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喉が渇いたと感じる前に水分補給を！
！
こんにちは！和歌山印刷所、
通称
「わいん」
です。
1年の開催延期を経て東京オリンピック・パラリンピックがついに開催です！
今回はそれに伴う
「2021年の祝日」
についての特集です。
■2021年の祝日変更
東京オリンピック・パラリンピックの開催に備えて、昨年に引き続き、本年の祝日も特例で一部変更されています。今月の4連
休と、来月の3連休がそれです。変更対象は昨年同様、
「海の日」
「スポーツの日」
「山の日」の3つで、
「スポーツの日」は10月か
ら7月へ大幅に変更されています。
■祝日変更の流れ
30号（2020年8月1日発行）でも触れたとおり、祝日は「国民の祝日に関する法律」
（ 祝日法）によって定められています。
2020年11月27日の臨時国会にて、祝日変更に関する法案が成立、同12月4日に公布され、2021年の祝日が確定しました。
■2021年のカレンダー
しかし、弊社とおつきあいのある大手カレンダーメーカーの新日本カレンダー(株)様にお話を伺うと
「早い業者は2年前の年
末からカレンダー印刷に取り掛かるので、2021年のカレンダーなら19年末頃から印刷が始まり、20年の春先にはほぼ完了
している。大手では変更を反映できた業者はほとんどないのではないか」
とのことでした。
カレンダーの表記と実際の祝日
で異なる場合があるためご注意ください。
2021年は早くも折り返しを迎えましたが、引き続きよろしくお願い申し上げます。なお、2022年は、表記上も、実際も、従来
どおりの祝日となる予定です。
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風流印字︵ふうりゅゅ
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2021年移動となった祝日一覧

●海の日
7月22日（7月19日から）
●スポーツの日
7月23日（10月11日から）
●山の日
8月8日（8月11日から）
●振替休日

8月9日

私たち総務3人娘が、
社員の経験談を
毎月リポートします。
の
今月のゲストは、印刷部
西村 徳幸さんです！

■仕事で得た達成感は何ですか？
■仕
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とつひとつの仕事をミス無く作業を終えた時はもちろんですが、繁忙期に
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時は毎回達成感がありますね。
た時は毎回達成感がありますね。
■苦労したエピソー
ドはありますか？
■苦
今ま
今まで９台の印刷機を担当してきました。新しい機械を覚えるときは楽しみもありますが、苦労したこと
のほ
のほうが多いですね。今も菊全４色機を習得中ですが、アナログな部分が多く苦戦しています。
■つらかったことを乗り越えた工夫って？
■つ
周り
周りの人の存在が大きいですね。印刷部は、経験豊富な人が多いので、先輩・後輩を問わず相談して
いま
います。その度、色々なア
ドバイスを頂けて前に進めてこれたと思っています。

印刷部

西村 徳幸さん
（入社28年目）

印刷技能士の資格を持っている
西村さん。
先輩後輩を問わず相談する姿勢が
素晴らしいです！
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事件ファイル17 「アウトライン化」
営業
業マン：「工場長、大変です
す！お客様からの支給データでチラシを
営業マン：
「工場長、大変です！お客様からの支給データでチラシを印刷
したところ、文字化けして仕上がっています
したと
したところ、文字化けして仕上が
ところ、文字化けして仕上が
ところ
文字化けして仕上がっています
す！
！」
「すぐにそのチラシを持ってこい！」
工場長：「すぐにそのチラシを持っ
ってこい！」
営業マンが、急いで仕上がったチラシを持ってきた。
工場長：「なるほど、この支給データはアウトライン化されていないよう

な
こん ル
ブ
ラ
ト

わいんの対策はこれ！

フォントのアウトライン化とは、文字情報を図形化することです。
フォント
データがない場合に発生する
「文字化け」
や
「文字の位置がずれる」など
の問題を回避できます。第三者にデータを渡す場合やデータ入稿する
際にはアウトライン化する必要があります。
文字情報となるフォントは、OSやバージョン等の環境によって変わりま
す。そのため、作成したデータを別の環境下で表示しようとした際に、同
じフォントがインストールされていなければ「別の書体に置き換る」
「文
字化け」
「字間など体裁の崩れ」などのトラブルが発生し、正しく表示さ
れない可能性があります。アウトライン化することで、文字を図形化し、
どんな環境であってもデザインが崩れるのを防ぐことができます。
わいんでは、お客様からデータ支給していただいた場合、専門のオペ
レータが入念にチェックし、印刷データとして不備がないように確認して
います。

だな！」
アウトライン化
した文字

営業マン：「アウトライン化？されていないとダメなんですか？」
工場長：「支給されたデータに使用されているフォントデータがこちらに
ない場合、文字化けや異なるフォントに置き換わることがあるんだ！」

アウトライン化
していない文字

営業マン：「使用するパソコンによって使えるフォントに違いがあるからこ
ういうことが起こるんですね・・・」
工場長：「今日中にデータを再入稿してもらえば間に合うから、みんなで
頑張ろう！
！」
営業マン：「とほほ・・・（涙）」

選択ツールで選んだ場合、
アウトライン化した文字はクローズオブジェクト化
され、
アウトライン化していない文字はクローズオブジェクト化されていない
（文字入力ができる状態）
のがわかります。

走れ、営業マン！！

フットサルで筋肉痛
体力の衰えを感じ始めてきた
砂山 典彦（営業部営業支援課課長補佐：49歳）です！ 石田 知輝（営業部営業支援課係長：48歳）です！
最近、
５歳の二女と散歩がてら近所の公園に遊びに連れ
て行くのですが、私は公園に着く頃には息が上がっていま
す。娘は公園で元気に遊んで走り回ったりしていますが、
それにもなかなか付いていけず公園のベンチに座って見
守っているこの頃です。ここ数
年、健康面で色々問題が発覚し
ましたが、
幸いにも体のほうはい
い方向に向かっているので、こ
れからも仕 事と子
育てを頑張ってい
きたいと思います。

【わいんニュースレター】
アンケート応募はこちら
ニュースレターのご感想などがありましたら
下記のQRコードからご応募ください。
ご応募いただいた方の
中から抽選でクオカード
（500円分）
をプレゼント
いたします。

学生の頃、サッカーをやっていて、今でも月に一度フット
サルをしています（コロナになってからはほとんどしてい
ません）
が、
やはり年々体力の衰えを感じます。基本3チー
ムにわかれて5人対5人の1試合7分を約2時間している
のですが、2試合を終えた時点ですでに体力の限界で、翌
げ
日以降は筋肉痛で体が悲鳴をあげ
人
ています（泣）50歳を過ぎている人
く
もいますが、僕なんかよりもむちゃく
体
ちゃ走りまわれていて、
「どんだけ体
し
力あんの？動けすぎやろ！」
と、
くやし
格
く思ってしまいます。これから本格
も
的な夏がやってきますが、暑さにも
た
歳にも負けずに日々頑張っていきた
いと思います。

【AR動画 新企画】
今話題のARを体感できます
「あるある印刷の事件簿」の

横にある

イメージイラストをARアプリ
【COCOAR】
で
読み取るとアニメーションが再生されます。
AR動画をご覧いただくには、
専用アプリが必要となります。
無料ARアプリ
【COCOAR】
を
右のQRコードでダウンロード
してからお楽しみください。

編集後記
いよいよ今月、大手町の常盤橋タワーが竣工しま
す。高さ 212m、地上 38 階・地下 5 階建てだ
そうです。着々と威容を増していく様子を、隣に
ある日本ビル（東京営業所所在地）
から毎日眺めて
いました。
また、来年には日本ビルをTorch Towerに建て
替える工事が始まります。日本ビルにいられなく
なるので、
わいんも新しい拠点を探さなくてはなり
ません。ちなみにTorch Towerは高さ390m、地
上63階・地下4階建て、2027年の竣工予定だそ
うです。竣工する頃にはここに戻ってこられるくら
い、東京営業所を大きくしていきたいと思います。
（編集長：椿原健太）

