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一人ひとりの熱い声を…
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川島コラム

パワーのみなもと
工場長

みなさんは夢中になれる趣味を持ってい
ますか。最近私は趣味に使う時間の1割程
度が釣りで、残りのほとんどがゴルフの練
習と月1回のゴルフコンペへの参加が唯一
の楽しみです。
ゴルフを始める以前は「趣味は？」と尋ね
られれば「釣りしかありません。」と即答で
した。それくらい釣りに熱中していました。
小さい頃から、渓流釣りから海釣りまでさ
まざまな釣りをしてきた中で、一番はまっ
ていたのはへら鮒釣りです。暇さえあれば
釣りに出かけていました。
なぜ、へら鮒釣りを始めたかというと、
20年位前の話しになりますが、鯉が釣れ
ると噂で聞いた上山市の前川ダムに行った
時の事です。日の出前の薄暗い時間から釣
り糸を垂れていたのですが2時間経っても
いっこうにアタリがなく帰ろうか迷って
いた時、隣にお父さんと子供が釣台を構
え、30分もしない間に二人とも次々と釣
り上げ始めたのです。間違いなく魚はいる
のにどうして私の浮子だけアタリがないの
か悩みながら続けていると、そのお父さん
が
「いがったら使ってみねが〜」とエサを分
けてくれました。
（釣れない私を見かねて
か、
気の毒がってか・・？）使ってビックリ！
へら鮒が釣れ始めたのです。(ちなみに鯉
のエサとへら鮒のエサは違います)
教えてもらったエサを買い、翌週から米
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大竹

清和

沢市の水窪ダムに試し釣りに何度か行って
みたら、今までとは違い面白い様に釣れる
のです。いつの間にかへら鮒釣りというも
のにはまってしまいました。しかし、回を
重ねるうちに釣果が落ち一匹も釣れない日
が何日もありました。でも、釣れなくても
続けていました。水面と浮子を見ているだ
けで自然に同化したような気分になり、心
が癒やされるリフレッシュ感がありました。
本当の釣りの魅力にはまっていたのかもし
れません。
人それぞれ自分に合った趣味を持ち、そ
こから得られるものもさまざまだと思いま
す。趣味を持つということは人生の大事な
糧の一つだと思いますし趣味のある生活に
は活力が溢れてくるのではないでしょうか。
今はゴルフにはまっていますが、心が疲
れたら、またへら鮒釣りを始めたいと思い
ます。

Motivation Up Project
モチベーションアッププロジェクト

全社員が、「自らの職場環境をよりよくしよう」「効率よい業務に変えていこう」という
目標に対して、自ら考えて実行しているモチベーションアッププロジェクト。
12月末で、ひとまず活動の区切りを迎えます。その中の２つの委員会の活動を紹介します。

清掃・清潔委員会
清掃・清潔委員会では、会社内の清掃を
徹底し、社員が気持ちよく働ける環境作り
を呼びかけています。お客様から綺麗で清
潔な印象を持って頂くために、委員会メン
バー一同、試行錯誤しながらいろいろな案
を出しあい、日々清掃に取り組んできまし
た。具体的な活動内容としては、毎日の日
めくりカレンダー清掃、週に一度は普段で
きない所の清掃を行っています。どちらも
社員全員が一丸となり、朝の就業時間前の
短い時間ではありますが、集中して清掃に
取り組んでいます。特に普段できない所の
清掃は、以前よりも清掃を集中的に行うこ
とで、とてもキレイになっていると思いま
す。社員の方からも「思っている以上に汚
れていて驚いた。」
「清掃してキレイになり
嬉しい。」などの感想を聞きます。
私たちのもう一つの取り組みとして力を
入れている事は、インフルエンザ対策の徹
底の呼びかけと予防対策を実施していま
す。今、新型インフルエンザは、とても身
近で深刻な問題です。予防対策としては、

会社内の各場所に、アルコール消毒液を置
き、水場には、イソジンうがい薬、殺菌力
の強い液体石けんを設置しています。普段
からの手洗い、うがい、アルコール消毒を
いつでも行えるようにしています。予防の
ために、マスク着用の呼びかけも行ってい
ます。（今では、ほぼ全社員がマスク着用
で仕事に取り組んでいます。
）
これからますますインフルエンザが流行
する季節になります…。より一層、呼びか
け、予防対策を徹底して行っていきたいと
思います。
（委員長 加藤）

もっと知っておきたいインフルエンザの予防法

可能な時に予防接種を受けること、頻回に充分に手洗いをすること、新鮮な野菜と果物を含むバランスのとれた栄養、全粒穀物、脂
肪の少ない蛋白質、充分な睡眠、恒常的に運動すること、人ごみを避けること。 日本人が常食している発酵食品
（味噌、醤油、納豆、
漬物など）に含まれる乳酸菌が、SARSに対する免疫機能を果たした。口や鼻を触らない（感染者の手に付着したウイルスがボタン・
ドアノブ・手すり・つり革などに付着し、他者がそれらを触れ、そのまま手で口や鼻を触ると感染する可能性が高い）。うがいをする。
（ウィキペディア フリー百科事典から引用）
症状のある人に近づかない。部屋を換気し、温度・湿度を高めに保つ。
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勉強会推進委員会

活動報告

勉強会推進委員会は、その名の通り社員
の知識とモチベーション向上の為、勉強会
の推進を図ることを目的とした委員会で
す。当委員会では、今期プロジェクト目標
である｢お客様のことを知る｣｢業界のこと
を知る｣の実現に向けて11月に部署別の勉
強会を開催しました。
今回の勉強会では営業部、総務・管理、
制作、印刷、製本のグループに分かれ、上
記テーマに基づいて勉強会を行っていただ
きましたが、各グループそれぞれに勉強会
の内容や進行について独自で考え実践して
いただきました。

営業部

「商材の研究
（名刺・ＤＭ・チラシ）」

総務部・管理課
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「総務の基本と職場のルール」
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印刷課

「トラブルを未然に防ぐための勉強会」

製本課

「製本作業について（機械の操作方法）」
プリプレス部

「組版知識とルール」

普段は日頃の業務に追われて、外の世界
に疎くなりがちですが、業界全体の流れや
流行などの知識や常識を社員全員で持たな
ければ、仕事のやり方に問題があっても気
付かず、対策も話し合えません。そうし
た知識、感覚を身に付けたり、 モチベー
ションを高められる点で、勉強会は非常に
意義があると思います。今後も継続してい
きたいと考えています。
（委員長 渡邉）

印刷会社に行こう！番外編

制作編

前回は会社全体に関して載せましたが、今回は皆さんがどんなものを作りたいかという打
合せ後の、簡単な作業工程についてご説明したいと思います。

オリジナ
ルキャラ
出来上
がり～！ の

コレで
いいのかな…
う！
いや、作り直そ

これは
…
ないな
…

…
20回目だけど

ラフデザイン

お客様の意見・ご要望を元に紙面に書き起
こしていくいわゆる前段階の作業です。人
によっては作り始めてから考える人も…。

寝てる間に
手に
妖精さんが勝
す！
やってくれま～

※そんな訳ありません！
編集・レイアウト

印刷に進めるための編集を行います。プロ
グラムや記念誌、チラシや名刺様々なもの
を作るにはこの作業を絶対通ります。

デザイン

ロゴやイラスト、０からのものをを新たに
作成したりコンペに出品するために創造で
作り出していきます。
イヤン…

いいよ！
いいよ
～！

!!
チョーイイ感じ
ね～！
だ
しびれる赤さ

撮影・スキャン

色が変な状態では印刷物として困るので色
を整えたり、デザインで使用する為には撮
影してクオリティの高い物を作ります。

他にももっと入稿状況が違っていたり、お客様がデザインしてきたものを忠実に再現した
り、様々な作業があります。こんな場合は？というのがありましたらお気軽にお問い合わせ
ください。
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STAFF VOICE
最高の瞬間
プレス部

井

簡単でオイシイ(^_^)
上

政

則

最近では、昔に比べると、だいぶ釣り人
口が増えたなと感じている今日この頃です。
釣り場に行くと、家族でワイワイと楽しそ
うにしている光景、それに対して一人で黙々
と釣りをしている人などなど、色々な光景
を目にするようになりました。自分もその
中の一人なんですけどね !!
何の一人って!?恥ずかしながら、自分も
黙々と一匹の魚を狙っている一人なんです
…何の魚って言うと黒鯛なのです。みなさん
も一度は見た事や聞いた事があると思います
が、これがまた
堪らないんです。
銀色の体に黒
のたて模様、そ
れにトガッタ背
びれなんかは最
高ですね。なんといっても一番は引きの強
さ30㎝クラスでもグイグイ引いてなかなか、
顔を見せてくれないんですよね。それなん
で釣り上げた時なんて雄叫びもんです（釣っ
たどー！）
こんな感じです。
。
（＾O＾）
最近はほとんどなくなりましたけどね。ま
あそれでも諦めないで頑張っています。なか
なか止めることはできないんですよ。なん
でかって？引きの強さもありますがなんて
いったって魚との駆け引きですね。細いのや
太い糸を使いこなして一本の竿で引き上げ
る、
これがいいのかも…。
ただ今シーズン真っ
最中なんです!!この間に頑張って足を運んで
みたいと思っています。
自分にとって釣りに行くことがいい感じで
気分転換になっていると感じているので、こ
れからも雄
叫びを上げ
れるように
頑張ってい
きたいと思
います。
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プリプレス部

菊

地

美

香

材料も少なく簡単でよく作るのは、
『生チョコ』
。生
チョコは板チョコと生クリームがあればできるんで
す！製菓用は高いし種類も少ないので、市販の板チョ
コ（ブラック）を使えば、甘さ控えめな生チョコができ
ます
（簡単で材料も少ないからお手頃!!）
。
『パウンドケーキ』も作ります。パウンドケーキは材
料を混ぜて、焼けばできます。小麦粉とB･Pを使って
焼くのが一般的だけど、振るいにかけたり計るのが大
変だから、
『ホットケーキミックス』を使います。ホッ
トケーキミックスを利用すれば、パン・ピザ・ケーキ
…何でも作れるスグレモノ！
いつも作るパウンドケーキは、
『マーマレード』と
『ホットケーキミックス』を使って、パウンドケーキを
焼く。これが一番美味しくて、後片づけが簡単！
材料を変えれば、いろんな焼き菓子がたくさんでき
ますよ。今ではホットケーキミックスを使ったお菓子
の本を書店で見かけます。フライパンでもケーキは焼
けますが、オーブンが一番簡
単(o^^o)。食べてくれた人か
ら『美味しい』と言われると、
また作ろう！作って良かった
なあって。嬉しい一言です!!
作り方載せますので、興味
がありましたら、挑戦してみ
てください!!
★パウンドケーキ：材料

・ホットケーキミックス…80g ・マーマレード…50～80g
・マーガリン…80g ・卵
（全卵）
Lサイズ…1個
・飾り
（あれば）オレンジピール・くるみ…適宜
・焼き型…紙型で充分
（洗う必要なし！）
①オーブンは160℃に温めておく。マーガリンは溶かしておく。
②溶かしたマーガリンに溶いた卵を２･ ３回に分け入れ、マー
マレードも入れよく混ぜる。
③ホットケーキミックスを入れ、さっくり混ぜる。
（ゴムべら
で切るように）
④型に生地を流し入れ、空気を抜き、平らにする。飾りのオレ
ンジピール･くるみをのせ、160℃・30分焼く。
※あら熱がとれたら、冷蔵庫で冷やす。

◇◇◇さあ召し上がれ（^＿^）◇◇◇

こんにちは、川島印刷ブログを管理している赤木です。
今年の５月にブログ委員会が発足し、分からないながらもブロ
グを立ち上げ多くの方々に見てもらえている状況です。この場を
お借りしてお礼申し上げます。
なかなかインターネットを見ないという方に、今年一年のブロ
グに掲載した内容（一部）のダイジェストを紹介します。これを
機に、
ブログを見ていただければ幸いです。これからも更新は…
微妙な状態ですが、頑張りますので、閲覧よろしくお願いします。

社ですよ♪

今年は天地人
ブーム

結構普通の会

アガーデン！
09 07.22 ビ
人の修学旅行
大
09 08.24

当社の事を少しでも分かってもらうためにイベントなどを
掲載してみました。どんな人がデザインしたり印刷したり
してるのかわかってもらえた…でしょうか？
（＞̲＜̀）

介しています

地場産業を紹

事拝見！
お客様のお仕

09.09.26
09.08.12
09.08.11
09.07.02

かねたんと上
杉神社デート
かげっちさま見
参!!
おせ〜んちゃぁ
〜ん！
天地人博入場
者数20万人達
成！

米沢の知名度をあげる火付け役となった大河ドラマ「天地
人」。直江兼続の魅力を存分に感じる事ができた一年でし
た。米沢に居ながら知らなかった人も多いのでは…。

米沢にはおいし
いものがいっぱ
い？！

09 07
0 .0
01
01
09 07.25
09 09.07
09 12.01

西洋菓子プラ
ンタン様の外
観に…
Dining海豚さ
んに行ってき
た★
河岸やさんに
行ってきた！
VICTORYさ
んと私

ただチラシを作るだけの会社ならたくさんありますが、お
客様の許可を得て掲載致しております。ちょっとした感想
も載せていますので、参考になれば…と（-＿-；
；）
ブログのアドレスはこちらです↓
http://kawayumedayori.blog.shinobi.jp/

川島夢便り

検索

こんなにおいしそうな店があるの？…と今年初めて知りま
した…。協力していただいたお店の方ありがとうございま
した。今度、足を運びます（^□^）

でOK！
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今月ご紹介させていただ
くのは、
「居酒屋えん」さん
です。街の中心部に位置し、
足の運びやすい場所に位置
しています。温かみのある
店内には、いつも笑顔の絶えない店員さん達
が迎えてくれます。心が温まり、何時間でも
居たくなるお店です。
先日突然お邪魔させていただいたにも関わ
らず、優しい対応をしていただきました。え
んの皆様、ありがとうございました。これか
ら寒くなるこの季節におすすめの逸品をご紹
介させていただきます。
か き
まず、冬と言えば…牡蠣！そう！カキフラ
イです。サクッとした衣の中は、アツッと思
うくらい熱いカキが…。旨みを逃がしてない、
食べた人が笑顔にな
る…見事な職人技を
感じました。寒くて
も熱いカキフライに
冷たいビールが最高
カキフライ 780円
ですね。

おすすめ

グルメ

ある日
の休日

11月の久しぶりに晴れた日曜
日、例年のように雪囲いを始め

る。道具や材料などを庭に運び、毎年のよ
うに組み立てるのはいいが、荒縄の結び方
がなかなか思い出せない。
そうです。クルッと巻いてキュと縄の端
を引っ張るやつ！お年寄りにレクチャー
を 受 け、 な ん と か
様になり覚えた頃
には雪囲いも終了。
そんな狭い我が家
の庭でした。
（植野）

続いてきくわた天
ぷ ら。 食 べ た 瞬 間、
「んっ？」と思う様な
食感…。とろっふわ
～？どう表現したら
きくわた天ぷら 880円
いいかわからないの
ですが、通な人なら分かってくれる筈です。
えんにしかない逸品ご堪能あれ！
仕事帰りに一杯…疲れと渇きを癒すこのス
ペースに足を運んでみてはいかがでしょうか。

東京第一ホテル

グランド
パーキング
米沢市民
文化会館

ファミリー
マート
↓至白布

まちの広場
ホテル
サンルート米沢

ホテル
センターイン
米沢
市営
駐車場
ポポロ
至米沢駅→

居酒屋えん

〒 992-0045 米沢市中央 1-14-1
TEL：0238-23-1889
営業時間／ pm5:30 ～ am0:00 年中無休

編集後記

年末年始は職場や友人等とお酒を飲む機会が
多いかと思います。交友を深める良い機会です
ので、新型インフルエンザの流行もありますし、
体調管理をしっかり行い、日々、笑顔で過ごし
ていきましょう。
（佐藤）
白馬の騎士が白く色づき、より一層寒さが感じ
られます。しかし今年は暖冬という噂もあります
が…。インフルエンザの勢いも増しているので、
年末・また新しい年を迎えるにあたって気を引き
締めていきたいですね！
ＰＲ委員会のメンバーが変わって、今回で２回
目の発行になります。より良い社外報を作り上げ
るためメンバー一丸となって頑張っています。今
回もご満足いただけたら幸いです。（o≧3≦o）
（星）
編集委員：ＰＲ委員会
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