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「グラスゴー氣候協定」を採択し COP26 閉幕 
 

英国グラスゴーで開かれていた氣候変動対策を話し合う国連の会議「COP26」は、会期
を 1 日延長して 13 日、成果文書である「グラスゴー氣候協定」を採択して閉幕しました。 

COP26 に参加の 197 カ国・地域は、石炭の使用を

めぐり最後まで交渉を重ねた末、成果文書「グラスゴー

氣候協定」を採択しました。世界の平均氣温の上昇を産

業革命前から 1.5度に抑える努力を追求し、石炭火力発

電を「段階的削減」するなどの表現に合意しました。 

 

アロック・シャルマ COP26 議長

は「氣温上昇 1.5 度以内の目標を守

ったと自信を持って言える。しかし、

私たちが約束を守り、迅速な行動に 

移さなければならない」として、今後の各国の行動の重

要性を強調しました。 

協定では、1.5℃に温度上昇を抑制するために 2030

年に排出量を 2010年比 45%削減することをはじめ、

21 世紀半ばにカーボンニュートラルにすること、その

ため 2020年代を「勝負の 10 年」とし、この期間にレ

ベルをスケールアップするための作業計画を COP27

で採択すること、また締約国に対しパリ協定の温度目標

に向けて 2022 年末までに自国の目標（NDC:Nationally 

Determined Contribution）を見直し、強化することを求めて、

石炭など化石燃料の規制が盛り込まれました。更に

CO2 の 25 倍以上の温室効果があるとされるメタンの

排出削減にも初めて言及されました。 

2022 年の COP27 はエジプト、

2023 年の COP28 はアラブ首長国連

邦（UAE）で開催が予定されています。 
 

政府は 2050 年までに温室効果ガスの排出を、“全体
としてゼロ”※１にする、カーボンニュートラル※２を目
指すことを宣言しました。 
※１二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの「排出量」から、植林、森林管理などによる

「吸収量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味しています。 

※２温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
出典：環境省脱炭素ポータル(https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/about/ ) 

今年のノーベル物理学賞
に、真鍋淑郎氏が受賞。 
今から 50 年以上も前に
「二酸化炭素が増えれば、
地球の氣温が上昇し地球温
暖化につながる」というこ
とを世界に先駆けて発表！ 

環境省 WARM BIZ 
特集ページ 

（第２6 回氣候変動枠組条約締結国会議） 

 

毎年 12 月地球温暖化防止月間 
～自分にできる COOLCHOICE の実践を！～ 

 
ウォームビズ（WARMBIZ）：暖房利用による CO2 を
削減し、地球温暖化を防止しよう！ 
ウォームビズは、暖房に必要なエネルギー使用量を削
減することによって、CO2 の発生を削減し地球温暖化
を防止することが目的です。 

出典：環境省 COOLCHOICE ホーム

(https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/warmbiz/about/) 

カーボンニュートラルの取り組みは、SDGs 目標 7
「エネルギーをみんなに。そしてクリーンに」と目標
13「氣候変動及びその影響を軽減するための緊急対策
を講じる」への取り組みにもなります。 
当社では ISO14001 の手法を用いて企業活動によ

る環境負荷の低減、地球温暖化防止に努めております。 

首、手首、足首の「三つの首」

をあたためましょう 

｢素材」に着目し、おしゃれにあ

たたまりましょう 

ひざ掛けやストールを活用しま

しょう 

 ｢鍋」でからだも室内もあたため

ましょう 

 湿度を意識し、体感温度を上げ

ましょう 

 窓やドアに注目しましょう 

「道具」や「小物」で暖房に頼り

すぎない工夫をしましょう 

入浴と運動の時間を大切にしま

しょう 
出典：環境省 COOLCHOICE ホーム

(https://ondankataisaku.env.go.jp/coolc
hoice/warmbiz/about/) 
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53 期 永年勤続表彰式 

 
10 月 30 日(土) 永年勤続表彰式を行いました。今年は勤続 40

年のベテラン技術社員１名、勤続 20 年の営業社員２名、同じく勤
続 20 年の配送サポート社員１名、勤続 10 年の事務社員１名が表
彰を受けました。 
表彰コメントにはお客様をはじめ様々なご縁に恵まれた感謝が込

められていました。仲間の社員から永年の活躍に感謝とありがとう
の惜しみない拍手が贈られました。おめでとうございます。 

 
ISO14001 活動・SDGs  びわこ地球市民の森 

   第１３回 森づくりサポーター活動 
 

 当社の経営指針である｢吾が信条(ありがとう Our Credo)｣に掲げる｢事業活動
第３の目的-私たちが働き生活している地域社会、更に全世界の共同社会に
対して、私たちは、｢ありがとう｣(感謝の心)を広め、豊かな社会創りに貢献
します-｣に従い、ISO14001 活動として、また SDGsの活動として、び
わこ地球市民の森にて｢森づくりサポーター活動｣を、大自然への感謝を込
めて実施しました。 
 秋の快適な氣候のもと、３密
にならない様に注意しながら、
全社員で、根元から木々を間引
きする間伐作業を行いました。 

今回、担当したエリアは大きく育った木々が多く、切り倒した後、
処理しやすいサイズに切り揃える作業がありました。 
社員にとって身体をつかった共同作業となり、有意義で楽しい思

い出となりました。きめ細かにご指導いただいた、びわこ地球市民
の森の皆様に感謝申し上げます。ありがとうございます。 

 
全国健康保険協会 滋賀支部主催 健康教室 

｢デスクワークに潜む危険 

VDT 症候群予防・改善セミナー｣ 

 
10 月 30日(土) 全社員ミーティングの時間を活用し、健康教

室を開催いたしました。株式会社ドクタートラスト 砂川様を講 

師にお迎えし Zoom越しでは

ありましたが、手軽に実践で

きるストレッチを織り交ぜな

がらお話しいただきました。 

【受講した社員の声】 
 
◆肩こりがひどいのでストレッチ

の実践をしたいと思います！ 
◆無理のないストレッチが多く参考になりました。 
◆ストレッチを交えてお教えいただき、VDT 症候群にならない

よう、適度に体を動かして仕事に取り組もうという意識改革に
つながりました。 

◆簡単状態チェックやストレッチなど体験で
き、楽しんで参加できました。 

【目のリフレッシュ！EYE ストレッチ】  
 
①眼球を上下にゆっくり動かす → ②眼球を左右にゆっくり動かす → 
→ ③眼球をゆっくり回す ※眼球だけを動かすように意識して行うと目の周りの筋肉

がほぐれ血行が良くなるそうです。 

RISO Excellent 
Stage2021 

ORPHIS コース 
2nd ステージ達成 

 

理想科学工業株式会社主催｢RISO 

Excellent Stage2021｣にて、オルフィス

コースのステージ目標を達成し、表彰を受

けました。これも日頃、オルフィスをご活

用いただいているお客様のおかげ様です。

ありがとうございます。理想科学工業株式

会社の独創的な商品を活用し、これからも

お客様へのお役立ちに尽力して参ります。 

2021年 10月 21日(木) RISO 販売店会議にて 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第 5３期社員旅行 

～地元を楽しもう！近江八幡！～ 
 

KBMの恒例行事｢社員旅行｣を 2 年ぶりに開催いたしました。コロナ禍を考慮
し、地元 滋賀県近江八幡市での１DAY 日帰り旅行として感染症対策を徹底し、 
実施しました。八幡山散策や水郷巡り、日本遺産に登録されてい
る「沖島」の文化に触れ、地元の魅力を再発見した旅行でした。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※感染症対策を徹底し実施しました。集合写真の撮影時のみ、マスクを外しています。 

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。 
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10 月 30 日(土) 恒例の第 52 期ありがとう表彰式を行いま
した。コロナ禍を乗り越えるために全社員が協力して取り組み、
成果をあげることができたことに全員で感謝の氣持ちを共有し
ました。 

今回は内定者の学生さんも表彰式の様子を Live 中
継で共有し、当社ならではのありがとう文化に触れて
いただきました。この表彰式が長年継続できることに、 
お客様への感謝を共有しました。ありがとうございます。 

目標を達成し模範と
なる業績を残した優秀
営業 4 名には｢現状打
破賞｣が贈られ、更に今
回はコロナ禍において
も優秀な業績を残した
技術営業２名に｢特別
現状打破賞｣が贈られ
ました。 

 

それぞれの分野(RISO デモコンテスト、RISO テクニカル

チャンピオンシップ、RICOH RDP 試験)で果敢な挑戦に
より KBM スピリッツを発揮した６名に贈られ
ました。 

 

5２期経営計画をよく理解し、特に優秀な営業成績を 
おさめた優秀営業 5 名に
｢楽輝大賞｣が、贈られまし
た。受賞者代表コメントで
は、「先輩の受賞する姿を目
標に顔晴ってきた。先輩の
ように継続して表彰しても
らえるよう顔晴っていきた
い。」と意氣込みを語りまし
た。 

 

らっきーたいしょう 

げんじょうだはしょう   とくべつげんじょうだはしょう 

 
がんばしょう 

一年を振り返り、仲間が表彰を受けている姿は、とっても良い
刺激になりました。ベテランから若手社員までがそれぞれの分
野で力を発揮し、高め合っていく環境をこれからも持ち続けた
いと思います。 
 
※感染症対策を徹底し実施しました。写真撮影時のみ、マスクを外しています。 

 
日本遺産 STORY #008 

琵琶湖とその水辺景観 ～祈りと暮らしの水遺産～  
 

近江八幡市から琵琶湖の沖合約 1．5 ㎞に位置
する沖島は、琵琶湖最大の島で日本遺産に認定さ
れています。約 350 人の人が住んでいますが、
湖沼の島に人が住む例は世界的にも少なく、学術
的にも注目されています。また淡水湖水の島で今
も漁業で生業をしているのは日本でここだけで、
島の生活様式が全て重要な文化遺産です。 

元氣増進室 
室長 

元氣増進室 
副室長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

TEL0748-23-2233 
TEL077-564-3201 
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FAX0748-23-2241 
FAX077-565-3021 
FAX0749-26-2573 
FAX077-526-5739 
FAX0749-63-3917 
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大津営業所 
長浜営業所 

 

URL：https://www.kbm.co.jp  e-mail：arigato@kbm.co.jp 
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活氣あふれる「コミュ・オフィス」をご提案 

 

２０２１年（令和３年）１２月  

1 水 いのちの日 冬の省エネ総点検の日  

2 木 奴隷制度廃止国際デー 

3 金 国際障害者デー 妻の日 

4 土 E.T.の日 血清療法の日 

5 日 国際ボランティア・デー アルバムの日 

6 月 姉の日 音の日 ラジオアイソトープの日  

7 火 大雪（二十四節氣） 国際民間航空デー 

8 水 有機農業の日 事納め 針供養 

9 木 障害者の日 国際腐敗防止デー 

10 金 ありがとう清掃活動の日 

11 土 ユニセフ創立記念日 胃腸の日 

12 日 バッテリーの日 漢字の日 

13 月 正月事始め、煤払い、松迎え 

14 火 四十七士討ち入りの日 南極の日 

15 水 観光バス記念日 

16 木 電話創業の日 紙の記念日 

17 金 飛行機の日 

18 土 国連加盟記念日 東京駅完成記念日  

19 日 国際南南協力デー 日本人初飛行の日  

20 月 道路交通法施行記念日 人間の連帯国際デー  

21 火 遠距離恋愛の日 クロスワードの日 

22 水 冬至（二十四節氣） 働く女性の日 

23 木 上皇誕生日 テレホンカードの日 

24 金 クリスマス･イヴ 

25 土 クリスマス 昭和改元の日 

26 日 プロ野球誕生の日 ジャイアンツの日  

27 月 天草仲見世記念日 ピーターパンの日  

28 火 官公庁御用納め 仕事納め 

29 水 清水トンネル貫通記念日 

30 木 年末休業 地下鉄記念日 

31 金 年末休業 大晦日 シンデレラデー 

土、日、祝日は営業を休ませていただきます。 
12 月 30 日～1 月 4 日は営業を休ませていただきます。 

 

理想科学工業株式会社よりオルフィス GL9730 が発表されました。新商品 GL シ

リーズの発売まであとわずか、その生産性や特徴についてご紹介いたします。 

オルフィス世界最速を更新！ 

発売予定日１２月２２日

（水） 
高い生産性をさらに追求し、カラー毎分 165 枚のプリン

トスピードを実現しました。2003 年の「オルフィス」発売
以来、世界最速を更新し続けています。オプションのスキャ
ナーは読み取り速度も片面・両面 80 ページ/分と高速化。
トータル 1,000 万ページの優れた耐久性で、オフィスの多
枚数用途の他、ライトプロダクション需要にも適します。 
「オルフィス GL シリーズ」のラインアップとして、『オル
フィス GL9730』のほか、『オルフィス GL9731』、大容
量給紙ユニットを標準搭載した『オルフィス GL9730 プ
レミアム』、毎分 140 枚機の『オルフィス GL7430 』の
全 4 機種が同時発売されます。 

その生産性は 

想像を超える 

大津会場 

 

開催日時 2021 年 12 月 10 日（金）10:00～16:00 

会  場 大津市ふれあいプラザ 視聴覚室 

（浜大津明日都 4 階） 

住  所 大津市浜大津４丁目１－１  

 今回の展示会に新商品 GL シリーズは展示されませんが、理想科学工業
製品を中心とした働き方改革を促進する商品を展示しております。感染
予防対策として、完全予約制にて開催します。ご来場時にはマスク着用、
消毒、事前の検温などのご協力をお願いします。 
詳しくは担当営業までお問合せ下さい。 

コクヨ製品 価格改定のご案内 
各種原材料価格の高騰、並びに海外からの輸入材価格の上昇が、製品原価
を大きく押し上げる要因となっております。メーカーの企業努力だけでは
吸収することが困難となっており、2022 年 1 月に製品価格改定を実施
することとなりました。どうぞご理解賜りますようお願い申し上げます。 
 
 コクヨ オフィス家具製品及び建材製品全般 

    ファイル・文具他の既製品及び別製品の一部 
 

**編集<幸>記** 
作家で僧侶の瀬戸内寂聴さんが

99 歳でご逝去されました。60 年あ
まりにわたって書き続けられた作品
は４００以上。「書くこと」「愛する
こと」を追い求め、問い続けてきた寂
聴さん。作家としての功績はもとよ
り、法話や著書を通してたくさんの
悩みに答え、濃密な人生経験に基づ
いた忌憚のない言葉は、読者の心を
激しく揺さぶりました。 

名言には「私は多く傷つき、多く
苦しんだ人が好きです。挫折感の深
い人は、その分、愛の深い人になり
ます」、｢いろんな経験をしてきたか
らこそ、あなたの今があるのです。
すべてに感謝しましょう」などがあ
ります。｢笑顔を忘れないでください
ね。憂うつな悲しそうな顔をしてる
と、悲しいことが寄ってきます。い
つも朗らかに明るくしていれば、い
いことが寄ってくるんですよ｣  

-瀬戸内寂聴- 
ご冥福をお祈りします。 


