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　四字熟語は面白いもので、その語源が実に奥深いものがたくさんあります。その中で、日
頃の仕事で使える私の好きな言葉を紹介したいと思います。

　私の名刺の裏にはこの言葉が書いてあります。お会いできたチャンスは何かのご縁ですか
ら、一つ一つの出会いを大切にしたいと常に思っています。今当社が存在しているのも、お
客様との出会いから始まっていますから、出会いには“感謝“です。

　仕事は与えられるものではなく、期待以上の“何か”がそこに生まれて初めて「付加価値」が
つくと考えています。日々の仕事に創意工夫をしながら、お客様の期待を１％以上上回れる
様な会社体質を目指しています。

　昨日の自分より今日の自分が一歩でも成長していると感じられる様、常
に目標を持って行動したいと思っています。今の私は、経営者として

の知識を蓄えるために毎日読書をしています。本は、書いた人が何
年も何十年もかけて体得したノウハウを、わずか1冊の本を読むだ

けで手に入れる事が出来ます。現在は１週間に１冊程度ですが、
１年間に50冊と考えると、自分の成長がどの位なものか、来年

の今頃この文章を読み返すのが楽しみです。

　そして、私がもっとも大切に、仕事で迷ったら必ず立ち返る言葉
です。

　「“お客様、社員、地域と共に発展していくこと”に川島印
刷の存在価値、活動意義がある。」との想いで昨年7月より
当社の経営理念としました。ＷＩＮ＆ＷＩＮの関係構築が

出来れば、みんな楽しくなれると信じながら、毎日の試
練を乗り越えていきたいと思います。

四字熟語で前向きに
株式会社 川島印刷　代表取締役　川島　良範　

一生に一度だけの機会。転じて人との出会いなどの機会を大切に
すること。一期一会

川島印刷の経営理念。二つ以上のも
のが互いに敵対することなく助け
合って生存し、ともに栄えること。

共存共栄

日ごと月ごとに絶えず進歩すること。日進月歩

今までだれも思いつかなかったことを考え出し、それを行うため
のよい方策をあれこれ考えること。創意工夫
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ご縁のあった皆様のご成功を願い、御祈祷しました名刺です。　合 掌

デザイン・紙に印刷・紙以外に印刷・
オリジナル販売促進グッズ企画 e tc . . .
〒992-0021 山形県米沢市大字花沢221-2

TEL 0238-21-5511・FAX 0238-21-5514

H     P　http://www.kawa-prt.com/ 

E-mail　y-kawashima@kawa-prt.com

ブログ http://kawayumedayori.blog.shinobi.jp/
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高級紙質使用で
お客様の印象UP！

選べる裏面の
言葉！

おしょうしなの落款

和尚しな名刺は、紙質にもこだわっ
ています！当社が厳選した、4種類
の紙からお選び頂けます。紙質ひと
つで、名刺＆企業の印象がグッと変
わります。

お守り代わりになる、裏面
のことば。当社の方で、何
パターンかご用意しており
ます。ここの言葉は、お客
様へのメッセージにもなり
ます。あなた様のお客様へ
向けた言葉を入れるもよ
し！自分の座右の銘を入
れるもよし！気に入った言
葉がなければ、オプション
であなた様専用にお書き
することも可能です。

おしょうしなって何ですか？
県外のお客様は思わず聞いてしま
いたくなります。方言を会話のネ
タにしてみるなど、初対面の方と
も和やかムードで打ち合わせ！

印象に残る
手書き筆文字

おすすめ
POINT
おすすめ
POINT

1

インパクト大で
会話もはずむ !!

おすすめ
POINT
おすすめ
POINT

2
もらって嬉しい
ビジネスツール

おすすめ
POINT
おすすめ
POINT

3

和尚　  川島印刷の
米沢発！！御祈祷名刺

さ
ん

あなたの企業の販促品、企画いたします！ご相談下さい。
一般印刷物・企画・デザイン・その他ご相談はコチラ→→ mail@kawa-prt.com

　出版業界は書籍を出版する出版社、取り次ぎを担う
出版取次、販売を手がける書店により構成されている。
出版社は本・教科書・コミック・写真集など専門化し
ている出版社と、総合出版社にわかれ、総合的な企画
力やブランド力を持つ大手出版社に対し、中小の専門
出版社は厳しい経営を迫られているところが多い。イ
ンターネットや携帯電話などが情報収集のツールとし
て浸透し、読者の「活字離れ」が進むなど業界を取り巻
く環境は厳しく、市場は縮小気味。ベストセラーがな
い企業や雑誌を中心とした企業は苦戦を強いられてお
り、インターネットや携帯電話との連動で状況回復を
図る。

　印刷業界の主な事業は、パンフレットなどの商業印
刷、雑誌・書籍などの出版印刷、有価証券印刷、パッ
ケージなどの特殊印刷などである。大手企業では高度
な印刷技術を応用して半導体製造装置や液晶テレビな
どに使用されるエレクトロニクス製品やクレジット
カード、ICカードのような各種カードなど異分野への
多角展開を遂げている。

　マス四媒体（テレビ、ラジオ、新聞、雑誌）の広告費
が年々縮小する中、インターネット広告・モバイル広
告市場が急成長。その背景には、閲覧者が実際に広告
主の企業のサイトにアクセスしたかどうかがわかるな
ど、効果が測定しやすいことが挙げられる。また、利
用者のアクセス履歴を参考にその人の行動に合わせた
広告を配信する「行動ターゲティング広告」や、移動中
の位置や天候等も考慮した携帯電話向け広告など新た
な手法も注目されており、そのシェアはさらに拡大す
るとみられている。

　書籍はベストセラーが出ればドラマ化・映画化など
で大きな収益につながるため、各社は力を入れている。
ただし、年間の販売実績は不安定な状況が続く。現在
はブログやネット掲示板などインターネットコンテン
ツを利用した書籍が人気を集めるなど、ヒット作品が
生まれる土壌はある。また本の内容をデジタル化して
インターネットで配信する電子書籍が急速に普及して
おり、07年度で355億円、前年比の2倍増に達してい
る。新たな収入源としたい大手出版社や印刷会社など
が出資し、さらなる実用化・普及につとめている。

　もっと知りたい、知っていただきたい印刷・出版業
界のこと。知識として頭の片隅に置いておくだけで、
仕事に対する考えが変わるかも？しれません。

　活字離れの逆風を受け続ける出版業界

　印刷技術を応用し、多角展開する印刷業界

　広がりをみせるネット広告 

　電子書籍が注目を集める出版業界

印刷業界について 学情ナビ2011から引用（http://www.gakujo.ne.jp）
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Motivation Up
Project
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す
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業務効率化委員会 7名
【業務内容】業務の効率化を図る

職
場
環
境
に
関
す
る
活
動

５Ｓ委員会 6名
【業務内容】社内の清掃促進

ＰＲ委員会 7名
【業務内容】社外報の発行・ブログ更新

意識変革委員会 7名
【業務内容】社員の意識変革と自己啓発

勉強会委員会 7名
【業務内容】自社の事を知る（業界・お客様含む）

　メンバーは各部署の職長クラスで構成され、目的
は前回に引き続き、社内の「業務の効率化」となっ
ております。

業務効率化委員会

　新メンバーでの活動となります。全員の協力を期
待しています。継続し続けていく事の重要性を考え
ながら、新メンバーで５Ｓ（整理・整頓・清掃・清
潔・躾）活動に取り組んでいきたいと思います。

５Ｓ委員会

　会社・社員、地域の魅力をブログ・社外報を通し
て発信できるよう、メンバー全員、力を合わせ活動
していきます。

ＰＲ委員会

　社員の仕事に対する意識変革・自己啓発に取り組
んでいきます。社員のみなさんが、より効率よく作
業がでるように又コミュニケーションがとりやすい
環境を作っていきたいと思います。

意識変革委員会

　学ぶ事を通じ、より良い製品・サービスを提供で
きるように頑張っていきたいと思います。

勉強会委員会

Stage
6

モチベーションアッププロジェクト第６ステー
ジが始まりました。メンバーも新しくなりまし
た。今までの反省点などを生かし、心機一転で
取り組んでいきます。
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　営業部の青木と申します。最近の「戦国ブー
ム」に便乗してという訳でもないのですが、全
国？の城郭を訪ねております。…もちろん、米
沢城も最高です。
　去年の夏は東京にいる友人数名とはるばる名
古屋の方に行ってまいりました。
　東海地区は戦国武将の宝庫（米沢でブレイク
中の前田慶次郎さんも名古屋出身）だけあって、
見たいお城が多くて迷っちゃったのですが、名
古屋城と国宝で知
られる犬山城、徳
川家康が約20年
間住んでいた浜松
城に絞り、皆の仕
事の都合もあり正
味1日で回るとい
うハードスケジュールでした。
　どこのお城に行っても、若い女性のグループ

　みなさんこんにちは、
今日は自分の趣味の話
をします。
　僕は音楽鑑賞が趣味
で、DJもやっているの
ですが、みなさんDJっ
て聞いてどんな人を想
像しますか？
　ラジオ番組で曲を掛

けておしゃべりをする人や、レコードをコスっ
てズコズコ音を出している人を想像した方もい
ると思います。ディスコ等で音楽をかけて客を
躍らせるアフロな黒人かもしれません。
　答えはどれも正解ですが、自分がやっている
のはクラブDJと言われているもので、主にパー
ティーや野外ライブなどでレコードやCD、最
近ではPCを使用して場の雰囲気から楽曲を選
曲し、ディスコミキサーを使って曲を切れ目無

（いわゆる歴女の方かな？）が多く、石垣の造り
や天守閣や門の配置に関する話題とか…聞いて
ると自分たちオッサンが圧倒されるような知
識、そしてノリが凄かったですね。
　米沢の近くでも
会津若松城や白石
城という立派なお
城もあるし、昨年
の天地人で話題に
なった山形市の長
谷堂城や会津若松
市にある幻の｢神指城跡｣もいってみると観光地
化されています。
　歴史や戦国武将に興味のない方でも、お城は
公園になっているところが多く眺めも良いし、
坂を上り下りしたり、歩いたりと結構いい運動
にもなるので、皆さんもたまに訪ねてみるとい
いと思いますよ！

くかける人達の事です。
　自分も昔はレコード
を二枚使ってプレイし
ていたのですが、MP3
フォーマットの登場で
音楽がオンラインで買
える様になってからは、便利でスペースも取
らないので時代の流れに合わせて自然とPCを
使ったDJプレイになってきています。
　音楽好きな仲間（お客さんやDJ仲間）と一晩
中音楽の話をしたり、酒を
飲んで踊ったりするのは最
高に楽しいです！
　興味のある方は、自分が
主催するパーティー「ＨＩＤ
ＤＥＮ」を定期的にやってい
ますので是非お問合せくだ
さい。

プリプレス部　渡　邉　広　樹MY DEAR HORSE

営業部　青　木　　　裕お城めぐり
Staff Voiceスタッフボイス
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総勢千数百人に及ぶ上杉行列。

沿道が人波で埋め尽くされます。

川中島合戦の再現。市職員・地元の高校生たちが甲冑をまとい、本番さながらの迫力で戦いました。

http://uesugi.yonezawa.info/

Photograph
photo：shizue kaneko

高坂隊出撃！本当に川を渡ってます！

幻想と興奮 現代に甦る…

上杉まつりスタッフさんに…

突撃インタビュー!!

レ
ポ米沢上杉まつり

Ｑ.本番のパンフレットに載せ切れなかった
スタッフ的おすすめ場面を教えて下さい！
Ａ．概ねPRしたい所は全部掲載してますね。
武禘式の軍団行列あたりがもう少し載せられ
ればイイのかなあ。神社、千勝院、廟所でのご
祈祷シーンなんかも結構雰囲気ありますね。

Ｑ.上杉まつりスタッフの人数はどれくらいですか？
Ａ．約50人くらい。(米沢市役所、米沢観光物産協
会、米沢商工会議所職員、米沢四季のまつり委員会)

Ｑ.今年の期間中の人出はどれくらいですか？
Ａ．387,000人でした。今年は、桜の満開がちょ
うど、まつり期間中に重なりました。また、昨年の
大河ドラマ「天地人」の余波によって多くの観光客
の方に来場頂けました。

Ｑ.大変なこと、苦労したことは？
Ａ．全部！！約半年前から企画運営に取り掛かります。
つまり、ほぼ同じスタッフが2月の雪灯篭まつりの企
画と平行して行っています。まつりに対する思いが
強い方や団体さんの参加によって成り立っているお
まつりですので、まつり直前まで何回も協議を重ね
て運営しています。段取り9割と言った所ですね。

色とりどりの衣装に身を包んだ踊
り手が、市内を練り歩きます。

合戦が始まるのを待ってい
る間、大量の桜吹雪が！観
客席からどよめきが起きま
した。

上杉謙信・武田信玄、キセキの
握手！特別大サービスです!!

謙信公が戦の前に必ず行っていたと云われている、武禘式。厳かな空気のなか執り行われました。
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Ｑ.まつりでは、謙信公役が3人いるって本当！？
Ａ．本当です。
１、 武禘式の謙信公…上杉知彦さん(上杉一門)
２、上杉軍団行列の謙信公…全国より公募。オー
ディションを実施して決定しています。
３、川中島合戦の謙信公…佐藤仁さん(民謡一家)
父、幸四郎さんが初代謙信公役を務め親子2代で
務めています。

Ｑ.市役所の職員が髭を伸ばしているって本当？
Ａ．本当です。川中島合戦を運営しているのが、市役
所職員を中心とする川中島合戦保存会です。年明け
ぐらいから髭を伸ばし始めるようです。ＰＲを兼ねて
1年間伸ばしている人(観光課)もごく少数います。

Ｑ.まつりに対する想いを一言！
Ａ．上杉の歴史と誇りを今に伝える「米沢上杉まつ
り」。この伝統を絶やすことなく後世に伝えていけ
るよう、市民の手によって作り上げる「米沢上杉まつ
り」でありたいと思います。運営する我々もまた、
名誉ある役目。誇りを持って運営に携わって行き
たいと思います。ちなみに、来年は川中島合戦40
回目を数える記念の年です！

スタッフのIさん、インタビューご協力ありがとうご
ざいました！たった50人で、あの規模のおまつりを
運営しているかと思うと…感動です。来年は記念
の年。市民みんなで盛り上げて行きたいですね！

4月29日（木）～5月3日（月）…米沢市最大のイベン
ト「上杉まつり」が満開の桜の中で、開催されまし
た。長年続いてきた伝統あるこのまつりの魅力を、
裏で支えるスタッフさんのお話しと写真で伝えたい
と思います！

　4/23（金）ホテルサンルート米沢を会場に当社の
観桜会が開催されました。
　例年にない寒い日が続く中での会でしたが、従業
員会の方々が企画してくれたゲームなどを楽しみ、
心の中は温かくなるような花見の会でした。従業員
会の皆さん、本当に感謝です。
　この企画で普段話せない人とコミュニケーション
を図る事ができ、より一層社員同士の信頼関係を深
める事ができたと思います。飲み会という場を利用
し、そのモチベーションをこれからの仕事にも活か
していきたいです。

川島印刷

観桜会開催
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編集後記
　今まで何年とお世話になっていたタバコを、
なんとなく止めてみようと思ってから約３週
間。今もとりあえずは吸わずに済んでいます
が、いまだにタバコのことを考えてしまう今
日この頃です。今後、このまま誘惑に負けな
いでいられるかどうか…。

（佐藤よ）

　ネットでいろいろな本が読める時代になっ
てきていますが、文章やマンガなどを読むな
らやはり紙がいいですね。パソコンなどで見
ると、場所もとらないで何百、何千の本が読
める利点がありますが、目が余計に悪くなっ
てしまうのではないかが心配です。最近は昔
読みたかったマンガ本を大人買いして読んで
います。金額で考えたらパソコンを買った方
が安いかも。でも目の事を考えれば本を買う
事に悔いはありません。紙は素敵な産物です。

（赤木）
編集委員：ＰＲ委員会　

カフェレストラン　パーク
　〒999-2211 山形県南陽市赤湯2967-1 
　TEL　0238-43-7020
　営業時間 11:30～22:00（ランチは14時まで）
　定休日：不定休

113 1313

113

156

246

赤湯中 赤湯市民
体育館

至高畠

至上山

イオン
タウン
南陽

烏帽子山公園

カフェレストラン

パーク

　少し暑くなってきた今日
この頃、こんな時は冷たい
ものが食べたくなりますよ
ね（^ー^）そんな時にオスス

メなお店を紹介します。
　今回ご紹介するのは、赤湯にあるカフェレ
ストランパークさんです。
とてもメニューが豊富で、
パスタやピザはお持ち帰り
もＯＫのほか、お店おすす
めのステーキランチやハン
バーグはグラム数が選べた
りします。お酒も有り、パー
ティーも可能です。
　今回はフルーツパフェを
食べてきました。甘いアイ
スクリームと甘酸っぱいフ
ルーツとソースがとてもお フルーツパフェ

おすすめ
グルメ

いしかったです。他に、チョコやヨーグルト
のパフェもあります。
　ちょっとしたお食事や仕事帰りの息抜きに
是非行ってみてください！

前田慶次ゆかりの善光寺です。別名あじさい寺とも呼ばれ、見頃には境内一杯に紫陽花が
咲き誇ります。また、県指定文化財の木造阿弥陀如来立像と木造伝長井時広夫妻坐像が祀
られています。

表 紙 写 真

ある日
の休日

あぁ松島や松島や～
　先日の休みに、松島へ行ってき
ました！前に社員旅行で来たと
きに中まで見られなかった瑞巌

寺に行ったら、大改修工事のためその姿を
拝むことができずちょっと残念でした（泣）
でも、美味しい海鮮ちらし寿司を食べたり、
オルゴール博物館でステキな演奏を聴いた
り、伊達政宗歴史館で歴史のお勉強をした
りと大満足の一日でした。米沢から1時間
半。ちょっとした小旅行にオススメな観光
地です♪　　　　　　　　　　　（金子し）

海鮮バラちらし　￥1,600 仙台のゆるキャラむすび丸！

ちょっとお茶しませんか
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