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川島印刷
お仕事紹介！
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秋のおすすめスイーツ
甘くておいしいスイーツ♪
一人ひとりの熱い声を…

STAFF VOICE
こんなお店があったなんて！？

おすすめグルメ
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仕事紹
川島印刷お

No Kawashima, No Life!
絵：ユリペコ

今回お仕事紹介トップバッターを務めます企画室で
す。私たちは、
【お客様に喜んで頂く仕事をする】
【真剣に

楽しむ】
【はみ出す】
をモットーに、日頃から既成概念に
とらわれないものづくりを目指し仕事をしております。
企画室にはどんなメンバーがいるのか、どんな仕事を
しているのかなどをこっそり教えちゃいます♪

Kawashima Printing Planning office

メンバー紹介
堀川 正和

Member
Masakazu Horikawa

S52.11.14 O型

STATUS：室長・WEB関係・育児・甘党

堀川室長はアイディアマンであり、喋る辞書です。豊富な
知識により、企画やデザインの相談をすれば、良いモノは良
い、悪いモノは悪いとはっきり言って新しい解決策等を教え
て下さるのです。あと彼は炭酸飲料が好きです。 by 嘉藤

金子 静江

Shizue Kaneko

S56.05.25 B型

STATUS：10年選手・筆文字・バンド

お客様に隠れファンの多いウチの金子さんは、常にお客様
の立場になって考え一緒に悩み、その上で結果を出す、そ
んな人です。私の予想では、近々大きな幸せを手に入れる
事が起こるでしょう。 by 堀川

嘉藤 由里

Yuri Kato

S59.08.02 O型

STATUS：新入社員・イラスト・アヒル隊長

今年の 8 月、企画室に新たな仲間として加わった嘉藤さん。まだ
入社して数ヶ月ですが、得意のイラストを武器に早速実力を発揮
してくれています。左のようなマンガ、イラスト、その他女子向け
デザインは当室のグランシューリズム嘉藤へどうぞ。 by 金子

事例紹介

川島印刷×プランタン様
販促コラボクッキー

Instance

山形大学工学部様
100周年記念バッグ

戦国の杜様ワークショップ
オリジナル缶バッジ

｢飲酒運転 出しま宣言｣の店

ドライバーさん。あなたが握るのは、人の命です。

米 沢 地 区 安 協
米 沢 地 区 安 管 連
米沢市・川西町交推協
米沢警察署

当社オリジナル製品
和尚しな名刺

米沢地区交通安全協会様
飲酒運転撲滅ステッカー

メロメ様
バンドTシャツ

お客様の期待を1%でも上回る！
ことを念頭においてこれからも頑張ります！以上企画室でした～。
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STAFF voice
孫は、ほんとうにめんごい！
私には二人の孫がいる。大空
（そら）３歳、稟
子
（りこ）９ヵ月。孫たちは今、茨城に住んでい
るが、盆や正月などに帰って来る時や、夫婦で
会いに行くのが楽しみだ。昔から
“孫はほんとう
にかわいい”
と言うのは聞いていたが、孫をもっ
てみて、それを実感している。
大空は、私の誕生日に電話をかけてきて、
「ジ
イジ誕生日おめでとう」
と言って電話の向こうで
ハッピーバースデーの歌を歌ってくれる。その
歌を聞いている時は幸せいっぱい、最高のプレ
ゼントをもらう。
我が家へ来た時の遊び相手は、夜と休みの日
は私の当番で、子どもの気持ちになって相手を
する。休みにはリュックにおやつを入れ、電車
で次の駅まで行ったり、図書館へ行ったり、公
園で駆け回ったり、遊具で遊んでくる。散歩に

馬肉のラーメン

かめや

佐藤

慧一

もよく行くが、ある
程度歩くと孫は「ジ
イジだっこ」と言っ
てくる。 すると「大
空は甘えん坊だな
あ 」と 言 い な が ら
だっこをしてやる。孫はそれが心地よさそうだ。
大空も４月から幼稚園の年少組。妹もできた
せいか、今年の初め頃に比べ、お兄ちゃんらし
くなってきた。
稟子は去年の大晦日に生まれ、今は立ち上が
りたくてしかたがないようだ。顔を見て
「稟子」
と呼びかけると、ニコニコッと笑顔が返ってく
る。母乳で育ち、今はちょっとおでぶちゃんだが、
憎げのないよい子だ。話せるようになるのが楽
しみである。

プレス部

川島印刷で唯一長井市出身の者が、少しばか
り長井市のおすすめラーメンを紹介したいと思
います。
長井市には、北の『まる久』南の『かめや』
と言う２店の有名な馬肉のラーメン屋がありま
す。聞いた事がある人もいるとは思いますが、
どちらの店もしょっぱく、そのしょっぱさにリ
ピーターも多いと言われます。

まる久

プリプレス部

須藤

直人

親父が大好きで、子供の頃からよく連れて行
かれました。高校時代は週２～３回、大人になっ
た今でも、たまに実家に帰った時はよく行きま
す。
（あのしょっぱいスープが懐かしくて・・・）
だから健康診断で血圧が引っかかったのかも
しれませんね（>_<）
塩分の取り過ぎには注意したいものです。
さてさて、馬肉のラーメンで育った少年が米
沢へ移り住み早７年。初めて義経焼きを食べた
時は、その美味しさに感動しました。
（25年間、
義経焼きの存在を知らなかったもので）
米沢の芋煮もサイコー!!長井の芋煮には豆腐
が入らないんだよぉ～。コンニャクも糸コン
ニャクだし・・・。やっぱり米沢は良いですね。
けど、一度は行って食べて下さい。長井の馬
肉ラーメンを・・・。
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直江兼続生誕450年祭

米沢戦国まつり2010

９月18日、19日に開催されていたよねざわ戦国まつり
2010に行ってきました！昨年の大河ドラマ「天地人」で
一躍有名になった米沢ゆかりの人物、直江兼続生誕450
年祭ということもあり、会場は沢山の人で大賑わい。ス
テージでは、伊達武将隊のかっこいいショーやかねたん
を始めとするゆるキャラ達のイベントが繰り広げられて
おり、大勢の観衆から声援を受けていました。各地から
集まったゆるキャラ達はどこに
行っても人だかり！写真を撮るのにも順番待ちで、その
人気や注目度の高さを改めて実感しました。夜になる
と、色鮮やかな衣装に身を包んだ踊り手による民踊パ
レードと、戦国時代を彷彿させる迫力満点の武者行列が
市内を練り歩き、祭りに華を添えました。大きい、小さ
いにかかわらずこのような市民一体となったイベントが
いつまでも続いていくことを期待しています。

兼続どん丼祭り
９月25日・26日の２日間、伝国の杜広場にて“兼続ど
ん丼祭り”が開催されました！
今年で３回目となる“兼続どん丼祭り”は、出展者の気合い
の入った味が堪能できる場となっています。置賜にいながら
にして会津（福島）の味も楽しめる味くらべ イベントです！
去年、会津ソースカツ丼を食べたくて会場へ足を運んだ私ですが、会場は凄い人で圧倒さ
れました。因みに、お目当てのソースカツ丼は売り切れて食べられず
…。ということもあり今年はリベンジしに会場へ！
イベント初日は曇り空で16℃と気温も低かったのですが、会場は沢山
の人で賑わっていました。チケット購入後は我先に…とソースカツ丼
ブースへ！お目当てのソースカツ丼、外側はサクッと中はジュー
シーなお肉に秘伝の濃厚ソースで相性ぴったり！
丼と一緒に城史苑のサクサク米沢牛コロッケも堪能しました。どちらも美味し
く最高でした。
最後に･･･“兼続どん丼祭り”は１枚（￥1,000）のチケットで、丼の食べ比べや、
丼に芋煮を付けたりと楽しみ方は様々です。
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米沢まちづくりプロジェクト

上杉コスプレフェスティバル
10月９日、米沢青年会議所様主催のイベント「米沢
まちづくりプロジェクト2010」の中のイベント“上杉
コスプレフェスティバル”に行ってきました。
広い会場には様々な和装姿の方々がおり、私達もその姿に
感嘆しました。中には衣装をご自分で作られた方もいらっしゃるとか。
伝国の杜前の広場や松岬神社、上杉神社など、普段コスプレ姿では撮
影できない場所での写真撮影が出来るとあって、たくさんの方が思い思
いに撮影を行っていました。美しい庭園のある上杉伯爵邸が撮影場所として大人気だったようで
す。
「傾奇者コンテスト」も行われ、かな
傾奇者コンテスト入賞者の皆様
り盛り上がっていました。出場されるだ
けあって、皆様珠玉の出来映え！出場者
が紹介される度に客席からは歓声が上
がっていました。
いつかまた開催されたら、その時も
行ってみたいと思う楽しいイベントでし
た。

田んぼアート稲刈り
10月10日㈰に、市内簗沢地内「田んぼアー
ト水田」で田んぼアート稲刈りが行われまし
た。多くの人がその様子を見ようと展望台も
満員御礼状態！その写真を撮るには必死でし
た。 安部市長も展望台に足を運ばれたよう
で、その後ろ姿をパシャリ！県内外から多く
の方が一眼レフのカメラを片手にその勇姿を
撮影。霧などが出ていなかったのでスッキリ

前田慶次の姿を見る事ができました。
あまり天候には恵まれませんでしたが、曇り空の下大勢
の方が稲刈りに参加されました。稲刈りを体験する以外に
も、高台から段々刈り取られていく絵画を眺望するという
新しい魅力を発見しました。
写真やインターネットで見るのとは違い、見る感動があ
りました。是非、足を運んでみてください。来年はどんな
絵柄の田んぼアートが作成されるのか楽しみです。
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刷

川島印

2010.10.16㈯

in 成島河川敷

10/16㈯当社のいも煮会を開催しまし
た。天気がとても心配でしたが、当日は
とても気持ちのいい一日でした。２つの
鍋の味を比べながら最後はカレーうどん
で締めて“完食”!!食べて、飲んで、ジャン
ケン大会！みんな楽しかったかな？

今年のクマ被害は、例年にない異常気象ということもあり、木の実
がない山から下山してくるクマからの被害が多発しています。国内で
の死傷者が昨年の30％も増えているようです。冬眠に入る前のこの
時期、山林近辺でのイベントを行う際には更なる注意が必要です。

!!

危険

イベントを楽しむための
警戒を身に付けましょう！

危険を避ける為にも知識が必要です。詳しくは山形県のＨＰでご確認下さい。

山形県ＨＰ→http://www.pref.yamagata.jp/

地球温暖化が進み、山に食料が少なくなり、動物たちも町や村に足を運ぶ様になりました。あまり人
間が怖くなくなった動物たちは、食料を求め更なる被害を及ぼすと思われます。

東北に多く
生息するのは
ツキノワグマ

存知
んご
皆さ 月の 印
白い 様が目
模
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鈴やラジオ
などの音が
出る物を携帯

出没地域への
入山は
やめましょう
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食べ残しや
空き缶は捨て
ずに持ち帰り
ましょう

県HPの
クマ対策や
ニュースを
必ず確認しま
しょう

出会ったら動揺すると思いますが、
絶対に走って逃げないでください！
襲われる可能性が更に高くなります！

!!!

ガォ～

特

集

We L
We
Love
ove Sweets
Sweets

のおすすめスイーツ

今回の特集は、みんな大好き♥甘くておいしいスイーツ♪
ステキなお菓子をご紹介いたします。

菓子処

ひきち

直江町にある創業約50年になる老舗のお菓子屋
さんです。完熟バナナをチョコレートでコーティ
ングした人気の「チョコバナナ」、黒砂糖を用い
た焼き皮に小豆餡をサンドした組み合わせが絶品
の「廟（おたまや）」などの味覚をお楽しみ下さい！
菓子処 ひきち
住 所／米沢市直江町6-5
ＴＥＬ／22-0242
営業時間／8時30分～19時
定休日／毎週木曜日

梅花堂
梅花堂さんがお薦めする秋の味覚は甘さ控え目
ながらサツマイモがたっぷり詰まったスイートポ
テト。レンジで温めて食べた時のホクホクとした
味わいが最高です(^q^) 今秋の新商品お芋クッ
キーもどうぞお召し上がり下さい!!
梅花堂
住
所／米沢市本町3丁目1-18
ＴＥＬ／23-1964
営業時間／９時〜20時
定休日／隔週月曜日

虎屋菓子店
ペースト状にした栗を使用した自家製クリーム
の「和栗のモンブラン」と「渋皮のモンブラン」
がオススメ。自家製の餡をしっとりもちもちした
皮で包んだ「黒糖まんじゅう」も美味。是非一度
食べてみてください。
虎屋菓子店
住 所／米沢市丸の内1-1-78
ＴＥＬ／23-1151
営業時間／８時～19時
定休日／不定休
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おすすめ

グルメ

自家栽培の野菜でイタリアン

以前より気になっていた
「畑のなかの小さなリストラ
ンテ喜右エ門」さんに行っ
てきました！
店名「喜右エ門」
はオーナー宅の屋
号であるとともに、
御祖父様のお名前
からつけたのだそ
うで、その亡き御
長手天満神社

喜右ェ門
●ＪＡ山形倉庫

田中クリニック●

上郷小学校
●

上郷郵便局●

●米沢七中
13

ある日
の休日

至高畠方面

至山形方面

米沢市役所●

奥羽本線︵ＪＲ山形新幹線︶

至山形方面

N

畑の中の小さなリストランテ 喜右エ門

●ミクロンメタル

米沢工業高校●

至八幡原工業団地

草刈りとたばこ

家の周りの草刈りをしてい
る。５月～９月ごろの休日の朝
にやっています。草かり機でやっているの
で集中してやらないとあぶない。燃料はガ
ソリンの混合油を使う。１回満タンで１時
間位使えるようだ。畑の中や周り、道路の
路肩を刈っている。２～３週間でまた草は
のびてくる。そしてまた刈る。特に夏場は、
朝でも汗だくになる。そして一服する時の
たばこはうまいと感じます。たばこも10
月より値上げとなり、ひとときのやすらぎ
もかた身がせまいものと感じる今日このご
ろです。（斉藤浩一）

表紙写真
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祖父様から引き継がれた畑で採れるお野菜が料
理にふんだんに盛り込まれています。
今回いただいたのは懐石風イタリアンコース
で、前菜、カルパッチョ、フリット、パスタ、
メイン、デザート、ドリンクで 3000 円のコー
ス。パスタもメインも数種類からお好みのもの
を選べます。これだけでかなり満腹になるので
すが、私のお気に入りは別注のカルパッチョ！
おかわりしたくなる味ですよ！
〒992-0113 山形県米沢市大字長手1668
TEL/FAX 0238-28-0284
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／毎週火曜日・第３水曜日

編集後記

秋といえば食欲の秋、読書の秋。特集で紹介
したスイーツはどれも絶品です。秋の夜長、美
味しいスイーツをお供に、のんびりと読書に勤
しむのも良いかもしれませんね。
（菅野）
今回から大半がメンバー入替となってのかわ
しま通信の発行となりました。載せたいイベン
トが10月にたくさんあり、少し遅めの発行と
なりました。さて、みなさんは芋煮会はお済み
でしょうか？季節柄あたたかいものがおいしい
時期になりました。次は鍋特集かなぁ…。みな
さん独自のおいしい鍋情報もお待ちしています
（闇鍋除く）。
（赤木）
編集委員：ＰＲ委員会

松が岬公園のカエデ モミジです。
公園内北東に位置する上杉曦山公碑の近くで、11月にもなると上の方から色付きはじめ、
見上げると見事な色彩で観る人を楽しませてくれます。
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