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﹁
立春﹂ 暦の上で一年の始め︑春の始めとされ︑暖 かくなりはじめる︒

落合勲先生の「こころの文字

二十四節氣」より

温故知新
近江商人の家訓・経営理念に学ぶ ⑥

落合 勲 書画

明元素１０カ条
第１条 めげないぞ ピンチはチャンスだ 明るい人生
第２条 いつも明るくすてきな笑顔 暗病反をふっとばせ
第３条 元氣な挨拶 心のエール いつでも私が仕掛人
第４条 んんとんんと仕事して 達成させようわれらの戦略
第５条 空は広いぞでっかいぞ 現状打破でがんばろう
第６条 相手は私の鏡と思っていれば腹もたたない頭にこない
第７条 病氣になったらゆっくり休め 一病息災 陽転思考
第８条 良くも悪くも生き方しだい 自分が主役だこの人生
第９条 打たれて強く逞しく 勇氣百倍 元氣百倍
第 10 条 楽しい氣分で 楽しい毎日 いつも私は明元素
明元素（めいげんそ）
･･･ 明るく・元氣で・素直で素敵
暗病反（あんびょうたん）･･･ 暗くて・病的で・反抗的
楽喜健（ラッキーけん） ･･･ 楽しく・喜び・健やか・健康
使充爽（しじゅうそう） ･･･ 使命感・充実感・爽快感
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ありがとうブーメラン

﹁すいません﹂
﹁どうも﹂
﹁まいど﹂
﹁ごくろうさま﹂
﹁失礼しました﹂
﹁以上です﹂
﹁お疲れさま﹂

﹁ありがとう﹂って
なかなか言えないけれど
﹁ありがとう﹂って言ってみると
﹁ありがとう﹂は
本氣で相手に届き
必ず あなたに
﹁ありがとう﹂と戻ってくる

︵小林弘和著﹁ありがとうカンパニー﹂より︶

ちょうらく

︵﹁近江商人に学ぶ﹂

サンライズ出版から引用︶

企業倫理の 凋 落 ぶりに対 し
て︑社会の非難や批判が大きく
なってきていますが︑近江商人
は社 会的な基 本倫理を侵 すこ
となく︑商いを継続してきたこ
とで︑現在もその理念や商法が
手本とされているのです︒﹁感
謝の氣持ち﹂を基盤として形成
され てきた近 江商人の基 本行
動の中から︑現在の商売に活用
でき る多くの ことを学ん でい
ただきたいと思います︒

感謝の氣持ちは社会のために

お客様の立場に立って︑いい
商品をお客様が満足できる価格
で提供し︑真心を込めて販売す
ることは︑商売の本筋です︒し
かも売った側も正当な利益が得
られることが商いです︒これは
どの商人も共通に心がけていた
ことですが︑近江商人と呼ばれ
た人々は︑さらに﹁世間よし﹂
という理念を常に持っていまし
た︒つまり︑売る人︑買う人︑
双方が喜ぶという行為の上に︑
さらに社会的に正当な商いをす
ることを︑彼らは共通の商売の
理念としていたのです︒昨今︑

＜＜三方よし ＞＞
「売手よし 買手よし 世間よし」

こころの文字
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業界初！

２０１０年２月

*分別廃棄不要 不要になった書類も針を分別せずに廃棄できる！
*紙とじと穴あけをワンアクションで実現 ステープラー機能とパンチが 1 度に！
品番
希望小売価格（税込価格）
*しっかり 10 枚 1 度に 10 枚とじられる！
*手間いらず 針補充の必要がないのがステキ！ SLN−MSP110D
5,775 円

２０１０年カ タ ロ グ 配布中です
が、新カタログは２月１日のご注
文よ りの運用とさせてい ただき
ます。もしお手元に届いてない
お客様は至急ご連絡をお願い
します。

超一流ありがとう
井垣達夫

今年もよろしくお願いします

一流と超一流は何が違うんだろう
一流と言われても 発言や行動が
回りに迷惑をかけていたり
自分本位であったりすると超一流といわれない
超一流の人は心が豊かなんだと思う
感じる心があるから優しくなれる
私は一流ではなく超一流になりたい
相手を思いやる氣持ち お互い様の心
氣配り目配り心配りは必要条件
超一流の志が超一流を呼ぶ
超一流の集団となってもっともっと
心を豊かにしよう ありがとう
超一流 ありがとう
︵二〇〇九年十二月十一日︶

@office「サンキュー便」
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立春

KBM ありがとうの日
建国記念の日

ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝﾃﾞｰ
RISO Printing
Evolutions Fair in 京都
雨水

ＲＩＳＯ Fair in 南草津
ＲＩＳＯ Fair in 東近江

赤数字の日は当社営業を
休ませていただきます。

〜リソグラフ発売３０周年記念 感謝をこめて〜
３０年間時代とともに歩み続けてきたリソグラフ。
ご愛顧いただいた皆様への感謝の氣持ちをこめて、
特別展示会を開催いたします。
in 京都 ２０１０年２月１６日（火）13：00〜19：00
１７日（水）10：00〜18：00
京都産業会館 きらっ都プラザ
４Ｆ展示場
京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町 80 番地
℡075-211-4506

In 南草津 ２０１０年２月２３日（火）11：00〜19：00
草津市立市民交流プラザ フェリエ南草津 5 階中会議室
草津市野路 1-17-2

℡077-567-2355

in 東近江 ２０１０年２月２５日（木）10：00〜18：00
八日市ロイヤルホテル １階鈴鹿の間
東近江市妙法寺町 690

℡0748-24-0111

アクティ近江八幡にて開催
日頃の感謝をこめて期末大感謝祭！
「元氣発信！価値創造」
経費削減・セキュリティ対策・環境対応・業務改善
何でもご相談ください。
２０１０年３月８日（月）16：00〜19：00
９日（火）10：00〜18：00
会場：アクティ近江八幡
（近江八幡市勤労福祉センター）
近江八幡市鷹飼町南 4 丁目 4 番 5 号
℡0748‑38‑0758

＝＝編集後記＝＝

いつもお読みいただきありがとうございます。２０１０年の幕開けはいかがでしたか。さて、忘年会に新年会と、
人はなぜ、集ってご飯を食べたり、お酒を飲んだりする のか？ それは親睦を図るため。みんなでする 食事は楽しいし、人と人とを引
き付けて盛り上げてくれます。今年もコミュニケーションを大切にしていきましょう。 ありがとうございます。
KBM 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。

