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特　集

上杉雪灯篭まつり
さて、今年の当社の雪灯篭の出来映えはいかに？

一人ひとりの熱い声を…
STAFF VOICE
我が家のごはん
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　昨年12月に私が所属している「おきたまシンフォニックサウンド倶楽部」
のサックスの仲間とJoy! Saxophone Quartetを結成しました。今回は私
が三人の仲間と一緒に取り組んでいるサックスアンサンブルについて紹介
します。
　結成のきっかけは、昨年11月29日（日）に「おきたまシンフォニックサウ
ンド倶楽部」の初コンサートを伝国の杜置賜ホールで行いました。一ヶ月ほ
ど前にアンサンブルをしたいパートがあれば、申し出てほしいとの企画が
持ち上がり、サックスパートも参加することになりました。そのときに演
奏した曲は「嵐メドレー」でした。私もだいぶ特訓を受け、練習の成果もあ
り好評を得ることができました。そこで、12月に入ってから今後も四人で
活動を続けることとなり、正式にJoy! Saxophone Quartetとネーミング
し活動をスタートしました。
　活動の第一歩として、12月20（日）に万世福祉の里「松風園」様にお邪魔し、
ミニクリスマスコンサートを行いました。練習期間が20日足らずでしたが、
クリスマス曲を中心に6曲演奏し、利用者の皆さんに楽しんで聴いていただ
くことができました。これまでの活動を簡単にまとめてみましたが、ここ
で楽器とメンバーの紹介をしたいと思います。
　　ソプラノサックス	 Ｉ.Ｓさん（30代、女性）
　　アルトサックス	 Ｍ.Ｓさん（30代、女性）
　　テナーサックス	 私（気持ちだけ30代、男性）
　　バリトンサックス	 Ｈ.Ｙさん（10代、女性）の四人です。
　現在は、「ズルい女」「トッカータとタンゴ」「見上げてごらん夜の星を」「木
星のファンタジー」「ダッタン人の踊り」等を練習中です。これらの曲が仕上
がったら、どこかに営業（演奏）
に出かけたいと思っています。
　“喜びを全力で！”を合言葉
に、自分たちも楽しみながら、
周りの人たちからも喜んでもら
えるような活動を今後もしてゆ
きたいと考えております。

KAWASHIMA
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川島コラム

Joy!でEnjoy!!営業部 部長

金子　淳一

使用している楽器はセルマー
社のテナーサックス。多くの
アーティスト達が探し求め続
けた境地にたどり着ける可能
性を秘めている（メーカー談）
素晴らしい逸品です。
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　趣味について書きたいと思います。
　私は、興味をもったものは何でもやりたくなる
ので、広くて浅い趣味ばかりです。スポーツ全般・
自転車・ラジコン・麻雀・木版画・雑貨収集・盆
栽・家庭菜園・ガーデニング等々でも自慢できる
ものは何一つ無いのですが数ある中から二つ…
　まず一つは、この歳にして書道を習い始めたこ
とです。習い始めたきっかけは、自分の名前だけ
でもキレイに書きたい！と思ったからです。まだ
半年しか経っていませんがなかなか上手
く書けるようになりました。今年の目標
はにょろにょろとした文字草書体を書け
るように頑張りたいと思っています。お
見せしたいのですが人に見せられる程で

　私は、自分で言うのもなんですが、本当に多趣
味です。野球、ソフトボール、フットサル、ソフ
トバレー、スケートボード、スノーボード、ギター、
音楽鑑賞、映画鑑賞、読書、絵を描くことなど、
とにかくやりたいと思ったことは実行して自分の
趣味にしています。一日48時間あればいいのに
なぁって感じです
　その中でスケートボードについて書かせていた
だきたいと思います。簡単に言うとスケボーです。
皆さんも乗ったりした事はある方もいらっしゃる
と思います。大人の方から見れば、ちょっとした
不良が群れている様にしか見えないかもしれませ
ん。しかし、スケボーもスポーツなのです。
　数多くのトリック（技）があり、その組み合わせ
によっては、自分で新しいトリックを生み出した
りもでき、大変奥の深いスポーツです。
　残念ながら、去年から市の申請がおりずに、万
里橋の下の河川敷では、一時的にだとは思います

はないので…次の機会に…
　もう一つは、人形づくりです。でも作っても作っ
ても上達しません。非常に笑える作品ばかりです。
自慢はできませんが数ある中から数点ご披露した
いと思います。

が、使用することができなくなりました。
　しかし、南原のアクションパーク米沢では、全
日本スケートボード協会主催の大会が平成19年
から毎年行われています。
　私は出場できるほどの実力ではないので、会場
設営や、大会当日の駐車場係なのですが…
　SKATE	boarding	JAPANという雑誌に私のイ

ラストが載ったので、ぜ
ひご覧下さい。（少しで
も興味を持っていただけ
たら幸いです。）
　これからも自分のでき
る範囲で、頭をやわらか
くして、色んな事に挑戦
して、趣味にして一回き
りの人生をおもいっきり
楽しんでいきたいです。

プリプレス部　二　瓶　美　幸

尽きる事のない趣味

プレス部　鈴　木　　　昇

明るく楽しく前向きに

Staff Voice
ス タ ッ フ ボ イ ス
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Motivation Up
Project モチベーションアップ

プロジェクト

当委員会の今クールの目的は、オンデマン
ド印刷時における予備紙、ヤレ紙の実数を
把握し今後のコストの削減に努める。

ＫＰ企画では社内の活性化とＰＲを目的と
した活動を行っています。今クールは、「社
外グッズ」を企画中です。

モチベーションアッププロジェクトが始まり
５期目となります。下図は委員会・人員配分
と業務内容です。第５期は大半の人が前回に
引き続いてのメンバーとなりますので、更に
社内・外共に良い影響を与えられる、内容の
濃い活動を予定しております。今期も頑張り
ましょう。

実
務
に
関
す
る
活
動

業務効率化委員会 7名
【業務内容】業務の効率化を図る

【前回実績】作業指示の改善

ＫＰ企画 6名
【業務内容】社内の活性化・企画・PR

【前回実績】自社グッズを制作

職
場
環
境
に
関
す
る
活
動

ＰＲ委員会 5名
【業務内容】社外報発行・ブログ更新

【前回実績】社外報発行（2回）

メガモチ委員会 6名
【業務内容】社員の意識変革と自己啓発

【前回実績】除雪・談話会の実施

清掃・清潔委員会 4名
【業務内容】社内の清掃促進

【前回実績】定期的な清掃の実施

勉強会推進委員会 6名
【業務内容】自他の勉強推進・企画

【前回実績】部門別の勉強会を実施

Kawashima-Tsushin Feb.2010 Vol.0404



ＰＲ委員会では、ブログ・社外報を通して
会社および社員の魅力を発信できるように
活動します。

毎号紹介しておりますモチベーションアッププロジェクトですが、１月より新たなクールに入りま
した。実務に関する活動を行う２つの委員会と職場環境に関する活動を行う４つの委員会に編成さ
れました。今号では全委員会の紹介や目標などを掲載します。働き甲斐のある会社を目指し、頑張っ
ていきます。

モチベーション＝動機を与えること。動機づけ。（大辞泉から引用）

日々勉強！だと思うので、これからも学ぶ
姿勢を忘れずに頑張っていきたいと思いま
す。

投書箱の設置、談話会の開催等を通して、
社員が気持ち良く働ける環境を作りたいで
す。

○クリーンだよりの発行（月１回）
○委員会清掃の実施
○掃除用具の備品点検の実施（月１回）
普段からの基本清掃を徹底して行っていきたいと思い
ます。
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上杉雪灯篭まつり
開催2/13㈯・14㈰

　例年の雪の少なさで開催状況に不安がありましたが、前日の降雪
と気温の低さが功を奏して、絶好の当日を迎える事ができました。
たくさんの人が訪れ、天地人博以来のにぎわいが伝国の杜・上杉神
社付近を包みました。
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　当社でも、2月10日と12日に
豆腐＊づくりと豆腐削りを実施
しました。当日は気温も下が
り、見事な雪灯篭に仕上がっ
ていました。オレンジ色の光
が幻想的な雰囲気を漂わせて
いました。
　雪灯篭製作に携わっていた
だいた方々お疲れ様でした。

見事な雪灯篭が

できました！
by 川島印刷

＊豆腐：雪灯篭を作る際の原型。パネルを正方形に組み（上記写真参照）、
その中に雪を入れて踏み固めます。一晩置いてパネルを外すと、
四角の雪柱ができます。これを削っていくと雪灯篭になります。
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編集後記
　今月は何と言っても、米沢の冬の一大イベン
ト「上杉雪灯篭まつり」がありました。
　多少なりとも製作作業に携わったこともあり、
何年か振りに行ってきました（米沢人失格？）。
本当に盛り上がっていて楽しめました。食べ物
も大変、美味しかったです。大河ドラマは終わっ
たとはいえ、会場中に「愛」があふれておりまし
たね。（いろいろな意味で・・・）

（神田）

　二月下旬にもなると雪も降らなくなるが、朝
晩の寒さは相変わらず厳しい。少しでも日が射
すと暖かく感じ、太陽の有難さを知る。それに
答えて、桜の蕾も少しは変化が見えてくる頃か
な。暖かい春はそこまで来ています。

（植野）

　うちでは、毎年恒例になっている
お菓子があります！以前、ROYCE’

のポテトチップチョコレートを食べてから『これ
はウマイ!!』とはまり3年前から自分で作って食
べています。しかし…1年で食べられるのは 2月
14日の バレンタインデー のみ。なので、家族
全員この日が来るのを楽しみにしています。
結局作った私は、ほぼ食べられず…。
3袋あったポテトチップチョコレートはあっとい

う間に無くなりました(泣)
ポテトチップ(ギザポテの塩味
限定) に溶かしたチョコをぬっ
て冷やすだけの簡単なものな
ので、みなさんもご賞味あれ!!!

（星）
編集委員：ＰＲ委員会

ある日
の休日

2月14日
“St. Valentine's Day”

今回はプリプレス部のK.Sさんに、これからの時
期にぴったりな一品を教えていただきました。
ひと目ぼれしたふわとろ鶏団子。食べた時のふ
わっと感を味わって下さい。

※内容は女性週刊誌より引用させていただきました。

ウチのオススメ
ゴハン
鶏団子のこしょう鍋

キャベツ……………………	1/4個
長ねぎ…………………………	１本
しめじ……………………	１パック
　　鶏ひき肉………………	300g
　　卵…………………………	２個
　　片栗粉………………	大さじ２
　　しょうゆ……………	大さじ１
　　おろししょうが……	１かけ分
　　水……………………	５カップ
　　酒……………………	１カップ
　　塩……………………	小さじ１
　　昆布………	１×１０㎝を細切
　　おろしにんにく…	大１かけ分
粗挽き黒こしょう………	小さじ１

１．材料を食べやすい大きさにします。キャベツはざく切り、長ねぎは
斜め切りに、しめじは石づきを取りばらします。

２．Ａをよく混ぜ合わせ、鶏団子のタネを作ります。
３．鍋にＢを入れて火にかけ、沸騰したらキャベツを加えます。ひと煮

立ちしたら、鶏団子のタネをスプーンですくいながら落とし、蓋を
して５分程煮込みます。

４．鶏団子に火が通り、キャベツがやわらかく煮えたらアクをすくう。
仕上げに粗挽き黒こしょうを全体にふり、ねぎとしめじを加えて１
～２分煮たら出来上がり。ねぎ塩だれを添えていただきま～す！

A

B

＊材　料（４人分）･････････ ＊作り方･････････････････････････････････････････

in KAWASHIMA

ねぎ塩だれを添えると更においしくなります。
長ねぎをみじん切りにして、塩を振ってよく混ぜ、しんなりしたらごま
油とお好みで酢を加えて、さらに混ぜます。
（ねぎ塩だれ材料：長ねぎ１本・塩小さじ１・ごま油大さじ２・酢適量）

さらに
ひと加え

もう
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