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《はじめに》 

 

 皆さん「京浜地区ＮＥＷＳ」を活用してきましたか？ 

インターネット時代にあって多くの分野で広報の在り方が議論されています。 

２００２年、代表幹事を仰せつかった直後、代表幹事をするからには日本品質管理学

会の会員じゃなきゃと脅かされた私は仕方なく学会員になりました。年４回の学会誌と

毎月届くＪＳＱＣニューズ（今は郵送廃止）は大学の先生方には価値があっても私には

ほとんど魅力を感じない内容、産業界の会員には会費の無駄のように感じるものでした。 

企業経験しかない私にはほとんど価値を認められないだけではなく、問題なのは半年

近く前のかなり陳腐な情報が“最新情報”のような顔をして送られてくることです。 

１９６３年にリック・ライダーさんらが考えたインターネット時代に入って既に半世

紀、今や会議を同時中継できる時代であり、小学生でさえリアルタイムに情報をやり取

りしている時代に何か月も前の情報を大事そうに送ってこられては顰蹙モノです。 

数年前、突然、その日本品質管理学会から、ＱＣサークル京浜地区が頻繁に「京浜地

区ＮＥＷＳ」を送ってくるが、その手法を活用して広報担当理事をしてくれないかと私

に打診がありました。しかし私にはアカデミックな中身がありませんのでお断りすると

あの手この手の搦め手で口説かれました。 

広報担当理事を拝命し、日頃不思議に思っていた学会員減少について質問しました。 

団塊の世代の大量退職時代に直面し、学会員が減少するので大変だとのことでしたが

「この傾向は何時から始まったのか？」と質問すると過去１０年ほどの傾向だとの答え、

となると団塊の世代の大量退職時代に直面したから学会員が減っているのではなく、学

会本来の魅力ある情報を適宜発信していないことが原因で、極言すれば広報活動の欠如、

これまでの広報活動への努力不足だと指摘しました。 

そこで私にできることをと理事会や学会主催行事など私が参加した都度、写真を撮り、

編集して「日本品質管理学会ＮＥＷＳ」として関係者に発信しました。すると学会って

こんなことをしているのかと数人の学会員仲間から驚いたようなメールが届きました。 

ＱＣサークル京浜地区の「京浜地区ＮＥＷＳ」は日立製作所が地区長会社をしていた

２０００年、改革委員会の中野委員長を中心に構造改革が展開され、それまで印刷・郵

送していた“Ｆｒｅｓｈ-Ｋｅｉｈｉｎ”を電子化しようと取組んだものです。 

代表幹事制を採った２００１年、ＩＨＩの中村さんの尽力でホームページを開設・運

用が始まり、本格的に軌道に乗ると同時にデザインを一新し、ＱＣサークル京浜地区の

情報を発信するための「京浜地区ＮＥＷＳ」として現在の形に生まれ変わりました。 

この資料は２００２年の本格化以降、《幹事会》などで３回ほどご紹介した内容です。 

改革委員会と並行して開催された広報委員会で何通りかのタタキ台を議論し、レイア

ウトや色などを決め、正式なマニュアルではありませんが、発信するＮＥＷＳの“品質”

を守るべく、定型化して現在の形になりました。しかし幹事さんの世代も変わり、伝承

が難しいことから、最近は独創的な題字やレイアウトが出現し「京浜地区ＮＥＷＳ」の

“品質”が下降気味のため制作に至った背景などを改めてご紹介するものです。 

ということで早速、話を進めましょう。 
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ジュラン旗にある博士のサイン 

 

For QC Circle Kanto Branch 

April 20,1966 

                       J.M.Juran 

The QC Circle Concept is the road  

to the Ｗorld Quality Leadership. 

ＱＣサークル関東支部大会に飛び入り参
加されたジュラン博士にサインを頂き、ＱＣ
サークル関東支部並びに関東支部内の９
地区は「Ｑ旗」を「ジュラン旗」と呼び、大会
の際に壇上に掲げています。 

 

 

 

第０章 ＮＥＷＳの制作の背景・・・「ＱＣって何？」と質問される時代？  

１）ＱＣサークル活動が誕生した時代 

第二次世界大戦敗戦直後の日本製品は「安かろう悪かろう」が“代名詞”、品質

の悪さから、輸出しても“安物”として流通していたに過ぎませんでした。 

そんな日本製品が１９７０年代から８０年代には大変身“高品質”を形容するこ

とになりますが、その原動力となったのが工場などで品質管理の仕事に取組んでい

た皆さんの《ＱＣサークル活動》であり、産業界に不可欠な活動でした。 

  背景には１９５０年代、シューハート博 

士の直弟子で統計学者・物理学者のエドワ 

ード・デミング博士の指導により産業界で 

普及した統計的品質管理（Statistic Quality  

Control）があり、生産現場で実践するため 

に展開された小集団活動や改善活動が基に 

なり《ＱＣサークル活動》が生まれました。 

この活動を支援するために東京大学の石  

川馨先生が働きかけ「現場とＱＣ」という 

現在の「ＱＣサークル誌」の前身となる雑 

誌が創刊され、現在に至っています。 

そして１９６４年にはＱＣサークル京浜  

地区や関東支部、東海支部、北陸支部など  

が結成され、今年で５４年を数えます。 

１９６６年４月２０日にジュラン博士が 

「Ｑ旗」で指摘のとおり「世界での品質向  

上活動」のリーダーシップ的な活動であり、 

我が国産業界の多くが展開してきました。 

その後、ジュラン博士が世界各国で品質 

管理活動のコンサルティングの際に、日本 

のＱＣサークル活動を紹介したことから、 

広く世界中にＱＣサークル活動が知られる 

ところとなりました。 

しかし１９８０年代後半に起きた「バブ 

ル崩壊」と共に全国各地で脱会企業が続出、 

今では存在すら知らない企業さえあります。 

１９８０年代当時には“存在感”があった《ＱＣサークル活動》も日本科学技術

連盟も時代の変化に伴い、現代では「ＱＣサークル活動って何？」、「日本科学技術

連盟ってどんな組織なの？」等など、世の中ではほとんど知られていない“存在感”

の無い状況になっています。 

そこで“ＮＥＷＳde広報活動”サブタイトル“ＱＣサークル京浜地区の存在感を

高めよう！”を通じて“存在感”の向上、活動の活性化を目指したいのです。 

“ＱＣサークル京浜地区の存在感”を高めよう！！ 
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２）ＱＣサークル活動の実態は？ 

こうした変化を裏付ける数値が、２００９   

年４月に発行された社団法人日本品質管理 

学会の季刊誌「品質」（Ｖｏｌ．３９№２）（右） 

に掲載されていましたのでご紹介します。 

執筆者は当時の日本科学技術連盟の浜中 

理事長（元ＩＨＩ副社長）です。 

浜中さんの記事の中で私が着目した数値、 

ＱＣサークルが誕生してから現在までの状 

況を知る数値がグラフ化され、掲載されてい 

ましたので、参考までにそのグラフを転載さ 

せて頂きます。 

右の図・１「ＱＣサークル大会の参加者数」 

を見ると、１９８３年頃から１９９１年頃が 

まさにピークであり、その後は漸減とは言い 

難いほどの勢いで下降線をたどり、２００３ 

年からは再び増加傾向になっています。 

次の図・２「ＱＣサークル大会の発表件数」 

のグラフを見ましても、図・１の折れ線グラ 

フをほぼトレースするような曲線になって 

おり、同様に１９８３年頃から１９９１年頃 

がピークであることが判ります。 

言うまでもなくこうした傾向を生む背景 

は、図・４の「幹事会社数」のグラフを見る  

とそれが理解できます。 

何故、このような傾向が生まれたのか？ 

  バブル崩壊と共に混乱に陥った日本経済 

の縮図が見えるような気がします。 

私がお付合いしてきた多くの企業のＱＣ

サークル活動の事務局関係者を見ましても

分かりますが、日本企業が苦境を打開しよう

と、早期退職などのリストラを始めると、ち

ょうど定年まで残り何年という時期に差し

掛かっていた関係者が企業方針を反映する

形で、早期退職したり、定年退職し、一気に

減っていった時期とも重なるのです。 

近年一部にＱＣサークル活動の再評価を 

する動きがあり、一時は脱会した企業が戻っ 

たり、ＱＣサークル京浜地区の行事への参加 

者数を見ると増加傾向をたどっています。 

 

 

 

 

“ＱＣサークル京浜地区の存在感”を高めよう！！ 
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第１章 「ＱＣサークル京浜地区」の存在感をどう高める？  

１）ＱＣサークル京浜地区が混乱した時代に「広報活動」をスタート 

世の中、パソコンの「２０００年問題」が一段落した頃、ＱＣサークル京浜地区で

は２００１年度の地区長会社が決まっていなければならない時期にも関わらず、日立

製作所の後を引受ける地区長会社が決まらない“異常事態”に直面していました。 

そうした状況を予見した中野顧問が「改革委員会」の委員長として構造改革を実施

し、２００１年度は「代表幹事制」で運営することになりました。 

 ２００１年度の代表幹事を引受けたア

ジレントテクノロジーズ（日本ヒューレッ

トパッカード）の志賀さんを支援するため、

ＩＨＩの中村さんの尽力で京浜地区ホー

ムページ「Ｋｅｉｈｉｎ-Ｗａｔｃｈｅｒ」

をインターネット上に開設、印刷物による

“Ｆｒｅｓｈ-Ｋｅｉｈｉｎ”を廃止して、

ホームページ上での公開とメールでの送

付へと切換えました。 

その後ＩＨＩが一時、京浜地区を脱会したため「Ｋｅｉｈｉｎ-Ｗａｔｃｈｅｒ」

は中村さんが個人的に運営、その後「Ｋａｉｚｅｎ-Ｗａｔｃｈｅｒ」に名前を変え

２００１年７月１４日から現在までのアクセス数は約１４万７４８３件でした。 

「ＱＣサークル京浜地区か

らの情報発信を続けるべき

である」という中野顧問の固

い決意が《広報活動》となっ

て現在に至っています。 

左は２０００年から現在

まで私が制作した「京浜地区

ＮＥＷＳ」他のリポートの制

作・発信本数リストです。 

「京浜地区ＮＥＷＳ」発行

後、関東支部、さらに他にも

要請されて制作を始めたも

のも含まれます。 

１７年間に制作・発信した

「京浜地区ＮＥＷＳ」の発信

数は３５１件、その他を加え

た総数９０８件（一部重複）、

年間５２週としますとほぼ

毎週１本のＮＥＷＳを制作

し、発信したことになります。  

“ＱＣサークル京浜地区の存在感”を高めよう！！ 
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“ＱＣサークル京浜地区の存在感”を高めよう！！ 



 ２）地区活動を広く知らせるために「京浜地区ＮＥＷＳ」を出そう！ 

２０００年の地区長会社・日立製作所を応援するために制作することになった

「京浜地区ＮＥＷＳ」の制作目的は京浜地区の“存在感”を高めることにあります。 

２-１．幹事会社に幹事の活動を報告、幹事を支援して頂くため 

地区の幹事会社に対して、地区活動への認識を高めて頂き、出席して地区活動

に励む幹事さん、地区行事開催の運営に当たる幹事さんの活動を企業として応援

して頂くことを目的に制作・発信してきました。 

  ２-２．地区行事に参加、発表頂くサークルさんを応援したい 

 京浜地区が開催する大会に発表のために参加頂く発表サークルさんはじめ、Ｑ

Ｃサークル活動を展開し、送込んで下さる職場の皆さんが大会に参加して良かっ

たと感じて頂けるよう、大会終了後、速やかに「京浜地区ＮＥＷＳ」をまとめ、

発信することが地区の広報活動としては重要だと考えています。 

後述しますが、日産自動車横浜工場の戸塚さんからの要請で、横浜工場の発表

サークルさんが発表しているシーンを１頁目に入れた横浜工場さん向けの「京浜

地区ＮＥＷＳ・日産自動車横浜工場版」を制作し、工場内の掲示板に掲示できる

よう支援しました。同様のニーズに応えて日野自動車版、日本ゼオン版、ＴＭＪ

版、コニカミノルタ版などを制作し、感謝されたことはご存知のとおりです。 

  ２-３．全国のＱＣサークル活動関係者を応援したい 

同時にＱＣサークル活動を行っている全国の仲間に対して、京浜地区の近況を

お伝えし、場所は離れていてもお互いに元気に、活発に活動を展開しましょうと

いうエールを送るために制作・発信してきました。 

２-４．ＱＣサークル活動への関心を高め、一緒に活動したいと思わせたい 

 また品質管理やＱＣサークル活動をご存知無い分野の方々、アカデミアなどの

関係者に対しても京浜地区が取組んでいる活動について知って頂きたい、日本統

計学会、日本サービス学会などの行事でお目にかかった方々はじめ、経済産業省、

文部科学省、総務省等の官庁はじめ、東京都等地方自治体関係者にもお送りして

きました。了解を頂いた多くの送付先の方々にＱＣサークル活動について関心を

寄せて頂き、一部は近隣の大会に参加し、感激した旨、報告を頂きました。 

２-５．「京浜地区ＮＥＷＳ」は“作業日報”ではない 

    企業が事業活動をするには日々、誰が何をしているかを正確に把握する必要が

あり、そのため日々提出されるのが“作業日報”と呼ばれるもので、昨今の関東

支部のホームページに掲載している報告のスタイルがこの日報形式です。 

企業内ではＡ４の用紙上半分から２／３に報告事項を書いて提出すると上司

が気づいたことや注意事項をコメントして戻すことで職場内の状況把握と同時

にコミュニケーションの円滑化に役立てます。 

対して「京浜地区ＮＥＷＳ」はそれら報告書とは明らかに次元の異なる制作物、

大会への参加者への謝意、次回行事への参加を促す目的で発信してきました。 

 千人収容の大井町のきゅりあん大ホールで開催されていた「オール京浜改善事

例大会」が現在では１／３の小ホールで済むほどに参加者が減少したのは行事の

情報が多くの方々に伝わらない、広報活動の不足のためではないかと考えます。 

“ＱＣサークル京浜地区の存在感”を高めよう！！ 
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２-６．日ごろの活動を全国に知らせたい････直近の状況 

３頁の表下にある百分率を円

グラフにしたのが左図です。 

ＱＣサークル京浜地区の関係

「京浜地区ＮＥＷＳ」が全体の

３８.７％、関東支部と日本品質

管理学会関係を加えると約７割

が品質管理（ＱＣ）に何らか関

係する情報です。 

その他の３割、これは日本統

計学会、都庁、世田谷区役所、

世田谷遺族会、そして制作依頼

を受けて制作したものです。 

左中の送付先件数リストは、

私が名刺交換などをさせて頂き、

ＮＥＷＳあるいはリポートをお

送りすることを許された方々で、

２０１８年２月時点で６５８名

でした。 

北海道から九州・沖縄・石垣

島までＱＣサークル大会で名刺

交換した方々はじめ日本品質管

理学会や日本統計学会の関係者、

小中高大学の先生方、国会議員、

都議、区議、総務省、経済産業

省、文部科学省、東京都庁、世

田谷区役所関係者も含みます。 

特に地方のＱＣサークル関係

者やお役所関係の皆さんからは

情報の提供を求められ、ＱＣサ

ークル活動についての認識を高

めて頂くことに少なからず役立

っているものと考えます。 

全国の支部・地区とのパイプ

を持つＱＣサークル本部が各地

の活動をこのような形で展開す

ればもっとＱＣサークル活動へ

の関心を高めることができると

思いますが、京浜地区だけでも

と取組んできたものです。 
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ＱＣサークル
活動関係者
(JUSE含む)
３１.２％

日本品質管理
学会関係者
２９.９％

制作依頼 ４.９％

日本規格協会
４.７％

総務・経産
文科・都庁他

２３.１％

日本統計学会
４.３％

世田谷遺族会
２.０％

配布先比率

総送付先数：６５８名

ＱＣサークル
活動関係者
(JUSE含む)
３１.２％

日本品質管理
学会関係者
２９.９％

制作依頼 ４.９％

日本規格協会
４.７％

総務・経産
文科・都庁他

２３.１％

日本統計学会
４.３％

世田谷遺族会
２.０％

配布先比率

総送付先数：６５８名  

“ＱＣサークル京浜地区の存在感”を高めよう！！ 
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第２章 ＮＥＷＳ制作は“ＰＤＣＡ”ではなく“ＣＡＰ－Ｄｏ”で！ 

１）本当に“ＰＤＣＡ”を回していますか？  

   ＱＣサークル活動に携わる方々ではなくとも“ＰＤＣＡって何ですか？”と質問

すると、即座に「Ｐｌａｎ ⇒ Ｄｏ ⇒ Ｃｈｅｃｋ ⇒ Ａｃｔ」ですという答えが

返ってきます。 

続いて皆さんに“ＰＤＣＡを回していますか？”という質問をしますと「ハイ、

回しています。」と皆さん即答しますが、本当に回しているのでしょうか？ 

   私が「京浜地区ＮＥＷＳ」制作の際に必ず回している少し変わった“ＰＤＣＡ”

の話から入ります。 

私が回している「京浜地区ＮＥＷＳ」制作のための展開は、ＱＣサークル京浜地

区の元世話人、電気通信大学の名誉教授・鈴木和幸先生から教えて頂いた“ＣＡＰ

-Ｄｏ”です。 

２）過去の行事の「Ｃ：Ｃｈｅｃｋ」から始める？････“ＣＡＰ-Ｄｏ” 

   “Ｃｈｅｃｋ”とは「確認すること」････そこで過去の事例を確認します。 

   例えば、毎年３月上旬に開催されたＱＣサークル京浜地区総会のＮＥＷＳを制作

する時、最初にやることは過去の総会のＮＥＷＳの見直しです。 

 《総会のＮＥＷＳ》に使えそうな過去のＮＥＷＳを

“Ｃｈｅｃｋ”し「前年度から次年度への引継ぎ総会」

の展開を考えながら“構図”や“押さえておかなけれ

ばいけないポイント”を確認します。 

 右が総会翌日に完

成した試案です。 

前年の総会の際の

《ＮＥＷＳ》を土台に

して、今回の総会の内

容に加筆訂正作業を

行います。 

 こうした事前の準

備作業を行うことで

迅速なＮＥＷＳの制

作・発信ができるよう

になります。 

   年度替りの総会は、毎年ほとんど同じ展開のため、前年度の総会号の「京浜地区

ＮＥＷＳ」を探し、新年度の地区長名などを入れて試案を作成します。 

掲載している写真も同様にチェック、新年度の際の体制などを想定し、素原稿を

制作します。 

同時に一般参加行事などのプロジェクトやワーキングチームなどの情報を収集、

想定できるほぼ完成形を事前に作り上げ、本番に備えます。 

当日、本番前に念のため再確認した上で撮影に備えます。 

 

 

 上の前年度の原稿を基に
新年度の原稿を作成。 

“ＮＥＷＳde広報活動”京浜地区の存在感を高めよう！！ 

 

“ＱＣサークル京浜地区の存在感”を高めよう！！ 
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３）「京浜地区ＮＥＷＳ」の準備・取材から完成・配布までのプロセス“ＣＡＰ-Ｄｏ” 

  改めて《ＱＣサークル京浜地区ＮＥＷＳ》の制作準備から完成・配布作業までの

プロセス“ＣＡＰ-Ｄｏ”をご紹介します。 

〔事前準備作業〕 

ⅰ）撮影機材チェック 

 

 

 

〔会場での作業〕 

ⅱ）会場でのチェック 

 

 

 

ⅲ）取材＆撮影活動 

 
 

〔帰宅後の作業〕 

ⅳ）データの移し替え 

 

 

 

 

ⅴ）編 集 作 業  

 

 

 

ⅵ）試案送付⇒ 校正  

 

 

 

 

ⅶ）最終確認 ＆ 発信 

 

 

 

ⅷ）作 業 完 了 ⇒ ２１の試案送付まで皆さんには全く見えない作業が約２０時間 
編集作業：2016-03-02～03-08（ＮＥＷＳ編集時間約２６時間） 
メール送信先（４９８件、反応２９３件：約５９％） 

１．過去の事例を基に文章や写真等を確認、タタキ台を作成 

２．カメラ機材チェック：起動・テスト撮影・正常に撮影できるか？ 

３．バッテリーチェック：フル充電されているか？ ⇒ チャージ 

４．メディアチェック：十分な空きがあるか？ ⇒ 無ければ交換 

４． 

｛ ⇒ 

５．カメラ＆レンズ機材チェック：テスト撮影・正常に動くか？ 

６．会場レイアウト、会場の明るさチェック ⇒ ＩＳＯ感度調整 

７．プログラム・チェック：運営、司会、来賓、発表者等の確認 

８．本番開始前にカメラ機材再確認 ⇒ 異常があれば予備に交換 

 

｛ ⇒ 

Ａ 

Ｃ 

９．プログラムに従い撮影：来賓、発表者などを漏れ無く撮影確認 

１０．司会・挨拶者・発表風景・来賓・会場風景の撮影 

１１．撮影漏れは無いか？ ⇒ 漏れがあれば追加で撮影 

１２．スナップ（会場内で気づいたシーン・可能な限り撮影する） 

 

｛ ⇒ 

Ｐ

Ｃ 

２５．修正・訂正が終了後・・・ダメ押しの再確認 

２６．送付先メールリストチェック 

２７．メール送信文作成 

２８．ＱＣサークル関係者、日本品質管理学会関係者などに送信 

 

｛ ⇒ 

１３．カメラ ⇒ パソコンハードディスクへデータ転送 

１４．各発表サークルごとの写真の分類 

１５．良いアングルのカット等を大まかに抜粋 

１６．使用する写真の選び出し 

 

｛ ⇒ 

１７．レイアウト・ワードでの文章作成 

１８．フォトショップで写真のトリミング 

１９．フォトショップで写真の修正 

２０．はめ込み作業 ⇒ 試案完成 

 

｛ ⇒ 

２１．メールで地区長会社・関係幹事など関係者へ送付 

２２．誤字脱字のチェック＆コンタクトでレイアウト確認 

２３．指摘箇所並びに気付いた誤字脱字の修正 

２４．場合によってはレイアウト変更を行う、最終仕上げ 

 

｛ ⇒ 

Ｃ 

Ａ

Ｃ 

Do 

７ 

“ＱＣサークル京浜地区の存在感”を高めよう！！ 
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４）“ＣＡＰ-Ｄｏ”では過去の事例にそって試案を構成････チェック項目を確認 

   《ＮＥＷＳ》で紹介する内容を、前例の構成に基づいて具体的に想定事項をハメ

込む形で作業します。何が起きているのか「事柄」の詳細を把握、エッセンスをま

とめ、分かりやすく表現するのがＮＥＷＳですから、収集情報に洩れがあっては原

稿をまとめることはできません。そこで「仕事の基本要素“ＱＣＤＳＭ＋ＥＣＳ”、

“５Ｗ１Ｈ”あるいは“６Ｗ３Ｈ”等のキーワードを頭に置きながら取材します。 

   “ＱＣＤＳＭ＋ＥＣＳ”とは 

   Ｑ: Ｑuality ････････････････････品質は？ 

Ｃ: Ｃost ･･･････････････････････コストは？ 

Ｄ: Ｄelivery ･･･････････････････納期は？ 

Ｓ: Ｓafety & Ｓecurity ･････････安全・保安は？ 

Ｍ: Ｍoral & Ｍorale･････････････倫理性・道義性？ 

の５大要素のほかに２要素を加えると 

Ｅ: Ｅnvionment･･･････････････････環境問題への視点は？ 

ＣＳ: Ｃustomer’s Ｓatisfaction･･･顧客満足度は？ 

また“５Ｗ１Ｈ”とは 

Ｗ：Ｗｈｏ？･･･････････誰が？  

   Ｗ：Ｗｈｅｎ？･････････何時？ 

   Ｗ：Ｗｈｅｒｅ？･･･････何処で？ 

   Ｗ：Ｗｈａｔ？･････････何を？ 

Ｗ：Ｗｈｙ？･･･････････何故？ 

Ｈ：Ｈｏｗ？･･･････････どのように？ 

“６Ｗ３Ｈ”では 

Ｗ：Ｗｈｏｍ･････誰に？ が入ります  

   Ｈ：Ｈｏｗ ｍａｎｙ？･･どのくらい（回数）？  

   Ｈ：Ｈｏｗ ｍｕｃｈ？･･いくらくらいの予算？ 

   具体的なチェック項目については皆さんが思いつくもののデータを集めれば良

いわけですが、原稿を作成する時に最低限、抜けては困るものについては仕事の５

大要素“ＱＣＤＳＭ＋ＥＣＳ”はじめ“５Ｗ１Ｈ”あるいは“６Ｗ３Ｈ”またなど

をチェックしながら「Ａ：Ａｃｔ」取材活動を行います。 

   記述すべき内容に漏れが発生しないようにするには、このような日常的に使って

売るキーワードを活用することをお奨めします。 

   「京浜地区ＮＥＷＳ」制作開始当初はデジタルカメラの性能が悪く、毎回、数百

枚程撮影するだけで、行事が終わり、帰宅後の原稿執筆、写真の選択段階になって

写真を撮りそこなったことに気づく場面が度々発生しました。 

   またＮＥＷＳの試案を制作し、チェック依頼をしますと「もっと良い写真は無い

のか？」と言ったご意見が寄せられ、ニーズに応えるために次第に撮影枚数が増え、

近年の大会などの行事では５千枚から多い時には６千枚の写真を撮影しています。 

   一部の方からは何でそんなに無駄な写真を撮影するのかといったご意見もあり

ますが、漏れの無い写真、ニーズに応える写真撮影を追求した結果と言えます。 

“ＮＥＷＳde広報活動”京浜地区の存在感を高めよう！！ 
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５）“ＣＡＰ-Ｄｏ”では小さな「ＰＤＣＡ」を繰返し回す 

   ＱＣサークル京浜地区が展開している活動を広く世の中の皆様に知って頂くこ

とを目的に「京浜地区ＮＥＷＳ」を制作するわけですから、制作したものを可能な

限り、たくさんの皆さんの目に触れさせるようにしなければなりません。 

   そこで制作工程では本来の「ＰＤＣＡ」を繰返し回す必要があります。 

 Ｐ：Ｐｌａｎ：きちんと発行計画を立てて、準備（段取り）を頭に叩き込む 

  Ｄ：Ｄｏ：ＮＥＷＳ用の文章の原案を頭の中で確認しながら写真を撮り、制作する 

  Ｃ：Ｃｈｅｃｋ：内容をしっかりチェック（第三者にもチェック頂く） 

  Ａ：Ａｃｔ：出来上がったものを速やかに発信する 

こうした展開を確実に実施するには、大会や研修会、役員会や総会の現場で、事

前準備段階で頭に叩き込んだ「Ｐｌａｎ」どおりに行動できることが大切です。 

   現場では３台のカメラを駆使して写真を撮りまくる「Ｄｏ、Ｄｏ、Ｄｏ」、ひた

すらシャッターを押し続け、ワンチャンスの写真を撮影します。 

 左は２０１７年１１月２８日に大井町きゅりあんで開催

された「第５９８５回オール京浜改善事例大会」のＮＥＷＳ

の１頁目です。 

 この１頁右下に小さく記載してあるのがこのＮＥＷＳ制

作に関する情報です。 
#836=5,394Phs=35.8GB=294MB=Ed73hs ©:t-maek@gate01.com 

 ＃８３６：２０００年にスタート時からの累計号数 

 ５,３９４：撮影した写真の枚数 

 ３５.８ＧＢ：写真の撮影容量 

 ２９４ＭＢ：ＮＥＷＳ試案の容量 

 Ｅｄ７３ｈｓ：文章制作編集・訂正に要した時間 

大会が終了後、帰宅して直ちにパソコンを起動し、外付けハードディスクにデー

タを転送します。私が使用しているデジタルカメラＣａｎｏｎ１ＤｘＭｋⅡは１枚

が１１ＭＢ前後、１ＤＭｋⅣは１枚が６ＭＢ前後の大きさで、これを５千枚、カメ

ラから外付けのハードディスクに転送するには半日近く要するため、帰宅後にセッ

トして開始、翌朝には転送が終わります。 

６）写真の“チェック”を行いながら発表サークル別に分類を行う 

「Ｃ：Ｃｈｅｃｋ」作業では、５千数百枚の撮影内容を確認しながら、プログラ

ムにある発表サークル毎にファイルを作成し、写真を分類します。 

分類作業と並行
して試案の中で
使用された過去
の写真を参考に、
今回のＮＥＷＳ
原稿の中で使え
そうな写真を選
び、抜粋写真ファ
イルに分類して
行きます。 

“ＮＥＷＳde広報活動”京浜地区の存在感を高めよう！！ 
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７）“ＣＡＰ”の最後は、行事終了後の原稿制作・仕上げ作業“Ｄｏ” 

   「京浜地区ＮＥＷＳ」は言うまでも無く“文字”と“写真”で構成します。 

写真を分類し終えたところで、早速、原稿制作に入ります。 

制作しておいた試案の文面を本番の情報に合せて修正を行い、選んでおいた写真

をはめ込んで本番の「京浜地区ＮＥＷＳ」を仕上げて行きます。 

完成した段階で内容をチェックし、完成度を高めたところでメールでの送信を行

うためｐｄｆで圧縮したＮＥＷＳ原稿（下のような私案）を添付し、地区長会社関

係者、幹事や関係者などに送付し、内容の確認を依頼します。 

 

８）“ＣＡＰ-Ｄｏ”、小さな「ＰＤＣＡ」を繰返し回せば、品質は確実に向上！ 

   自作自演のＮＥＷＳ原稿には大きな問題が潜んでいます。 

自分では問題無いと思っている原稿を皆さんに発信しますと、当然、第三者の視

野によるチェックで制作者が気づかない思わぬミスが発見され、戻されます。 

  これまでの例ではＮＥＷＳ（私案）発信後、１時間ほどの間に皆さんから早速の

指摘が入り、最終的には「Ｃ：Ｃｈｅｃｋ」作業は１、２日間は頻繁に行います。 

大きなミスの指摘はもちろん、随時訂正や修正を繰返す、さらには小さな「ＰＤ

ＣＡ」を回して完成度をさらに高める作業を行います。 

忘れた頃に「訂正お願いします」といった返信もあり、修正作業を行います。 

９）“ＣＡＰ-Ｄｏ”の仕上げは“Ｄｏ”で発信します！ 

完成した「京浜地区ＮＥＷＳ」の発信は、地区が展開する活動に関心を持って頂

くと同時に、地区活動を支援するために幹事を派遣している幹事会社の代表者や会

社関係者から、地区幹事の皆さんが社内外で評価されることが目的です。 

完成した「京浜地区ＮＥＷＳ」最終版をＱＣサークル京浜地区関係者だけではな
く、ＱＣサークル活動への理解を深めて頂き、幹事さんが社内で評価・支援を頂け
るように発信しています。併せて、可能な限り多くの皆さんにご覧頂くため九州か

ら北海道まで、ＱＣサークル関係の仲間などに幅広く発信してきました。 
行事により送付先は異なりますが、全国各地のＱＣサークル関係者や日本科学技

術連盟だけではなく、日本品質管理学会、日本統計学会はじめ日本規格協会、総務
省・文部科学省・経済産業省などの官庁、世田谷区役所はじめ遠くは石垣市役所な
ど地方自治体関係者等最大で約６５０名に発信しています。（５頁参照） 
一見、ＱＣサークル活動には無関係と考えていた学会や地方自治体ですが、多く

が改善活動のような活動を展開していることから「京浜地区ＮＥＷＳ」で紹介する
事例などにヒントがあると、引き続き送付して欲しいと求められています。偶然に
も３月にパソコンが壊れ、一時メールの送信がきなかったことから、新しいパソコ
ンでメールが復旧後、送信の要否を確認したところ、送信を希望頂いた皆さんです。 

“ＮＥＷＳde広報活動”京浜地区の存在感を高めよう！！ 
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第３章 「京浜地区ＮＥＷＳ」の具体的な制作法 

１）「京浜地区ＮＥＷＳ」の“題字”はどうする？！ 
   皆さんご存知のとおり新聞には、新聞社ごとにそれぞれのカタがあります。 

代表的なものが「題字」です。 

なぜ、この形にこだわるのか？ 
駅売りの新聞など、忙しいサラリーマンが欲しい新聞を瞬時に手に取り、購入で

きるように「題字」を見易いように折り、スタンドに立ててあります。基本的には
不変です。 

  同様の発想で《ＱＣサークル京浜地区ＮＥＷＳ》の題字は広報委員会で議論を重
ね、全体のレイアウトの中で決めたものがこれです。 

私が頼まれて作った京浜地区や関東支部の題字ですが、ワンパターンに見えるか
も知れませんが、京浜地区や関東支部の題字は広報委員会で議論の上、決めたもの
です。他の題字はそのパターンに沿って制作したものですが、一度決めたパターン
は何か余程の問題が発生しない限り、基本的には変更しません。 
一昨年辺りからかなり自由に変更しているもの（左）が見受けられるようになり

ました。左の「ＫＱ」マークは関東支部のものをそのまま使用しています。 
 当初「ＫＱ」マークを使用しようと考えましたが、関東
支部のマークであるとの指摘から、京浜地区用のものをと
いうので、考えたのが左のイラストです。 
これはロータスフリーランスと言うソフトの人物イラス

トを組合せ、京浜地区のいろいろな企業の社員ユニフォー
ム等をイメージして着色、制作した前川オリジナルです。 

皆さんの会社にも「社内報」があると思いますが、各社とも独自の表紙をデザイ
ンしています。他社と同じものはまず無いはずです。 
同様に京浜地区が発信する「京浜地区ＮＥＷＳ」も一目で京浜地区をイメージす

るような題字を使って行こうと考えデザインしたものです。 
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“ＱＣサークル京浜地区の存在感”を高めよう！！ 
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関東支部のＫＱマークがダメと言われ、私が制作した京浜地区用オリジナルデザイン 

これは関東支部を示すＫＱマークのためダメ 

 



２）《ＮＥＷＳ》の顔････１頁目のレイアウト、キャッチフレーズはどうする？ 

ここからは実際に《ＮＥＷＳ》を制作する際に大事な点をご紹介します。 

これは２０１０年度の幹事研修会で説明した“数種類のレイアウト”事例です。 

そこでワードを使った制作法をもう少し具

体的にご紹介します。 

「題字」は一番大事ですから不変です。 

左は先の《総会》の《ＮＥＷＳ》です。 

この《ＮＥＷＳ》をご覧頂きますと、上の点

線内が「１段」のレイアウト、下の点線内が「２

段組」のレイアウトになっています。 

これはＰｒｅｖｉｅｗの段階で探し出した

た「０４年度－０５年度の総会」の《ＮＥＷＳ》

のレイアウトで、そのまま活用しています。 

私が《ＮＥＷＳ》制作の際のレイアウトの基

本と考えているのは「写真」を多用すること、

中心になる写真は大きく、その他の写真は小さ

くレイアウトしています。 

言葉でグデグデ説明しても、１枚でも多く写

真を見せる方が効果的ですから、写真を活用し

ているのです。 

《総会のＮＥＷＳ》の中央にある６枚の写真

は、１段の中に、小さな写真を横に３枚並べた

ものを２行分重ねてあります。 

《ＱＣサークル京浜地区のＮＥＷＳ》という

ことで作成した《京浜地区ＮＥＷＳ》の「基本

レイアウト」が左下の図です。 

「基本レイアウト」は横に２５文字送りで、

縦に３０行（１２ポイントの文字で設定）にし

てあります。その基本レイアウトにタイトル

（キャッチフレーズ）やサブタイトルなどを上

から順に入れて行きます。写真の下にキャプシ

ョンを入れます。代表的な大きな写真を青線の

中に入れ、その下に３枚の小さな写真を加えま

す。（同じくキャプションを入れる。） 

その下（赤のマス部分）に“ボディコピー（本

文）”を「２段組」で書いて行きます。 

ここでは５Ｗ１Ｈの要素を必ず入れて、１行

２２文字で７行分の文章を入れて説明を行い

ます。“１行２２文字”がポイントです。 

 

 

 

 

 

 

 

１頁目の基本レイアウト 

１１ 
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 ３）“レイアウト”の選択法 

《ＮＥＷＳ》の２頁目以降のレイアウトの「設定法」についてご紹介します。 

１頁目の「１段組」から「２段組」、「３段組」

そして「変形」レイアウトまでの設定方法です。 

ワードを使っての「レイアウト設定」の方法

をご紹介します。 

最初に起ち上げたワードの“ツールバー”に

ある「書式」をプルダウンしますと、下のよう

な「書式」のメニューが出てきます。 

この中の「段組み」を指定しますと、赤枠の

中にあるような「段組み」の種類が出てきます。 

この中で希望する「段数」を指定すれば良い

のです。 

《京浜地区ＮＥＷＳ》のレイアウトは前述の

とおり「１頁目」は上が「１段組」で下のコピ

ー部分が「２段組」に設定してあります。 

「段組み」の種類には、１段、２段、３段と

変形で１段目を狭く、２段目を狭くがあります。 

この中から好みの設定を

選び、指定すればその「段

組み」のレイアウトにする

ことができます。  

左は「２段組」を指定し

ています。 

この中でさらに「段の幅

と間隔」を選択できます。 

皆さんにお配りしてある

「２段組の原稿用紙」は前

述のとおり“１行２２文字”

に設定してあります。 

日本ビジネスの編集デスクから教えられた

ことですが、横書きの場合「１行が２５文字を

超えると視線を一度移動させなければ読めな

い」と言われており、一度に読める最適な文字

数とされる“１行２４文字”前後で設定してあ

ります。また「速読」が可能な文字数が２４文

字前後ともいわれることから設定しました。 

皆さんにお配りした「２段組」の原稿用紙も、

通常１行５０文字前後の文字数を左右の２段組

にしてあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２段組の基本レイアウト 

 

こんな分割法もあります。 

好みに応じて、レイアウト

を工夫することで、１頁の中

を面白そうに、読みやすく、

飽きさせないように変えるこ

とができるのです。 

横に５０文字をベタっと書

き続ける文章だけは読む気を

無くさせるので厳禁です 

“ＮＥＷＳde広報活動”京浜地区の存在感を高めよう！！ 
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４）「２段組み」のレイアウトとは？ 

《京浜地区ＮＥＷＳ》の２頁目以降のレイアウトの「設定法」の１頁目の「１段

組」から「２段組」、「３段組」そして「変形」レイアウトまでの設定方法です。 

「２段組の基本レイアウト」の事例ですが、 

このレイアウトの中に「写真（青枠）」と「コ

ピー（赤Ｚ部）」を入れて行きます。（左図） 

１段目に写真（Ａ）を入れた場合、その詳細

説明などをその写真の下に記述します。 

同様に２段目に写真（Ｂ）を入れ、その詳細

説明を写真の下に記述すれば、読み手は上の写

真を見ながら説明を読み、理解を深めることが

できます。 

このように《京浜地区ＮＥＷＳ》では１頁目

でその日に起きたことを概略説明し、２頁目以

降でその詳細説明を行うようにレイアウトし

てあります。これも読み易くという配慮です。 

忙しい方には１頁目だけでも読んで頂けば

ありがたい、お伝えしたいことの概略が理解頂

けるようにしてあります。 

時間がある方は２頁目以降を読んで頂けれ

ばさらに詳しく理解頂けますよというよう編

集してあります。 

５）「３段組み」のレイアウトでは？ 

次に「３段組」（左下）の例をご紹介します。 

余り細かな説明は必要なく、写真などで紹介

しようという時にこのレイアウトは便利です。 

左の「３段組」は「事務局交流会」の様子を

伝えるためにメンバー紹介などの時、新任幹事

さんも参加していますので、会社名と幹事さん

の名前を記載し、皆さんに顔と名前を覚えて頂

こうという配慮で制作してあります。 

時折私に発生する「顔と名前が一致しない」

などということが起きないように制作したの

ですが、プライバシーの問題もあり、関係者以

外には分からないようにという配慮をした別

のものも制作し、ホームページ上ではその２種

類を使い分けて頂きました。 

この他にも紙面を有効に活用するためレイ

アウト上の工夫をいろいろしていますので、そ

の事例をご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２段組の基本レイアウト 

 

写 真 写 真 

 

（Ａ） （Ｂ） 
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３段組の基本レイアウト 



６）「変形レイアウト」ってどんな形 

大会などを紹介する《京浜地区ＮＥＷＳ》で

は、「２段組」や「３段組」では不便なため、

必要に応じて「変形レイアウト」を使います。 

左は「変形レイアウト」の例ですが、これは 

「オール京浜改善事例大会」の模様を伝える

《京浜地区ＮＥＷＳ》の２頁目以降で使いまし

た。「２段目を狭く」のレイアウトを選択し、「変

形レイアウト」で制作します。 

発表風景をできるだけ大きくするために、広

い方に「写真」を入れると同時に、大きな「写

真」の中に主役の発表者の写真を埋込んだり、

アシスタントの写真を埋込み、皆さんが頑張っ

ている様子が見えるよう配慮してあります。 

これは文字枠を使って挿入します。 

このようにできるだけ「写真」を多用するこ

とで、職場の皆さんが見て楽しみ、時間があれ

ば読んで楽しんで頂こうという《京浜地区ＮＥ

ＷＳ》作りを行ってきました。 

７）自在なレイアウトで････後は“文章力”を磨いて、原稿を書くだけ！ 

 いろいろな「レイアウト」を紹介してきまし

たが、実は肝心のことを忘れていました。 

“文章”ですが、それは皆さんがどれくらい

たくさん、いろいろな分野の本を読んだか、に

かかっています。 

文章だけは義務教育以降、現在までにたくさ

んの本を読み、いろいろな分野の本を読んだか

どうか、また感性が豊かかどうかに影響されま

すので、文章をこう書きなさいと言った見本は

ありません。 

あるとすれば最初の段階でチェック項目を

紹介しましたが“５Ｗ１Ｈ”（あるいは６Ｗ３

Ｈ）あるいは“ＱＣＤＳＭ－ＥＣＳ”などを切

り口で情報収集し、文章化する以外に方法はあ

りません。後は読み易い文章を書くことができ

るにマメにメモを書いたり、日常の中で文章を

書く練習を積み重ねることです。 

難しい文章を書くのではなく、誰にでも解り

易い文章は簡単なようで難しいものですから、

後は努力次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変形レイアウトの例 

１３ 

 

 

 

変形レイアウトの例 
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 ８）「ワードアート」でタイトルやキャッチフレーズを遊ぼう！ 

 《京浜地区ＮＥＷＳ》を制作する際に避け

て通れないのが文章ですが、本文中で使用す

る文章は、基本的には雑誌や新聞などで使用

している最もポピュラーな書体として知られ

る「明朝体」を使っています。 

しかしタイトルやキャッチフレーズについ

てはワードの“書体”は限られるため、一考

を要します。 

特に１頁目のキャッチフレーズで強調した

いような場合には一工夫が必要です。  

新聞でも雑誌でも、表紙には一番読ませた

いテーマを載せますが《京浜地区ＮＥＷＳ》

でも１頁のトップには「行事名」などを大き

な文字で表現していますが、その文字を一工

夫します。 

通常の文字では無く《ワードアート》とい

う「図形化」した文字を使っています。 

《ワードアート》は図形ですから、上下左

右を自由に変形させることができます。 

下がマイクロソフト・ワードの中の《ワー

ドアート》のツールバーで、赤点線枠の中の

「Ａ」をクリックしますと、左のような《ワ

ードアートギャラリー》が表示されます。 

 

 

 

その中からタイトルを入れるのに相応しい

形を選び「テキストの編集」で文字を入れれ

ばタイトルが出来上がります。大きさを上下

あるいは左右自在に調整して完成します。 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイトルの文字 
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 上は２０１１年３月１１日の東日本大震災当日、横浜の
日産自動車で開催された関東支部総会のＮＥＷＳです。
激震が止み急遽、下田幹事長の判断で中止されました。
関東支部企画委員としてＮＥＷＳ制作を担当しました。 

ワードアートで自在に制作 

 



９）「京浜地区ＮＥＷＳ」の主役は誰か？････地区関係者が主役ですか？ 
   題字と同じく“？”を付けるような編集がここ数年現れています。 

   ＱＣサークル京浜地区の一般参加行事では主役は誰か、これは普段、余り意識し
ていないことだと思いますが、ちょっと見失っているように思います。それがＮＥ
ＷＳの編集に現れています。 

上左２枚は２０１５年の事業所見学交流会ＮＥＷＳです。右の１枚は２０１０年の
ＪＦＥさんの会場でのＮＥＷＳですが、違いはお分かりと思います。 
実は京浜地区が主催する一般参加行事は基本的には幹事会社を含む多くの企業で

改善活動を展開しているサークルやチームの皆さんに発表の機会を与えることを目
的として開催しているわけですから、主役は発表サークルさんです。 
略報を制作する場合には発表者や発表風景を中心にＮＥＷＳをまとめてきました。 

１０）主役は画面の一番目立つところに！････主役は発表サークルさん 

下は２０１１年１１月３０日に開催された《オール京浜改善事例大会》ＮＥＷＳで
すが、違いは解りますか？ 

 日産自動車の戸塚さんからの依頼で制作を始めた“発表サークル志向のＮＥＷＳ”
上のＮＥＷＳ、一番左がホームページ掲載用、２番目が日本ゼオン版、３番目は日産
横浜版、一番右は日野自動車版で１頁の最初の発表シーンの写真を差し替えました。 
戸塚さんが横浜工場の皆さんが職場で掲示できるように１頁目の写真を入れ替え

て欲しいと仰るので、その要望に応えて作成したもので、同様に各社用を作成しお送
りしましたが、受取った各社では当たり前のものを送ってきたと思ったようです。 

  ということでＮＥＷＳの主役は発表会を開催している京浜地区関係者ではなく、発

表にエントリー頂き、発表頂いた皆さんであろうと考えますがいかがでしょうか？

           

 

ホームページ掲載版   日本ゼオン版     日産自動車版     日野自動車版 
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第４章 「京浜地区ＮＥＷＳ」制作時に心がけてきたこと 

１）写真撮影の際の留意点 

  ⅰ）良い構図を抑える 

  皆さんご存知の通り《ＮＥＷＳ》の説得力の鍵は写真だと言われています。 

 

 
   上の写真はジュラン旗の引継ぎ式の写真ですが、全部で４３枚撮影し、その中の

１枚を使用したのが６頁下の「京浜地区ＮＥＷＳ」の写真、全員が正面を向いて笑

顔になるというベストの写真はめったに撮影できません。 

  この総会で撮影した写真の枚数は全部で１,７８９枚、使ったのは４１枚です。 

ⅱ）発表サークルにとって生涯に記念の１枚かも？････職場の皆で祝いたい 

  写真については多くのご意見がありましたので、少し釈明させて頂きます。 
前出のとおり２０００年当初はせいぜい数百枚の写真から始まったものが現在

では５千枚を超える枚数になったのはカメラマンの腕の悪さと諦めるとして、撮影
する会場の照明など撮影環境も影響していることを理解して頂ければと存じます。 

２０１７年１１月２８日のオール京浜改善事例大会でのコニカミノルタさんの
発表シーンの撮影枚数は３９７枚、その中から使用したのは４枚、約１％ですが、
横や下を向いた写真、ピントの外れた写真を除いて行きますとせいぜい数十枚、さ

らにその中で良い構図の写真１枚を選び「京浜地区ＮＥＷＳ」に使います。 
実際には日産自動車３８７枚、日本ゼオン３４８枚、アーレスティ４４６枚、日

野自動車４２８枚、ＴＭＪ４３７枚、コニカミノルタ３６７枚、その他、表彰式や
記念撮影、事務局や司会者、開閉会挨拶等の写真等全体が５,３９４枚になります。 
これらの写真は京浜地区の幹事会社に関しては、社内報や職場の掲示に使えるよ

うに抜粋し、各社にお送りしています。中にはお付合いのあるジェイテクトなど京
浜地区に関係無い企業からの要請にもお応えし、抜粋写真をお送りしています。 
大会で発表頂くサークルさん、社内大会あるいは職場大会で優勝し、エントリー

頂いたサークルさんだと思いますので、せっかく発表頂く以上、大会が終わり職場
に戻った時にはぜひ周囲に祝福して頂きたい、そうした記念の１つになればと考え、
写真を撮影、「京浜地区ＮＥＷＳ」を制作してきましたが全てサービス活動です。 

 

コニカミノルタのサークルさんの発表風景････あなたならどの写真を選びますか？ 
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２）下手な鉄砲は数を撃たなければ当らない････無駄な鉄砲を撃てる撮影機材 
繰返しになりますが「何でそんなにたくさん写真を撮るのか？」という声や「前

川さんのカメラはウルサイ」と言った声も耳に入りました。 
そのため、音を静かにするための消音ケースを購入したり、静かな機種が発売さ

れれば購入したりして撮影機材を揃えてきました。 
無駄な鉄砲を撃っているように見えると思いますが、撃ち手が下手な以上、良い

写真には巡り合えないので、せめて撮影に使う機材だけでも揃えようと･･･ 
ⅰ）Ｃａｎｏｎ １Ｄｘ ＭｋⅡ：フルサイズ２０２０万画素 

使用レンズは１２-２４㎜、１６-３５㎜ズームをセット 
ⅱ）Ｃａｎｏｎ １Ｄ ＭｋⅣ：ＡＰＳ-Ｈ：１６１０万画素 
  使用レンズは２４-１０５㎜、７０-３００㎜、１００-４００㎜ 

ズームをセットして使用します。会場到着時に状況を把握して 
レンズをセット、防塵のため大会中は基本的には交換しません。 

ⅲ）予備機Ｃａｎｏｎ１ＤｓＭｋⅢ：フルサイズ２１１０万画素 

ⅳ）ＳＯＮＹ ＤＳＣ ＲＸ１０ＭｋⅣ：１型ＣＣＤ２４-６００㎜ 
ⅴ）Ｃａｎｏｎ Ｇ１Ｘ ＭｋⅡ：１.５型ＣＣＤ２４-１０５㎜ 
ⅵ）Ｃａｎｏｎ１Ｄｘ、１Ｄｓ、１Ｄ共通バッテリー６本 
ⅶ）メディア：５１２ＧＢ，２５６ＧＢ、６４ＧＢＣＦ等１０枚他 

上記機材を入れたバッグは総重量約２０ｋｇ以
上になりますが、それを背負い、会場に到着後、直
ちに会場の光の具合などを調べ、広さに応じたレン
ズの選択、試し撮りを行い、開会を待ち、大会中は、
ベストショットを求めて室内を移動したり、部屋を
移動して撮影を行います。 
大会での発表サークルさんは、まさにその日の主

役です。その主役にとって晴れ舞台の１枚を撮影す
るために、下手の横好きカメラマンは撮影に熱中し
たわけです。 
左は私が使っている１ＤｘＭｋⅡのＣＣＤ（フル

サイズ３６×２４㎜）、１ＤＭｋⅣ（ＡＰＳ-Ｈ）と
一般的にカバン等に入れて使われているポケット
デジカメ１／３ＣＣＤ（４.８×３.６㎜）等のＣＣ
Ｄサイズの比較表です。ＣＣＤ面積は１／３ＣＣＤ
の約５０倍、当然カメラの値段も５０倍とまではい
きませんが約７３万円ほどです。大会にはレンズ一
式を含め約３００万円ほどの機材を持参します。 

京浜地区にはカメラメーカーさんがいませんので、ほとんど関心を持たれません

が「音がウルサイ」と言われれば静かなカメラを買い、「下手だ」と言われれば数
を撃って良い写真に巡り合えるように願いながら大会の写真を撮ってきました。 
社内報に使うので写真を下さいと言われれば抜粋してお送りしてきましたが、こ

れも前述のとおり、せっかく京浜地区の大会で、その発表者にとっては一世一代の
発表を行って頂くのだろうと思いますので、サークルさんの記念になればとの思い
で行ってきたサービス活動、地区長や幹事長、事務局、各社の幹事さんからはそん
なこと頼んでいないと言われればそれまでです。 
発表者が「京浜地区の大会で俺が発表して、金賞をもらったんだ」と胸を張って

応えられるようになればと願いながら撮影した写真なのです。 
度々紹介している日産自動車の戸塚さんが退職される際には改めて私の写真に

お礼を言われ、記念品のミニチュアを頂戴しました。 

 

 Canon 1Dx MkⅡ 
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第５章 何故「京浜地区ＮＥＷＳ」を発信するのか？（まとめ） 

１）ＱＣサークル活動を活性化したいの？････それとも活性化したくないの？ 

印刷物を配布していた“Ｆｒｅｓｈ-Ｋｅｉｈｉｎ”から印刷代、郵送費用の削
減を目指しての大転換、３,０００件と言われた郵送先はデジタル化を実現しよう
と取組んだ２０００年のスタート当初のメール送信先はわずか２５０件程でした。 
その後、名刺交換などで増えた送付先が現在は約６５０件、できれば京浜地区の

幹事並びに関係者が取引先などの皆さんにＱＣサークル活動を理解頂くための材
料として「京浜地区ＮＥＷＳ」を活用して頂きたい、業務上の知り合いなどに転送
して頂くような方法を採って頂けば、京浜地区だけではなく、全国にＱＣサークル
活動の輪が広がるきっかけになるのではないかと期待するものです。 
《総会》に始まり《新任幹事研修会》、《幹事研修会》、《ワーキングチームの会議》、

《プロジェクトチームのキックオフ会議》、《幹事会》、《役員会》、や《一般参加行
事》の《ステップアップ大会》、《研修会》、《オール京浜改善事例大会》などは開催
の都度、「京浜地区ＮＥＷＳ」を制作し皆さんに情報発信を行ってきましたが、本

当はもっとたくさん情報発信するチャンスはあると考えています。 
  「京浜地区ＮＥＷＳ」を制作するのは面倒くさい、そんな声が時々耳に入りまし
たが、皆さんは何本作成されたのでしょうか？ 

  「京浜地区ＮＥＷＳ」を制作・発信開始直後、ＱＣサークル関東支部の大会で名
刺交換した長野地区や茨城地区からは制作ノウハウを教えて欲しいと言われ、谷口
世話人や古郡世話人には関東支部大会の際に制作に協力して欲しいと要請され、日
産自動車が支部長会社をされた２０１１年には１０本の「関東支部ＮＥＷＳ」を制
作協力するなど、その後、世話人交代より関係が解消されるまで続きました。 

  全国のＱＣサークル活動の停滞が指摘される中、京浜地区が全国の地区・支部の
先頭に立って「京浜地区ＮＥＷＳ」を制作・発信してきたわけですが、より活動を
活性化するためにも、「京浜地区ＮＥＷＳ」を積極的に制作して頂きたいのです。 

２）「京浜地区ＮＥＷＳ」に代わる情報発信は密度の濃い“同時中継”で！ 

先の幹事会で突然「ＳＮＳの時代に“京浜地区ＮＥＷＳ”の役割は終わった」と

の指摘があり、議題に上がり「京浜地区ＮＥＷＳ」廃止が決まりました。 

情報が氾濫している時代に、負けぬように情報を発信して行くにはデジタルデー

タを編集し、発信する「京浜地区ＮＥＷＳ」ではタイムラグが発生することから、

当然の成り行きと考えます。 

「京浜地区ＮＥＷＳ」を廃止する以上、それに代わる情報発信が不可欠であり、

単なる廃止では情報閉鎖にもつながるため、従来にも増して効果的な情報発信を考

えれば「ＳＮＳを活用した“同時中継”」以外には考えられません。 

それなりの覚悟をもって「京浜地区ＮＥＷＳ」の廃止を決めたものと考えますの

で、今後はどのような形で“同時中継”を始めるのか注視して行きたいと思います。 

「京浜地区ＮＥＷＳ」に代わる情報発信は、より高密度の“同時中継”でしょう

から、今まで以上に皆さんの関心が高まることが期待されます。 

 “同時中継”が始まったら、ＱＣサークル活動をしている他の職場の皆さんだけ

ではなく、ぜひ、社内外にも情報を提供して下さい。 

これを契機に多くの職場の皆さんにＱＣサークル京浜地区行事の“同時中継”を

ご覧頂けるように呼び掛け、多くの方々に京浜地区の動向を知らせ、ＱＣサークル

活動の仲間を増やすように活用して下さい。 

回り回って皆さんが社内外で高い評価を受けることを期待しています。 
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ＱＣサークル関東支部京浜地区 

顧問  前川 恒久 

平成１４年３月総会時説明のために作成 

平成２２年３月関東支部説明のため改訂 

平成２８年５月幹事会での説明のため改訂 

平成３０年６月廃止決定に伴い総括 

 


