和歌山印刷所ニュースレター 第 30 号

●発行（株）和歌山印刷所
■本社
〒640-8412 和歌山市狐島609-9
TEL.073−451−4111 FAX.073−452−2631
■東京営業所
〒100-004 東京都千代田区大手町 2-6-2 日本ビル 3 階
TEL.03−6658−8440 FAX.03−6658−8441
●発行年月日 2020 年 8 月 1 日

夏本番！のどの渇きを感じる前に水分補給を！
！
こんにちは！和歌山印刷所、
通称
「わいん」
です。
今年も半分以上が過ぎ、
2021年のカレンダーの準備が始まっています。
今回は
「２０２１年の祝日」
についての特集です。
■2020年の祝日変更
2020年の祝日は、東京オリンピック開催に伴う混雑緩和のため、特例で一部変更されていました。先月下旬の4連休と、今月
上旬の3連休がそれです。
しかし、東京オリンピック自体が延期になりましたので、来年の祝日変更についても考える必要が
出てきました。
■2021年の祝日
祝日は、
「国民の祝日に関する法律」
によって定められており、変更するには新たに法案を成立させる必要があります。
しかし、6月の国会では、審議時間を十分確保できなかったため、東京オリンピックの開会式等に合わせて祝日を移動させる
法案は見送られました。
法案の審議は次の秋の国会でなされる予定です。
■2021年のカレンダー
2021年の祝日が実際どうなるにしても、
カレンダーの印刷準備は進めていかなければなりません。特に既製品のカレンダー
は、
早いものだと夏前ごろから印刷が始まっていますので、秋以降の法案成立を待っていては間に合いません。
大手カレンダーメーカーの新日本カレンダー（株）様にお話を伺ったところ、2021年のカレンダーについては、ひとまず例年
どおりの祝日表記で進められるものが多くなるとのことです。実際の祝日とは異なる場合があるかもしれませんが、間に合
うものについては最新の情報を反映したものをご提供してまいりますので、何卒ご理解いただけますと幸いです。
2021年のカレンダー表記
（仮）

風流印字︵ふうりゅゅ
ゅういんじ︶︻風流韻事︼の造語︒興味深い記事を載せた印刷物の意︒

祝日名

例年

2020年のみ

※実際の祝日とは異なる場合があります。

海の日

7月の第3月曜日

7月23日（木）
【オリンピック開会式前日】

7月19日
（月）
【例年どおり】

体育の日（スポーツの日）
※

10月の第2月曜日

7月24日（金）
【オリンピック開会式当日】

10月11日
（月）
【例年どおり】

山の日

8月11日

8月10日（月）
【オリンピック閉会式翌日】

8月11日
（水）
【例年どおり】

※
「体育の日」は2020年以降、
「スポーツの日」
に名称が変更されます。
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私たち総務3人娘が、
社員の経験談を
毎月リポートします。
今月のゲストは、
です！
出力部の中橋昌宏さん

■仕事で得た達成感は何ですか？
■
写真等の画像補正を行う作業で、
少ない試行回数で色見本の原稿に近い色味を再現できた時です。
写
少ない試行回数で色見本の原稿に近い色味
今までの経験が活きているのだなと実感します。他には、作業時間を短縮して予定よりも早く仕事を終わ
今
作業時間を短縮して
らせることができた時、
らせることができた時 自身の成長を感じられて嬉しくなります。
ら
自身の成長を感じられて嬉しくなります
■苦労したエピソー
ドはありますか？
■
「早く、効率良く作業する」といった事が苦手で、モタモタしてしまい入社当時から苦労しています。
「
上司の指導により少しずつ改善していますが、まだまだ先輩方の実力には程遠いです。特に慣れない作
上
業をする時にはこの弱点が顕著に出てしまうため、苦労しています。
業
■つらかったことを乗り越えた工夫って？
■
非効率的な作業の改善がなかなか見えず、
真っ暗闇を歩いているようで途方に暮れていましたが、上司
非
や先輩方の根気強い指導のおかげで少しずつ身に付いてきました。
頼れる人が身近にいることと、その頼
や
れる人に近付くための努力を行えたことが、
今の自分を支えていると思います。
れ

出力部
中橋 昌宏さん

（入社4年目）

心強い先輩方のおかげで
今の中橋さんがあるんですね。
その先輩方を追い越すことが
次の目標ですね！
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今日もまた、
天然系工場長のもとに新たな
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事件ファイル 6「無線綴じ」
製品
オペレータ：
「工場長、大
大変
変です！無
無線綴じ加工をしようとした
製品オペレータ：
「工場長、大変です！無線綴じ加工をしようとしたら本
文の中央綴じ部分が見えづらくなっています！このまま加工してもいい
文の中央綴じ部分が見えづらくな
文の
の中央綴じ部分が見えづらくな
の中央綴じ部分が見えづらく
なっていま
ます！このまま加工しても
でし うか！
でしょ
？」
工場長：「すぐにその冊子を持ってこい！」
製品オペレータが、そそくさと現場から冊子を持ってきた。
工場長：「ん？これはノドの余白が足りてねぇじゃねぇか！
！」

わいんの対策はこれ！

無線綴じとは、本文の束の背を表紙用紙でくるみ、製本用の糊
無
で綴じる製本方式です。針金や糸を使用しないことから無線綴じ
と呼ばれています。ページ数の少ないものに適している中綴じに
対
対して、教科書や商品カタログなどページ数の多い冊子に適して
います。
無
無線綴じには背表紙が必要です。紙の種類や厚さ、ページ数に
よって背表紙の幅が変わってきます。また、ノド部分に余白を持
たせる必要があります。ノド付近に余白がないと、中央部分が読
みづらい冊子になってしまいます。わいんでは、校正時にノド部
分に余白が十分にあるかの確認の徹底をしています。持込デー
タの場合でも、同様のチェックを必ず行っています。そして、製
本作業時の最終チェックを行い、問題のない印刷物になるよう対
策しています。
❷
❸

❶

に余白を入れておかないと文字や写真が読みづらくなってしまうんだ。」
製品オペレータ：「ページ数の多い無線綴じに多く見られるんですね。」
工場長：「そういうことだ。今から印刷・製本を徹夜で作業すれば、な
んとか間に合うから、みんなで頑張ろう！」
製品オペレータ：「とほほ・・・（涙）」

ノド

工場長：「無線綴じでは本を開いた中央部分をノドと言うんだ。ノド付近

小口

小口

製品オペレータ：「えっ！
？どういうことですか？」

な
こん ル
ブ
ラ
ト

ノド

❶背表紙と呼びます。
❷ノド付近に余白がないと読みづらくなります。
❸ノド側に余白をとることで解決できます。

走れ、営業マン！！
「いわゆるコロナ太りになってしまった」
若林保宏
（常務取締役：57歳）
です！

１８歳の頃より４０年近く体重が変わっていなかったのですが、
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、外出自粛の影
響によりお家時間が長く、ついつい食べ過ぎてしまったようで
す。社会人の息子が２ヶ月間テレワークで自宅にいたため、つ
られて食べ過ぎ（プラス飲みすぎ）ていたのかもしれません。
先日久しぶりに会った義理の妹に「お義兄さんお腹が出てき
た！」
と言われ改めて体重計に
乗って驚きました。道理で最近
ジーンズのボタンが止めにく
いと感じていました。息子が寮
生活となり、以前の生活スタ
イルに戻ったため、体重も元
通りになると甘く考えている
今日この頃です。

柔軟な発想で脱出したい
椿原健太（営業部：26歳）です！
東京に来てから、友人に誘われて、
リアル型脱出ゲームや謎解
きゲームに何度か挑戦しました。
最後までクリアできたものもあれば、
できなかったものもあり
ます。柔軟な発想力が試されるの
で、
わからない問題はどれだけ考
えてもわからないことが多いの
ですが、それだけに解けたときの
快感と言ったらありません。
今は実際に足を運ぶのが難しい
時期ですが、自宅で挑戦できる
キットもあるようです。そちらを
楽しみつつ、
自宅以外から脱出で
きる日を待ちたいと思います。

和歌山印刷所ニュースレター・アンケートのコーナー
今回の記事で印象に残った記事などがありましたら下記のチェックボックスにチェックを
入れ、感想をご記入の上で FAX を送っていただけるとクオカード（500 円分）を抽選で
プレゼントいたします。
（FAX/073-452-2631）
□特集「２０２１年の祝日」 □わいわいインタビュー □あるある印刷の事件簿 □走れ、営業マン！
！
ご意見・ご感想等（御社名 /

御氏名 /

）

編集後記
7月もあっという間に終わってしまいました。
ところ
で、
「7月」
や
「7時」のことを、皆さまはどう読んでい
ますか？ 「シチガツ」
？ 「ナナジ」
？
アナウンサーの読み方を聞いていると、
「7」は「シ
チ」
と読むのが標準的なようです。個人的には「ナ
ナ」のほうが「1（イチ）」
と紛らわしくなくて良いと
思うのですが、東京ではあまり理解を得られませ
ん。
もちろん
「ナナ」
は訓読みだという意見もあるで
しょう。
しかし同じく訓読みの「4時（ヨジ）」を見る
に、統一感もあってないようなものなので、私は聞
き間違い防止のために
「ナナ」
を使っていきたいと
思います。
（編集長：椿原健太）

