 13 日開催）

　・6 月度組合経理財務内容は予算通り順調に推移

◎第 32 回通常総会収支報告

　・収入　1,170,000 円、支出　1,682,010 円、

予算 1,800,000 円、残　117,990 円

◎審議事項（役員会上程、承認事項）

　①「古紙商品化適格事業所」・「古紙リサイクル

アドバイザー」申請認定に関する件。

　・古紙商品化適格事業所  ： 7 月 15 日

　・（ 2 社、2 カ所）累計（400 社、800 事業所）

　・リサイクルアドバイザー： 6 月 15 日（ 15 社、

23 名）累計（425 社、1,822 名）

　　7 月 15 日（　7 社、11 名）累計（427 社、1,833

名）

 　②「J-BRAND」制定に伴う特別委員会設置に

関する件

　・委員会名：「J-BRAND 制定委員会」

　・委員（14 名）：栗原正雄、矢倉義弘、

　　石川喜一朗、深田和利、近藤勝、佐野一、

　　瀧本義継、大久保信隆、山室泰洋、藤川達郎、

　　内山謙士郎、佐藤清隆、小六信和、脇野賢一

（4）各委員会報告

●経営革新委員会

   ＊日本古紙品質認定（J-BRAND）制度に関する件

　・基本スキーム：第一次認定品目　段ボール古

紙・新聞古紙

　・認定制度運用スケジュール：平成 22 年度中

運用開始

　・認定制度の進め方：

　　「J-BRAND 制定委員会」21 年度上半期中に

設立して制度の概要を決定する。

　・制定委員会の構成：

　　全原連正副理事長、全原連委員会委員長

　　全原連傘下単組理事長、全原連経営革新

　　委員会副委員長

　・委員会の開催：

　　国内古紙需給安定システム検討委員会と同時

開催する

　・認定条件：

　　全原連「古紙商品化適格事業所」で定めた方

法により商品化された該当古紙

　・認定基準　：古紙再生促進センターの定める

「日本古紙品質規格」に準ずる

　・運用：

　　別途定める全原連「日本古紙品質認定運用規

則」による（9 月 30 日全原連役員会上程予定）

＊優良性評価 2 事業の広報宣伝に関する件

　・広報宣伝対象：自治体、古紙回収諸団体

　　（町会、子供会等）、古紙排出先企業等

　・広報宣伝方法：

　　全原連ベース、単組レベルでの広報宣伝

　　方法に則った宣伝ツール作成と広報宣伝の実

施・ホームページの広報宣伝

＊その他

　・「古紙商品化適格事業所」の見なし認定につ

いて

　　別法人（子会社等）の「見なし認定」は認め

ない（全原連傘下単組加入を条件）

　・「安全手帳」（第二版）の配布について

　　1 冊 200 円で配布する
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●需給委員会

　・国内古紙需給安定システム検討委員会で各地

区の意見・考え方のフリートーキングを行

い、余剰時及び古紙不足時の対策を把握し

検討する。製紙メーカーは未だ検討会を立

ち上げていない。経済産業省紙業課は積極

的な支援体制にある

● IT 推進委員会

　・ホームページの見直し・「製紙原料卸システム」

　  の見直し等継続事業推進

　・リンク委員会開催（8 月 20 日全原連事務局

会議室）

●渉外広報委員会

　・優良性評価 2 事業の広報宣伝について 11 月

経営革新委員会合同会議開催予定

　・2009 年エコプロダクツに出展予定のパネル

作成。

　・各地区の広報誌を全原連ホームページに掲載

が可能か検討。

編  集  後  記

広報部副部長　高橋　宏明

　今年の夏は、梅雨明けしてから長雨や台風、冷

夏といった天候不順のほかに地震などが加わっ

て、各地で災害などの被害がでたりしました。こ

れも温暖化の影響が多少でもあるのかと思ってお

ります。このまま長雨や冷夏が続くと、洋紙・板

紙の需要にも影響し我々の古紙回収にも悪影響を

及ぼしかねません。夏はビールが売れなければ段

ボール古紙の発生量も落ち込んでしまうし、何と

言っても夏は暑くないと「ビールの旨さが半減」

（自分だけ ?）してしまいます。

　また、ここ最近一、二週間の間に大きめな地震

が数回起きているので、倉庫内の荷物の積み方や

カゴ、パレット類などが変な置き方や積み方など

していないか、また倒れてはこないだろうかなど

に（普段から）気をつけている状態です。社員な

どには、もし地震などがきたらプレスやカゴなど

高く積み重ねている品物の側からは「はなれろ」

と普段から注意して言っております。皆様の会社

でも普段から注意されていると思います。もう暦

のうえでは秋ですが、まだまだ暑い日は続くと思

いますので体調を崩されないように。また、新型

インフルエンザが各地で騒がれておりますので感

染などにご注意下さい。


