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川島印刷
お仕事紹介！
特

集

真夏のカレー特集
カレーを食べてスタミナつけよう！
一人ひとりの熱い声を…

STAFF VOICE
こんなお店があったなんて！？
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Vol.

7

August
2010

Kawashima-Tsushin Aug.2010 Vol.07

01

て！
え
教

刷
印
島
川
介
紹
事
お仕

川島通信も発刊して 1
年が経ちました。今ま
でモチベーションアッ
プ プロジェクトとし
て各 委員会 活動を
紹介してきた事はあ
s
ork
t ing W
りますが、 川 島 印
in
r
P
shima
a
w
刷にはどんな部署
a
K
があって、どんな人が働いている
んだろう…？？？という事で、今号では各部署
の紹介をします。私たち川島印刷社員は「共
存共栄」の経営理念の下、日々お客さまの
期待を 1％でも上回れるよう、一丸となって
日々の業務に取り組んでいます。

常務

役

社長

工場長

員

役員は常勤 3 名です。会社の方針の
決定、人事、財務を含めたすべての
責任をもっています。一言で言うと
会社にとっての重要な決定機関です。

総務部管理課
業務が円滑に進行できるよう、資
材管理、用紙発注・在庫管理、工
程管理などを行なっている部門で
す。他部署と常に連携を図り、お
客様に、より良い品質を提供でき
るよう努めてまいります。

総務部総務課
営業部 第一課・第二課
営業部は直接お客様に出向き、様々なご要望にお応えしなけ
ればいけない部門です。お客様の声をしっかり聞き、よりよ
い信頼関係を築けるように日々努力しています。
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総務では「明るく元気に」をモッ
トーにお客様や社員の人達と常に
コミュニケーションをとるよう心
掛けています。これからも皆様の
お役に立てる総務を目指しますの
でよろしくお願い致します。

プリプレス部
プリプレス部では、冊子・チラ
シ・ポスター・名刺・ハガキな
どを制作しています。プリプレ
ス部一丸となり、お客様のご要
望に応え、喜んでもらえる製品
作りを心がけています。

Ya
Uni magat
ver a
sity

企画室
企画室では、お客様が本当に必要としているニー
ズにお応えするために、印刷物にこだわらず、
幅広いご提案をさせていただいております。

プレス部印刷課
印刷課は、体力消耗も激しく、第一に体力勝
負だと感じる職場です。お客様の立場で考え
るのはもちろん、技術向上・よい刷物、作業
ができるよう日々努力し頑張っています。

プレス部製本課
製本課は少ない人数の中で作業に取り組
んでいます。これからもコ
ミュニケーションを大切
にして、より効率よく作
業ができるように努力し
ていきます。
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インターンシップが行われました
当社では、毎年高校・中学校の生徒さん達のインター
ンシップ（職場体験）を実施しています。今回は、米沢
工業高校・米沢商業高校の生徒さんが体験にいらっ
しゃいました。インタビューをしましたので、ご紹介
致します。＊全て機械作業（オートメーション）だと思っていたが、意外にも手作業・細か
い作業が多いことに驚いた。＊原稿入稿→即印刷だと思っていた。
（制作部があること
にびっくり）＊インクは既存のものだけではなく、自分の手で作ることもあることを知っ
た。＊機械・ＰＣの多さに驚いた。＊マックを初めて使ってみたが、ウインドウズと使い
方が違うので戸惑った。実際に取り組んでみると、知らない世界が見えてくるものです。
インターンシップを通して、
私達も視野を広げ、
日々の仕事に生かしていきたいです。

Let's Enjoy！BeerParty ☆
７月16 日
（土）、恒例のビアパーティーが居酒屋
“えん”で行なわ
れました。ちょっと少なめの参加人数でしたが、３連休を前に
“飲
むぞパワー”全開！！冷たいビールの美味いこと！！生がきも最高
でした。飲んでいる時はいつも時間があっという間。もうちょっ
と飲んでいたかったな！！２次会、３次会！？と流れた方もいたで
しょう・・！？暑い夏の一夜を満喫できたかな！？

SOPTECとうほく2010 へ GO！
7 月 9 日（金）仙台で開催されていた SOPTEC とうほく
2010（印刷業界向け機材展示会）に行ってきました。
現在印刷業界は、大不況期にあると言われており、今
こそ待ちから攻めへ転換する業態変革実践が堅要と
なっています。我が社も例に漏れず、その一企業とし
て「攻め」のヒントを得るべく、最新の情報や資料を持
ち帰ってきました。今回の展示会やセミナーを受けて
感 じ た こ と は、
【モノを
売る】概念をもう一度見
直すべきということです。受注を増やすことよりもまず、お客様のメ
リットを考えなければなりません。それを踏まえ自社の強みを活かし
たツールで【サービスを提供】していければ、地域や企業の良き相談相
手となれることでしょう。顧客第一主義の背景を大切に、今回吸収し
た情報と知識を活かし、今後の活動につなげていければと思いました。
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うま～い！

初開催！大盛況のY-1グランプリ
うだるような猛暑の中、
まちの広場には黒山の人だかり。
あれは私が小学生の頃、このまちの広場にファミリーデ
パートが建っていて、大沼からファミリーデパートまでの一
方通行の車道がいつも渋滞している程の賑わいがあった。
そんな20数年ぶりの活気がここにあり、出店者とイベント
スタッフの熱気、
そして参加者の楽しそうな顔が印象的だ。
さて、最初に真っ昼間から冷えたビールで喉を潤し、ねぎ
マヨ唐揚げと冷やしラーメンをつるつる食す。お代わりの
ビールを片手に、玉こんを揚げ
た面白メニューを横目に黒毛和牛の行列に並ぶ。バンドの演奏や園
児達の踊りに興じながら皿を空けていく。ああ、
夏って素晴らしい。
商工会議所青年部の皆さんの熱い想いが素晴らしい企画となり、
今回の大成功へと導かれたのではないか。来年もぜひ参加したくな
るようなイベントだった。
YEG 鑓水委員長お疲れ様でした♥

う
でと
め
す
お
いま
ざ
ご

営業部の寒河江涼さんに
第一子が誕生しました！
おめでとうございます。

寒河江

咲

ちゃん

2010.7.6 生

先日、７月６日に第一子が誕生しました。
2，
985gの元気な女の子です。名前は咲
（さ
き）と名付けました。常に笑顔が咲き誇る
ような、
明るい子になって欲しいです。
里帰り出産の為、今現在一緒に住んでいないせいか、父親になった実感がいまいちなのです
が、街で手をつないで歩く家族連れを見かけると「いいなー」と気持ちがほっこ
りします。親としてスタートしたばかりですので、
色々と悩んだりすると思
いますが、
諸先輩方よりアドバイスを頂きながら子どもと共に成長してい
きたいと感じております。これからもご指導ご鞭撻のほど、よろしくお
願い致します。今日も妻からメールで送られてくる子どもの写真を見
て、
ニヤニヤしながら山形へ帰ってくる日を待っています。
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STAFF voice
カルトナージュ
最近めずらしくハマったもの…、それはカ
ルトナージュです。
カルトナージュは、中世のヨーロッパで誕
生した手工芸で、厚紙をもとに箱や小物入れ
などを作るものです。もともとは製本技術か
ら発展したものとも言われています。
厚紙を切り→そこに布を貼り→組み立てる、
といういたってシンプルな作業ですが、完成
までの工程もなかなか魅力的です。形や大き
さを自由に決めることができますし、出来上
がりを想像しながらの布柄選びも楽しくて時
間を忘れてしまいます。
出来上がったものは世界にひとつだけの作
品なのだと思うと愛着もわいてきます。

音楽と生きる
ワタクシこう見えて（？）
、実はバンドやっ
てます！（笑）担当楽器はキーボードです。
バンドを始
めてかれこれ 3
年。自分のプラ
イベート生活が
ガラリと変わり
ました。もとも
と音楽は好きな
のですが、個人でピアノを弾いて楽しむ範囲
を超え、お客様にステージを見ていただく機
会が増えてからというもの、練習したりライ
ブに行ったりと、完全に音づけの日々を過ご
しております。そして、いかにお客様に楽し
んで帰っていただくか…永遠の課題を胸に秘
めながら音楽活動を続けています。
あ、そうそう。バンド名を言うのを忘れて
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総務部総務課

鈴木

朱実

写真はブックカバーとペンたてです。
まだまだ最近始めたばかりなのですが、次
はどんなものを作ろうか口元を緩めながら思
案中です。

企画室

金子

静江

ました！バンド名は「メロメ」と言います！
バンド名の由来は内緒・・・（笑）
定期的にイベントやライブに出演しており
ますので、興味のある方はぜひ遊びに来てく
ださい。この秋一番のオススメイベント「メ
ロ メ ロ パ ン チ Round5 ！」10 月 2 日（ 土 ）
18:30 ～南部コミュニティセンターでお待ち
しております☆
HP はこちら→
http://www.freepe.jp/i.cgi?merome7

夏

の

カレー特集
暑い日こそカレーを食べて、スタミナ
つけよう！オススメカレーを紹介します。

米沢牛レストラン

ビッキ石

米 沢市 万 世 町 に あ る「ビッキ石」さん。
味はもちろんのこと、どのメニューもボ
リュームが凄いサービス精神旺盛なお店で
す。中でもネーミングが気になり、ついつ
い注文したくなるのが、前田慶次をイメー
ジして考案された「傾奇者カレー」。一般
の方ならお腹がパーンパンになるくらいの
ボリュームです。通常のカレーでは満足で
きてないアナタ！ぜひ足を運んで「大ふへ
ん者！」になってみてはいかがでしょう
か？

萬菊屋本店

レストランレガル

ビーフカレー
￥1,365

南陽市役所前にある老舗お菓子屋「萬菊屋」
さんに併設されているレストラン。コクと
深みがあるルーに、山形県産の厚切り牛肉
がゴロゴロ入ったビーフカレー。ボリュー
ムも満点で大変人気のある逸品です。毎月
５日は感謝デーとして、このビーフカレー
が半額の￥600 で提供されるそう。洋食
屋さんの本格カレー、ぜひお試しあれ！
萬菊屋本店 レストランレガル
住 所／南陽市若狭郷屋728-1
ＴＥＬ／0238-43-2066
営業時間／10:00～15:00 南陽市役所
※夜間は予約制です。
目の前！
定休日／火曜日

タバコと比べてみました！

傾奇者カレー

￥1,500

米沢牛レストラン ビッキ石
住 所／米沢市万世町桑山1490-8
ＴＥＬ／0238-28-2450
営業時間／11:00～15:00 13 号線
17:00～20:00 福島方面
左側
定休日／月曜日

らあじゃ

ラズウェルさんの
スープカレー
ビーフカレー ￥1,500
￥1,365

でっかい豚の角煮、厚揚げ、こんにゃく、
にんじん、ごぼう、大根、ネギ、トマトと
具沢山！カレーだけでもお腹いっぱい♪
スープカレーは辛そうというイメージがあ
りましたが、辛さもバリエーションがあ
り、自由に選べます。スープはあっさりと
こってりからお好みをチョイス！豊富なメ
ニューからお気に入りを探してみて下さい。
らあじゃ
住 所／米沢市中央5-3-17
ＴＥＬ／090-5595-6913
営業時間／11:00～16:00 粡町商店街
定休日／無休
戎神社近く
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おすすめ

グルメ

ローズガーデンで
セレブディナー♪

７月の３連休に、那須に行っ
て き ま し た。 目 的 地 は、 那 須
ガーデンアウトレットだったのですが、そ
こに着くまでのドライブや、高速のサービ
スエリアに寄ったりしたことも楽しかった
です。
アウトレットはとても広く、暑さもあ
り、歩いているだけで汗がふき出してきま
した。衣料品はもちろん、雑貨や食べる物
も豊富でとても楽しかったです。
また休日を利用していろんな所へ遠出し
たいなぁと思います。（鈴木昇）

鷹山の湯●

置賜総合支庁
●

13

号線

那須プチ旅行

ローズガーデン

●
カラパラ

米沢四中
●

国道

ある日
の休日

てもオシャレ、思わず感動の声を上げたくな
ります。日頃のストレスが癒されるのと同時
に、おなかと一緒に心も満たしてくれるお店
に一度足を運んでみてはいかが？
↑至山形

今日はちょっとセレ
ブ な 気 分 で！ そ ん な
方に是非お勧めなお店
「 ロ ー ズ ガ ー デ ン 」さ
ん。金池のちょっと奥
まったところで、木立に囲まれているので教
えられないと気づかないかもしれません。回
遊式の道を入り口から入ると、そこは洋風の
メルヘンの世界！木々に飾り付けられたイル
ミネーションがとても幻想的で、その素晴ら
しさは昼よりも夜がお勧めです。スタッフの
素敵な笑顔と洗練された出迎えでテーブル
につくとそこにはさり気ない演出が……。今
回いただいたのは季節限定の夏野菜を使った
コース料理。味はもちろん器や盛り付けもとっ

●マイティ
アネックス

米沢市役所
●
●GS

GS●

ローズガーデン

〒992-0012 山形県米沢市金池8-4-10
TEL0238-24-5205 FAX0238-24-5320
営業時間／ランチタイム
11:30～14:00
ディナータイム 17:30～21:00
定 休 日／毎週月曜日

編集後記

今回の社外報はいかがでしたか?楽しく読ん
でいただけたでしょうか･･･？いや～それにし
ても暑いですね～。この時期、本当にこの言
葉しか出てきません･･･
まだまだこの暑さが続きます!水分(塩分入り
のもの)をしっかり取り、夏バテ・熱中症対策
をしっかりしていきましょう！ （星）
梅雨明けして以来、連日の猛暑です。この
ままでは、体調もおかしくなってしまいそう
ですね。
（暑くて眠れないのは本当につらい…）
暑い暑い夏を乗り切れるように、楽しい場
所、涼しい場所、美味しい物を探して、たま
には出かけてみようと思っています。（後藤）
編集委員：ＰＲ委員会

表紙写真
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今年で第5回目を迎えた小野川の田んぼアート。地元特産米と色彩の異なる古代米の苗を植
えつけ、米沢ゆかりの人物、漫画「花の慶次」主人公、前田慶次が描かれております。
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