KBM ありがとう通信 「ありがとうがいっぱい」 Vol.１４５ ２００９年１２月

ＫＢＭありがとう通信 Vol. １４５

本
社 東近江市幸町 ２−２８ TEL 0748-23-2233
草津営業所 草津市野村１丁目 21-1 TEL 077-564-3201
彦根営業所 彦根市西沼波町１７1
TEL 0749-24-6651

温故知新
近江商人の家訓・経営理念に学ぶ ③
＜＜三方よし ＞＞
「売手よし 買手よし 世間よし」

(1856‐1932)
近年はパソコンで年賀状を作成することが多く
なりましたが、一時「プリントゴッコ」に人氣が
集まりました。
（「プリントゴッコ」は当社のメイ
ン商品であるリソグラフやオルフィスの理想科学
工業株式会社の製品です）このプリントゴッコは
コピー機が普及する以前、学校や事務所、役所で
活躍した「ガリ版」と親しまれていた印刷と同様
の方式です。ガリ版は謄写印刷の代名詞ですが、
いたって簡便な謄写印刷を開発したのが、滋賀県
蒲生郡（現東近江市）出身の堀井新治郎です。
堀井家は、麻布の行商からやがて、酒・醤油の
醸造業の出店を設けた近江商人でしたが、明治に
は出店先を閉鎖し帰郷しています。明治 16 年
（1883）、堀井家に入った新治郎は製茶などの指
導をする役人でしたが、当時の事務文書の作成が
非常に煩雑であったことから、何か簡便な方法を
開発する必要性を痛感していた時に、シカゴの万
国博覧会で「エジソンのミネオグラフ」と出会っ
たことが発明のきっかけとなったのです。帰国後
は、染物の置型の捺染法にヒントを得て強力な雁
皮紙に蝋を塗り、鉄筆で文字や図形を描く方法が
完成し「謄写版」と命名しました。平成 10 年には
郷里に旧邸が「ガリ版伝承館」として開館されま
した。現在デジタル化された「リソグラフ」など
が、学校や官庁、オフィスで使用されています。
（「近江商人に学ぶ」サンライズ出版から一部引用）

﹃小林弘和著﹁ありがとうカンパニー﹂より﹄

堀井新治郎

ちっちゃなありがとう

近江商人は商品を売りさばくだけではなく、同
時に商品開発を手がけ、地域振興にも活躍してき
ましたが、近代になっても、この精神を受け継い
だ人たちがいます。

落合 勲 書画

あなたが氣付かない
ちょっとした思いやり
ちっちゃなありがとうは
あなたのまわりに
たくさんある
おっきなありがとうは
ピンチの時にあらわれる
あなたの氣付氣が
ありがとうの入り口
ありがとうに
氣付かない人には
そっと教えてあげよう
ちっちゃなありがとうが
いっぱいある社会が
ありがとうを
広げていくと

近江商人の開発商品

こころの文字

ガリ版伝承館
所在地

〒５２９-１５２１
東近江市蒲生岡本町６６３番地

お問い合わせ
（蒲生公民館）TEL:0748-55-0207
開館時間
土・日曜日の午前１０時〜午後４時（閉館午後４時３０分）
休館日

月〜金曜日

入館料

*ただし年末年始は除きます。

無料

交通アクセス
<電車をご利用の場合>
・JR 琵琶湖線「近江八幡駅」下車、 南口から近江鉄道バス 日八線「ガリ版伝
承館」バス停下車、徒歩１分
<車でお越しの場合>
・名神 竜王Ｉ．Ｃ．から国道４７７号線を約２０分
・国道８号線

六枚橋交差点より約２０分

（東近江市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよ り）

ありがとう通信はフルカラー超高速プリンター『ORPHIS(オルフィス)』で自動両面印刷をしています。
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１２月 ＫＢＭカレンダー
2009 年 10 月 22 日に発売が開始された「MicrosoftWindows7」。
前バージョンの「WindowsVista」発売より 3 年が経過し、話題の新
OS が登場しました。
「WindowsVista」が発売開始されてからも、
「WindowsXP」をお使い
のお客様も多いのではないでしょうか。「WindowsVista」の操作性や
起動の遅さ、快適に使用するならば、かなり高スペックなパソコンを用意しなければ
ならなかった状況から、
「WindowsVista」の導入には至らなかったケースが多いのが
現状です。また「WindowsXP」から新 OS への乗り換えメリットが見当たらないとい
うことも、「WindowsVista」導入を遅らせた要因でもあるでしょう。
このたび発売された「Windows7」は、
「WindowsVista」での反省点を
含めかなりの改善がされました。パソコンの起動時間、終了時間、ファイ
ルコピーなど、すべての面において Windows7 のパフォーマンスは、
WindowsXP はもちろん、WindowsVista と比較しても大きく向上しています。
「Windows7」には、4 つのエディションがあります。
①Home Premium⇒一般家庭で使用することを主な目的とされるエディション。
②Professional⇒ビジネスでの使用を主な目的とされるエディション。
③Ultimate⇒Windows7 の全ての機能を使用することの出来る最上位エディション。
④Starter⇒限定用途で使用するスモールノート PC に最適化されたエディション。
業務などでの使用をお考えならば、Professional エディションを選択される
ことをお勧めいたします。
導入の際には、今お使いのアプリケーション、プリンタなどの周辺機器が
「Windows7」に対応しているか注意が必要です。特に業務アプリケーション
については、バージョンアップが必要、買い替えが必要といったことが発生しますの
で、
「Windows7」搭載パソコンへの入れ替えについては計画的に進
めていく必要があります。
いずれにせよ、
「Windows7」が今後主流になることは間違いない
状況ですので、今後のパソコン入れ替えについて、計画的に準備を
進められる事をご推奨いたします。
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大雪

KBM ありがとうの日

冬至
天皇誕生日
クリスマス

年末休業
年末休業

赤数字の日は当社営業を
休ませていただきます。
２０１０年は５日か ら営業いたします。

２０１０年２月１６日（火）〜１７日（水）

草津営業所

堂山 敦

＝＝編集後記＝＝
いつもお読 みいただきあり
がとうございます︒
話 題 になったしし座 流星
群は︑ご覧 になりましたか︒
毎年十一月十四日頃から二
十四日頃まで出現が見 られ
ます︒普 通の年 には一時 間
あたり数個の流星 が観測 で
きるといわれています︒今年
は十八日早朝に︑ピークとな
り︑晴れ間の広がった西日本
の太平洋側を中心に見 られ
ました︒残念ながら滋賀県で
は雲 が多 く︑不本意 な結 果
になったようです︒
来年に期待しま
しょう︒ありが

とうございます︒

︵二〇〇八年三月九日発行
ありがとうがいっぱい詩集第３集より︶
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商売繁盛ありがとう

４Ｆ展示場

お客様からクレームのお電話
キリキリ キリキリ胃が痛む
お客様の怒っておられる
顔が浮かぶ
いや待てよ
････
困っていらっしゃるから
私にお電話くださったんだ
答えはいつもお客様
﹁事件﹂は現場で起きているんだ
お客様すぐに参ります
すばやい到着でニコニコ
すべて解決でニッコニッコ
これがＫＢＭの商売繁盛ありがとう

京都産業会館 きらっ都プラザ

