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「人と人との関係」を大切に
新年明けましておめでとうございます。
早いもので、先代に代わり社長に就任してから丸3年が経ち

ました。巷のニュースでは、景気回復局面の期間がいざなぎ
景気を超えたそうで、タイミング的に恵まれていたのかもし
れないですが、実感としては「景気がいい」とは全く思いま
せん。大阪の中小企業は皆そんな感じじゃないでしょうか。
さて、そんな中でも昨年を振り返ってみると、社長就任当

初から考えていた東京オフィス設置がやっと実現しました。
印刷業界において、会社を大きくするには東京進出は絶対条
件だと考えています。KBSの場合、最近はデータでのやり取
りが多いので、地理的な条件はそれほど影響を受けないほう
だと思いますが、それでも東京に事務所を置くことによって
新たな顧客開拓につながることは間違いないでしょう。まだ

スタッフ1人の小さなオフィスですが、地道に営業して大きく
していければと思います。
現代はコンピューター全盛の時代で、KBSもパソコンなし

には仕事が成り立ちませんが、それでも翻訳という仕事は、機
械ではまだまともにできません。「コトバ」という人間の発明
品は、単純に辞書的な語彙の積み上げだけで理解するものでは
なく、「コトバ」の裏側にある「心」を読み取ってこそ生きて
くるものです。この仕事に誇りを持ち、生業とする私にとって、
「人の心」を理解することこそ、仕事を全うする道だと考えて
います。
KBSは、今年も「人と人との関係」を大切にしていきます。

代表取締役　　高　允　男



2006年8月26日東京駅6：45発の新幹線に

乗り、大阪本社に向かった。KBS東京オフィスと

して一緒にやらないかと、高允男社長に誘われて

から初めてスタッフのみんなと会う日だった。その

日はうれしいことに、KBS恒例の夏のバーベキュー

大会が大阪城公園で開かれる日でも

あった。（関西弁のめっちゃ暑い！  が

表現としてぴったり。）

私とKBSの出会いはさかのぼる

こと15年近く前だ。5人に1人が外

国人住民であった東京の大久保地域で私は4ヶ国

語（日・中・英・韓）の月刊情報誌を編集・発行して

いた（今では5人に1人が日本人！）。読み手も書き

手も多国籍、内容は時事問題からお国自慢、カル

チャーショック、旅、ランゲージ学習、エンターテ

イメント情報などなど。原稿を各言語に翻訳し並

列して編集する。そんな構想を実現するためには、

ハングル・中国語の組版が必要だった。必死に情

報を集め、回りまわって大阪のKBS高仁鳳会長に

たどり着いたのだった。新宿の8坪の編集部には

多くのさまざまな国籍の若者が集い、号を追うごと

に発行体制も整ってKBSとの連携もうまくいって

きたところだったが……。

雑誌は結局3年続けたが、見込んだ広告収入に

たどり着けず断念することになり休刊。その後翻訳

コーディネート、企画・執筆・編集、を続けてきた

ところに、2005年の愛・地球博でトヨタ館の多言

語制作物の仕事を通じて、再びKBSとジョイントす

る機会を得た。大手デザイン会社もKBSの仕事の

正確さ、技術の高さを絶賛。コーディネーターと

して、私も大きなプロジェクトの完成に二代目高允

男氏と達成感を共に味わうことができた年だった。

大阪本社では、時間が止まったかのようなあの

当時のままの笑顔で、黒光りするカメラを首に下

げた高会長と林専務が迎えてくれた。スタッフの

みんなも、ガチッと結束が固く、とにかく「関西」

の明るい笑いが満ちていた。（そういえば高社長

は明石屋さんま似！  まだ独身だっていうからそこは

違うね）懐かしさとノリのよさがラテン系！　私の夫

の出身が南米系ということもあり、昔からの友人の

ようにすぐに打ち解けさせてもらうことができたの

だ。「カマーゴ、アミーゴよくきてくれはったね～」

といった具合。（笑）

さてして、9月から本格的に東京オフィスは開設

となった。オフィスといっても、机とPC、TEL・

FAXというものだ。お客様にお越しいただけるス

ペースはないが、場所は六本木、交通の便だけは

いい。（お祝いに150cmもある立派な観葉植物

を頂いたので、部屋の広さにあわ

せ、私はついにダイエットしなくては

ならないことになったのだ！  ありがと

うございます。）

東京サンシャインで行われた、

JGASイベントでブースを構えたKBS。印刷業界

のこうしたイベントが初めての私は、その熱気にま

ずは驚いた。

各ブースを回って「日本ってすごい技術をもっ

ているんだ！」と心打たれ、一方「多言語翻訳

＆DTP/WEB」という業種はあまりなかったの

で、KBSのブースもかなりの来客があり、東京デ

ビューも、高社長の計算どおりタイミングよく（華々

しく）スタートを切ることができた。

12月。まだまだ東京での稼動はよちよち歩きだ

が、私は今、ひとつ大きく確信している。39年の

実績を持ったKBSの『技術』と『品質』、そしてス

タッフの『情熱』がどんな仕事の依頼にも、必ずこ

たえることができるということを。どうか、これから

もよろしくお願いします。東京オフィスへのお問い合

わせとご意見、そしてご依頼は＞03-3478-7416 

camargo@kbsjapan.com へどうぞ！

ケイビーエス東京オフィス 始動！
去る9月の東京での「JGAS2006」出展を契機に、ケイ

ビーエス東京オフィスの活動がスタートしました。印刷関連最
大規模の展示会であるJGASへの出展は2004年に続き2度目
で、今回は「多言語のKBS」が東京での営業拠点を開設した
ことをお客様に広くアピールする機会となりました。

ケイビーエス恒例のバーベキュー大会に家族で参加
（2006年8月26日　大阪城公園で）

カマーゴ・李　栄（Sakae Lee CAMARGO）

KBS東京オフィスことはじめ。KBS東京オフィスことはじめ。

東京オフィスにて
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2006年9月14日から16日の3日間、東京の
池袋サンシャインシティで開催された「JAGAS 
2006」に出展しました。前日の13日から設営の
ため東京入りです。

営業企画部に所
属していた頃、大
阪の展示会には何
度か参加しました
が、制作部へ移動
してから、そして
東京への展示会に
は初参加です。今
年入社した営業企
画部の野間さんと
一緒に、はやる気
持ちと共に新幹線

で東京へと向かいました。
今回の出展は従来のKBSの業務案内はもちろ

んですが、関東方面のお客様へ、この秋に開設し
た東京オフィスのお知らせ、また、同様に新しく
始めた韓国の印刷会社と提携した名刺印刷業務の
案内が目的でした。新しい会社案内パンフレットを
携え、14：00頃に会場へ到着。ブースの設営、
PCの配線など、女子2人の割にはキビキビと準備
できたように思います(笑)　
夕方、東京方面のお客様へご挨拶に伺っていた

社長と合流し、3人で夕食をとって明日の初日に備
えました。
いよいよ、展示会初日です。東京オフィスで勤

務している、カマーゴ・李・栄さんも、この展示
会に参加してくれます。美女3人に囲まれた社長、
（圧倒されずに…）一緒に頑張りましょうね♪
周囲には大きな印刷用機器や色鮮やかな自社

商品を並べている企業が多かったのですが、我が
KBSも負けてはいられません。展示テーブルに所
狭しと、KBSで作成した印刷物を並べPCモニター
には、多言語の観光ガイドやホームページなどを表
示。行き交うお客様に積極的に自社アピールを行
ないました。野間さんにとっては、初めての展示会
参加となったのですが、一生懸命お客様に説明・ア
ピールし、そして何より英語でお客様への対応をし
ている姿を、頼りない先輩（私…）は、惚れ惚れと
拝見していました。（ちゃんと仕事しなさい！）

夜は、KBS東京オフィスを見学。六本木ヒルズ
を目の前に、雑誌にも掲載された素敵な建物を見
た瞬間、テンションは急上昇し、展示会初日の緊
張も疲れもすっかり忘れ、社長が苦笑いするのも
気にせず、お店でもらった風船を六本木の街にな
びかせて、ご機嫌で帰ってきました。
2日目も無事に終了し、最終日の16日です。

（途中、Macが故障というアクシデントがありまし
たが、なんとか乗り切り）3連休と重なって残念な
がら客足はあまり伸びず、足はむくみ、ぼちぼち
疲れもでてきましたが、1500部用意した会社案
内の冊子も残すところ100部弱となり、3日間を
笑顔で務めました。
制作部へ移動してから、お客様と直に触れ合う

機会が少なくなりましたが、こういった展示会など
の機会を設けて多くのご意見を参考に、これから
も皆様へ最善のご対応ができるよう、また、東京
オフィス開設を機に、日本中そして世界中の皆様
へ、より質の高い翻訳業務をご提供させて頂ける
よう、日々邁進を続けたいと思います。

　いま私にとって、とても気になる韓国の歌手が
いる。韓流ブームにのって押し寄せるK-POPの
ミュージシャンではない。韓国では誰もが知っ
ているというより、知る人ぞ知る、そ
んな歌手だろう。その名は、金龍雨
（김

キ１

용
ヨン

우
ウ

）。いまや、韓国伝統音楽
界の ‘젊

チョ３

은
ムン

 소
ソ

리
リ

꾼
クン

’（若き歌い手）
と呼ばれ、数々の賞を受賞している。
　その金龍雨の歌にはじめて出会っ
たのは、2年前にソウルに行ったとき
のことだった。南大門市場近くの小
さなCDショップに入った。「伝統音
楽をやっている若い世代のCDはあり
ますか?」と聞いてみた。店の女性従業員は即
座に、「演奏だけのをお探しですか? 歌ですごく
いいのがありますが…」と返してきた。お勧めの
CD6枚を買った。そのなかにあったのが金龍雨
の第3集「모

モ

개
ゲ

비
ビ

」、第4集「질
チ３

꼬
コ

냉
ネン

이
イ

」。
　衝撃的だった。30代とは思えないほどの民謡
の技量。しかしその編曲はジャズあり、テクノあ
り、アカペラありで、アコースティックギター、

バイオリン、ピアノが伝統楽器と絶妙に調和さ
れている。まさに伝統民謡が金龍雨という一人
の歌手によって縦横無尽にリメイクされているの

だ。そして何よりもうた声（소
ソ

리
リ

）
がもっとも光を放っている。ある
時は叙情的に、ある時は土俗的
に、これぞ民謡という匂いを強烈
にただよわせながら。
　金龍雨は1968年生まれ、今
年38歳。ソウル大学国楽科出
身。学生時代には「二等兵の手
紙」で知られるキムグァンソクら
がいた ‘노

ノ

래
レ

를
ル３

 찾
チャン

는
ヌン

 사
サ

람
ラ１

들
ドゥ３

’ の
公演に参加。国楽グループ・スルギドンのメン
バーであった。初期にはキムドクス初代サムルノ
リの故キムヨンベにも師事している。その後、各
地方を回っては民謡の収集、採譜をし続け、今
年ソロデビュー 10周年を迎えた。
　これまで6枚のアルバムを発表し、最新の10
周年アルバムでは、トップに済州民謡の ‘너

ノ

영
ヨン

나
ナ

영
ヨン

’ が収められている。在日一世たちが結婚

式でよく歌っていた記憶があるこの歌を、これま
た見事に現代に生き返らせてくれた。
　以前から韓国の民謡や国楽が好きで聴いてき
たが、思えばずいぶん長い間、私の情報収集も
とどこおっていた。その間、急速に変化する韓
国社会にあって、音楽界もたいへんな様変わり
をしていたのだ。金龍雨は語る。「西洋か、韓国
か、はたまたどんな楽器をとりいれるのかという
ことが重要な問題ではなく、どのようにして伝統
民謡を私自身の感性で聞かせることができるかと
いうことだ」。
　たぐいまれな才能と情熱で、韓国伝統民謡の
現代化という作業に取り組む、今後の活躍が大
いに楽しみである。
金龍雨 関連ホームページ 
http://www.soriggun.co.kr/
http://kr.blog.yahoo.com/choisyw/1244669.html
（「イムジン河」も入っている10周年アルバムがスト
リーミングで聴けます）

制作部　愼 佳代子

制作部　李　秀　泰

KBSで作成した印刷物を前に
大いにアピール

営業企画部の野間さんも大活躍

出展レポート

東京オフィス始動の意欲を語る社長
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韓国ソウルで行われた「在外同胞映画祭」

に参加することになった。

主催者は新聞かなにかで「建国幻のフィル

ム60」の事を知ったのだろう。この「在外

同胞映画祭」に参加して、「フィルム」を上

映し、話をして欲しいという要請が来た。

私は即、これに応えた。できるだけ多くの人

に、この「フィルム」を見せたかったからだ。

「映画祭」は10月20日から23日の4日

間、開催された。

◆

参加者はドイツ、旧ソ連、中国、南米など

いろんな国の在外韓国人同胞が参加した。

日本からは残念ながら、在日は私一人で

あった。京都のウトロを制作した、日本人監

督の参加はあった。

http://www.inbong.com/2006/eiga/

◆

建国の「幻の

フィルム60」上

映は2日目にあっ

た。タイトルは

「建国学校」としてだ。そして、私は舞台に

出て、建国学校のことの話も述べた。参加者

はほとんど建国という学校の存在を知らな

かった。そして、実際に自分たちで学校を作

る、特に運動場造成の映像場面は大きな感動

を与えた。

◆

日本においても「府立桃谷高校」「KMJの

会合」「コリアン・マイノリティ研究会」など

でフィルム上映会があったが、日本人は勿論

だが、在日も建国学校を知らない人がいた。

また、建国学校と朝鮮学校の区別も出来て

いなかった。

◆

今回は、30分ものの映像制作であったが、

これは建国創立60周年記念事業の一環と

して、関係者だけに配布するためにDVDを

作った。しかし、もっと広くこの幻のフィル

ムを元にして「民族教育」をテーマに90分

ものの映画を作りたい。そして、多くの人に

見せたいし、また、貴重な記録としても、映

像として残しておきたい。

◆

「映画祭」の印刷物などに私のことを「監

督」と紹介している。なんだかてれくさい。

しかし、なんとか本当に「監督」と呼ばれる

ようになりたい。

なにも、いまさらそれを職業にしたいと

いうのではなく、建国をはじめ在日の民族

教育の姿を「記録」として、残して置きた

いのだ。

제
2회 재외동포 영화제 Seoul

「
映
像
」に
残
し
た
い
在
日
の
教
育
足
跡
。

そ
し
て
、
い
ま
を
。

パッチギ! 2
  撮影に参加

会　長　高　　仁　　鳳
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撮影に参加と言っても、だだのエキストラ

に参加したと言うことだ。

インターネットのMLで「パッチギ!part2」

のエキストラ募集という、案内があった。今

まで映画の撮影風景を見たことがないので、

見てみようと、これに応募した。

場所は、東京新宿から専用バスに乗って約

2時間、千葉県八千代市にある八千代会館だ。

12月6日あさ9時、新宿の京王プラザホ

テル前から、シネカノンという映画会社が用

意したバスに乗って会場へ行った。

この映画を撮影するために、市民会館を3

日間貸し切っているのだ。

◆

映画の撮影風景を初めて自分の目で見た。

ひとつのシーンを撮るのに何度もテストを

し、本番に入る。しかし、その本番撮影が

ほとんど一発で決まらず、何度もやり

直しをするのだ。それは井筒監督の

こだわりもあるのだろう。なかな

かオーケーにならない。

本当に映画の撮影は大変だなと

思った。

この会館でのシーンは3日間、朝早く

から夜遅くまで撮影したものが、完成した

映画では何分ぐらいの映像なのか、完成が

楽しみだ。

私は大勢の観客の一人だ。映画の中で映

るかどうかはわからない。でもそれは私に

とって重要でない。この制作を行っている

現場を見ることが大事なことだ。井筒監督

は納得のいくまで何度も何度も同じ場面を

撮っている。

私なら、これぐらいで十分と思っても「も

う一回!」と、取り直しをする。

「なるほど」私が撮っている映像はいかに

重みのない映像だったかがわかる。

◆

井筒監督はこのパッチギ!をシリーズ化し

たいと何かで読

んだことがあ

る。もしそ

うならば、

朝鮮学校

だけでな

く、 建 国

学校のこと

も知って欲し

いと思った。

今回、監督は忙しいので、なかなか会う

ことができなかった。だが、昼の弁当を食

べるとき、ちょっとした話をするチャンス

があった。

「大阪から来た高といいます。ちょっとお

話ししていいですか」

と話しかけると、

「いいよ」と応じてく

れた。

「 建 国 学 校 を

知っていますか」

「聞いたことあ

るな。韓国の学

校だろう?」

「いまは韓国の学校ですが、ちょっと他の

学校とは違います。今年60周年を迎えまし

た。60年前のフィルムを見つけたのです」

「それは、すごいな」

私は60周年記念誌を渡しながら、付録に

付いているDVDのことを説明した。

「30分ものに編集しています。見てく

ださい」

監督は、「東京には建国学校、ない

な」とも言った。

井筒監督は、一般の人々と同じく建国

学校の事をよくわかっていなかった。

在日の事を取り上げる場合、建国もわかっ

て欲しいと、私は思った。

◆

監督さん、何とかこの「幻のフィルム

60」を見て欲しい。

また、記念誌にも是非とも目を通して欲

しい。

◆

私は建国学校だけでなく、他の金剛や京都

などの韓国学校、また、総連系の学校も取り

上げたい。日本の学校、たとえば北鶴橋小学

校や、北巽小、東大阪の太平寺小学校なども

記録に残したい。出来れば中国の朝鮮族の民

族学校も取り上げたい。

なんとか、私の残りの人生にこのような仕

事をしておきたい。

◆

撮影の模様をwebにアップしてあります。

http://www.inbong.com/2006/

pacchigi2/

ブログに書きました。

http://plaza.rakuten.co.jp/bongpage/

diary/200612100000/

パッチギ! 2
  撮影に参加

パッチギ!  LOVE 
& PEACE
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【個人情報の取扱について】
この社内報「ナルゲ」は、弊社の様子をお知らせするために、お取引先・外注先・協力関連先の皆様にお送りしてお

ります。
ケイビーエス株式会社は、お客様の個人情報を合理的かつ適切に管理し、業務の目的以外に使用いたしません。また、

法令に基づき開示が義務づけられるなどの特段の事情がない限り、第三者に開示・提供することはありません。
当社が管理するお客様自身の個人情報について、お客様から内容確認、修正・更新・削除の要請を受けた場合には、

お客様の意思を尊重し、合理的な範囲で必要な対応をいたします。
当社は、お客様の個人情報の保護に関する法令・規範を遵守すると共に、その取り扱いについては、適宜その見直し

と改善に努めます。

編 集 後 記発行日　　2007年1月1日

発行／　　ケイビーエス株式会社
編集　　　〒544-0033
　　　　　大阪市生野区勝山北2-16-17
　　　　　電話  06-6716-5665
　　　　　FAX  06-6711-2804
　　　　　E-mail  info@kbsjapan.com
　　　　　URL  http://www.kbsjapan.com/

制作メモ　使用アプリケーション
　　　　　Adobe InDesign CS 
　　　　　Illustrator 8, 10, CS
　　　　　Photoshop CS, Acrobat 6

●昨年の7月から、丸2年勤務していた営業企画部よ
り、制作部へと部署移動いたしました。
心機一転、身も心も引き締めて、なにより工務出身な
訳ですから、DTPのチェックも厳しく、より質の高い
組版を、お客さまへご提供できるオペレーターになれ
るだろう!! と、意気込みは良かったのですが…。実際
のところは次長とチーフにお世話になりっぱなしで、
なんとも新人らしい仕事ぶりを発揮しております。そ

過ぐる年も格別のお引立てとご愛顧を賜り、誠に有り難うございます。
年末年始を、下記の通り休業させていただきます。誠に勝手を申しますが、な
にとぞご高配のほどよろしくお願い申し上げます。

年末年始休業日のお知らせ

12月29日（金）～1月4日（木）　年末年始休業日
1月5日（金）午前中営業　　1月9日（火）より平常通り営業致します。

れでも、（言い訳ではありませんが…）営業企画部で
ご対応させていただいて「ああ、このお客さまはこう
いった組版が好みだったな」などといった経験は、確
実に現在の制作部でも役立っております。
今までは、お客さまとの直接のやり取りでしたが、制
作部ではお客さまの姿は拝見できません。ですが、少
しでも喜んだお顔で受け取って頂けることを思い浮か
べて、日々努力を続けていきたいと思っております。
KBSの「3年目の新人」となりますが、今後とも、ど
うぞよろしくお願いいたします。　（佳代子）


