ご多用の中ご来場賜りありがとうございます。
おかげ様で大盛況のフェアとなりましたこと、
厚く御礼申し上げます。
ご案内させていただきました「お役立ちソリュ
ーション」を活かしていただきこの深刻な世界不
況を乗り切っていただく一助になれば幸いです。
今後ともお客様へ「お役立ちソリューション」
をお届けしてまいります。ご期待ください。
ほんとうにありがとうございます。

『小林弘和著「ありがとうカンパニー」より』

RICOH 近江八幡フェア（2/12～13）
RISO 京都フェア（2/18～19）ご来場御礼

三方よし

おも

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 彦根市外町１７５
TEL 0749-24-6651

マザーレイクと呼ぶ琵琶湖を抱える
この滋賀県で育まれ
商売する企業であるなら
環境に配慮した会社でありたい
近江商人の言葉にあるように
売手よし買手よし世間によしの「三方よし」
世間様にも喜んでいただこう

ＫＢＭありがとう通信 Vol. 135

この念いが環境ＩＳＯに取組むきっかけとなる
多くの人財と時間とお金を投入し
成果と共に多くを学ぶ
二〇〇二年 ＩＳＯ１４００１認証を取得
目的目標は戦略とし
ＰＤＣＡをまわすことは戦術となる
その手法は経営計画書に明確に書かれ
ＫＢＭの中心骨組みとなった
「戦略を確立し 戦術を駆使する」
城野宏先生の脳力開発とＩＳＯの手法が合体し
ＫＢＭのありがとう基本指針として定着

KBM ありがとう通信 「ありがとうがいっぱい」 Vol.１３５ ２００９年３月

＜お知らせ＞

リコー、「世界で最も持続可能な 100 社」に
５年連続選出

（RICOH ホームページよ り）

『インターネット社会の善悪』
天下一品
インターネットの普及・発展によ
って多くの情報がネットを通じて
清水英雄
配信され、また本人の生の声をリア
ルタイムに届けることができるブ
「すみません」
ログなどが誕生し、社会はより便利
「ごめんなさい」
で快適になりつつあります。
ブログは、手軽に情報発信でき、
「申し訳ございません」
読み手も氣軽にコメントできるコ
「失礼しました」
ミュニケーションツールです。その
「氣軽さ」から、顔の見えないやり
とすぐ素直に
とりに言葉の重みを忘れ、また一人
ハッキリと言える人が
の挑発的な書き込みに触発され、心
「ありがとうございます」 無い過激な言葉の暴力。そんな誹謗
中傷に悩まされ、ついには自殺にま
といったら 天下一品だ
で追い込んでしまいます。
インターネットは使い方次第で
善にも悪にもなります。それをみん
なが自覚して節度を持って使って

特に、リコーの2050 年までの超長期環境ビジョンを
基にした積極的な環境経営への取り組みが卓越して
いると評価され、加えて社会・人的資本・ガバナンス
の面でも世界の有力企業の中で高い評価を得た結
果、2008 年から 2009 年にかけて 1/3 以上が入れ替
わる厳しい選定の中、100 社に 5 年連続で選出され
るという栄誉に輝きました。

いきたいものですね。

これは 2005 年から、カナダのコーポレートナイツ社
が、米国のイノベスト バリュー ストラテジック アド
バイザーズ社の調査分析データをもとに、世界のあ
らゆる事業分野の大企業1800 社以上の持続可能性
を評価し、上位 100 社の社名を公開しているもので
す。2009 年の 100 社は、スイスのダボスで開かれて
いる世界経済フォーラムの年次総会(ダボス会議)の
初日にあわせて 1 月 28 日に発表されました。ここに
選出された企業は、環境・社会・人的資本・ガバナン
スの四側面の実績を、経営品質と長期財務業績の
主要指標として詳細に比較分析され、世界を代表す
る企業として評価されています。

清水英雄先生のご好意により
「ありがとうカレンダー」より
複写させていただきました。

2009 年１月 29 日
株式会社リコー
リコーは、「グローバル 100」として知られる「世界
で 最 も 持 続 可 能 な 100 社 (Glo bal 100 Most
Sustainable Corporations in the World )」に 5 年連続
で選出されました。

ありがとう通信は『ORPHIS(オルフィス)ＨＣ5500A』で自動両面印刷をしています。

KBM ありがとう通信 「ありがとうがいっぱい」 Vol.１３５ ２００９年３月

おすすめ Solution

《ホームページ作成・運用アプリケーション》

誰でも簡単にホームページが作れます。誰でも使えるアプリケーションです。だからこそ、

ビジネスに活かせるのです
「おりこうブログ２００８」のご質問・ご用命は担当営業までお氣軽にお問い合わせくださ い。デモＯＫ

ありがとうダイヤモンド富士山
吉島百合子
神が棲む霊峰富士を西に日没を待つ
「さあ行くぞ！」と言わんばかりの閃光が
観ている私の心をグッとつかむ
あと少しで沈むというその時
六方へ矢を放ったように広がった光は
澄んだ大氣の中でダイヤモンドの輝き
美しさにひき込まれてしまった

この一瞬を逃がさず脳裏に焼きつける
一年に数日しか観られないダイヤモンド富士山
高い志を持った仲間と共に引き寄せた快晴の中
ダイヤモンドの光で心を射抜かれてしまった
戦略として掲げた「ＫＢＭでよかった」十ヵ条を
達成できるか 現状打破できるかと問うかのよう
やるぞ！ 強い決心 覚悟 誠意ではね返す
私にはできる
富士山の裾野から３Ｃを積み重ねていく
ずっしり積もった現状打破の山は
ありがとうと光輝くダイヤモンド富士山
ありがとうダイヤモンド富士山
（二〇〇九年一月十八日）
＊３Ｃ：change（ﾁｪﾝｼﾞ）・challenge（ﾁｬﾚﾝｼﾞ）・chance（ﾁｬﾝｽ）

ありがとう脳力開発戦略セミナー（ヒューマンウエア研究所主催）が去る 1 月 16 日から
3 日間、山梨県山中湖畔にある「ホテルマウント富士」にて開催されました。当社から社
長はじめ 4 名が参加、清水英雄先生から脳力開発を学びました。晴天に恵まれ、すばら
しいダイヤモンド富士がセミナーを祝福してくれているかのようでした。他社の方々と
の交流で多くの刺激を受け、感謝・感動・感激の 3 日間でした。ありがとうございます。

３月 ＫＢＭカレンダー
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ひな祭
啓蟄
ﾘｺｰ決算大感謝祭 in 大津

ﾘｺｰｿﾘｭｰｼｮﾝﾌｪｱ 09
in 水口

彼岸の入

春分の日

赤数字の日は当社営業を
休ませていただきます

＝＝＝編集後記＝＝＝
いつもお読みいただきあ りが
とうございます。
今年春の花粉の飛散数の最
新予測によると、近畿地方は
昨年夏の平均氣温が平年よ
り高く、 降水量が少なかった
ため、スギ／ヒノキ／シラカバ
の花芽がよ く生育し ており、
例年よ り多くなる と日本氣象
協会から発表されています。
花粉症対策のホーム ページ
もたくさんありますので、参考
にされては・・・。
ありがとうございます。

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 彦根市外町１７５
TEL 0749-24-6651

ありがとう通信は『ORPHIS(オルフィス)ＨＣ5500A』で自動両面印刷をしています。

