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あの高級牛肉をリーズナブルに
米沢牛特集

川島印刷
お仕事紹介！

営業部編



①担当区域　②趣味
③最近印象に残ったこと（公私問わず）メンバー紹介

営業部 部長

金子　淳一
①米沢市・高畠町・白鷹町 他
②楽器演奏（Sax）、読書、写真

営業部 営業一課 主任

神田　敏三
①米沢市・川西町・山形市
②ドライブ、パチンコ

営業部 営業一課

寒河江　涼
①米沢市・高畠町・長井市
②ビリヤード（最近はやれて

ませんが…）

営業部 営業一課

星　優子
①米沢市・高畠町

営業部 営業一課 課長

青木　裕
①米沢市（温泉・スキー場など

含む）・南陽市・高畠町 etc
②映画鑑賞、読書、居酒屋巡り

③映画の１シーンの様な雷。四方八方に挟まれた景色は恐さより美しさを感じました。でも雷には注意です。

③松川コミセンが完成。記
念誌も発刊。建設期成同
盟会の事務局を７年間務
めたので、喜びもひとし
おでした。

③山形大学工学部に有機エレクトロニクス研究センターがオープンしたことですね。世の中を明るく照らして欲しいです！

③５、６年前のビリヤード雑誌をみつけました。当時の様子が鮮明に甦り興奮しました!!

②子供と一緒に折り紙をす

る事。手も器用になる

し、案外頭も使うので脳

には良い刺激かも！？

③無事出産を終え子育真っ

最中。（現在育休中）

③“体力の衰え”。

　なでしこジャパンの試合を

見て感動した。自分も社会

人のチームに入っているが、

走れないとつくづく思った。

営業部 営業二課 課長

渡部　成年
①福島地区
②サッカー、ゴルフ、釣り

営業部
川島印刷お仕事紹介 Vol.5

Kawashima Sales Section

お仕事紹介Vol.5を迎えた今回は、会社の顔でも
ある営業部の紹介です。
お得意様の皆様にはおなじみの顔の営業もいると
思いますが、当社には６名の営業がおります。今
回は個性派揃いの営業の人にアンケートをとりま
した。趣味が合う方、是非お声掛けください。

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き、困った時に皆様の力になれるベストパートナーを目指しています。

お客様のベストパートナーになる



　先月1日にブログでは発表していましたが、当社
ホームページをリニューアルしました！企画部の前
身である企画室のメンバーが会社のことを四六時中
考え、知恵を振り絞った汗と涙の集大成です。
　イラスト調で親しみやすいデザインですので、気
が向いたら見ていただければと思います。

http://kawa-prt.com/  川島印刷で検索！

　７月22日㈮にホテルサンルート米沢にて、
毎年恒例の川島印刷ビアガーデンが行われ
ました。当日の気温は肌寒く、ビアガーデン
日和…とは言えない天候でしたが、屋外での
開催ではなく、屋内での開催だったのでほっと一安心。
　会場内の席は“くじ引き”で決められ、日付に因んで、

“７”と“22”の席に座った人が“乾杯”と“締め”のサプ
ライズ挨拶をする事に!!見事当選された人、ステキな
挨拶ありがとうございました（笑）。
　お酒も入り、頃良い時間に豪華景品が当たるビンゴ
ゲームが開催！酔っていた目つきは鋭い眼光に早変わ
り、みんなが真剣そのもの！景品当たった人、ちゃんと
持ち帰ったかな？
　楽しい時間はあっという間に過ぎていきました。こ
ういった社員みんなで楽しめる時間を大切にしていき
たいですね。

　当社では経営方針の一つに、「お客様の
立場で考え行動します」があります。
　お客様からのご要望や制作意図をより
詳しく理解するため、必要に応じデザイ
ンや制作担当者も営業と同行し打ち合わ
せをさせていただいています。

　また、研修の意味から
印刷や製本担当者も営
業と同行し、直接お客様
の声を聞くようにして
います。お得意先の皆
様にもご協力をよろし
くお願いいたします。

こんなのやりたい！作りたい！
ご相談の方は下記TELまでご連絡を

皆様からのお電話お待ちしております！
0238-21-5511

Kawashima Sales Section

川島印刷
ホームページリニューアル

2011ビアガーデン開催

作業担当者も

　お伺いします！

突撃！お得意様訪問！



企画・発行：株式会社 川島印刷
http://kawa-prt.com
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　米沢商工会議所様のご協力と同会員企業様に協賛を頂き、弊社でうち
わを制作致しました。
　完成したうちわは米沢駅のASK様に専用のラックの設置させて頂き、駅
を利用するお客様へ無料配布させていただいております。

駅へ設置させていただいた専用ラックも弊社で製作しました。慣れない作業に悪戦苦闘。 完成！まあまあの出来??

▲

▲

スタッフ全員おそろいのコスチュームと
のぼり旗で結構目立ってたのでは？

　7月30日に行われた東北大花火大
会の打ち上げ会場にて、弊社スタッ
フ総出でうちわの配布を行いまし
た。準備中雨が降り始め、計画の中
止も覚悟しましたが、打ち上げが始
まると我々の願いが通じたのか次第
に天気も晴れ、無事4,000枚ものう
ちわを配布することができました。
　次回は9月18日の上杉まつり川中
島合戦会場で配布予定です。

協賛企業様のうちわを制作、米沢駅へ設置

Activity report

東北大花火大会会場でのうちわ配布

➡ ➡ ➡
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　3月11日、かつて経験したことの無い激しい揺れと大きな
被害をもたらした東日本大震災。幸い、私たちの住む米沢
市は東北の中にあっても目立った被害はありませんでした
が、震災の影響による物資不足や、その後の福島原発の
事故による風評被害等、地域内経済に与えた影響は
決して少なくありません。
　弊社も同じ地域で皆様と共に歩む印刷
会社として、皆様に少しでもお役に立て
ることはないかと考え立ち上がったの
が今回の「節電うちわプロジェクト」で
す。このプロジェクトを通じて節電と、
地域経済循環への呼びかけを行い、米
沢が明るく元気になってほしい！という
のが我々の願いです。

表面は鷹山公をモチーフにした共通デザイン。
裏面を協賛企業様の広告面とさせていただきました。

早朝でしたが20名の参加があり、みんなで頑張りました

　花火大会が行われた翌日早朝、
同会場付近の清掃活動を行ってき
ました。心配されたうちわのゴミ
はほとんど無く、まずは一安心。
その後会場を離れ周辺道路や駅ま
で念入りにゴミ拾いを行いました
が、目立ったゴミも少なく、米沢
人のモラルの高さを改めて実感さ
せられました。

節電の呼びかけと、
地域経済循環の支援。
そして印刷会社としての使命。

翌日の清掃活動
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述懐の夏

プレス部 製本課  梅津　 泰之

　毎日暑い日が続きます
が、熱中症や夏バテしない
よう気をつけてお仕事しま
しょう。朝、晩だけでも涼
しくなってほしいと願うば
かりです。

　夏になると子どもの頃の夏休みのひとコマ
が心をよぎります。眠い目をこすりながら参
加したラジオ体操や友達と自転車を走らせ
プールへ行ったこと、毎日かかさず食べてい
たスイカやアイスクリーム。（今はビールな
のですが…）特にスイカは誰よりも早く同じ
時間で人の倍以上を食べていたのには自分で
も驚いています。（ご飯を食べるのは遅かっ
たのに…）
　今でも子どもの頃の生活が懐かしくなり、
今と変わらず暑かったはずなのに夏を楽しん
でいた気がします。
　節電の夏、体調管理に気を配り暑い夏を乗
り切りたいです。

暑～い夏の恒例行事

総務課 課長　澤村　優子

　今年の夏も猛暑が続き、
体にはきつい毎日です。
　ところで、わが家では毎
年お盆休みに私の実家の茨
城へ行き、短い期間ですが
子ども達と楽しんでくるの

が恒例になってます。今年も４日間ですが
行ってまいりました。
　関東の夏は米沢とは比べものにならないく
らいの暑さです。その中、兄夫婦と東京ドー
ムへ巨人vs広島の野球観戦へ行きました。息
子はスポ少で野球をしていて巨人ファンで
す。実は何回も巨人戦は見に行っているので
すが、今まで1回も勝った試合がなかったの
です。…が、この度めでたく勝ち試合となり、
初めてヒーローインタビューまで見て来まし
た。（私もオレンジのタオルを振り回してい
ました。）子供も大喜びで、とてもいい思い出
になったようです。私は特別、野球が好きな
わけではありませんが、東京ドームの雰囲気
はとても興奮するものがあり、テレビで見る
のとはまたひと味違ったものを体験できます
ので、みなさんも是非一度は行って楽しんで
みてはいかがでしょうか！

コレ、
私です!!

スタンドは

超満員!!

STAFF voice
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米
沢
牛

特集
米沢牛を
リーズナブルに。
米沢味のABCの代表として、長年
市民からも観光客からも親しま
れてきた高級食材米沢牛が、気
軽に味わえるお店を紹介しちゃ
います！！うま味がギュ～っとつ
まった、ひと味違うメニューを
お楽しみください。

上杉
神社

可祝屋
●

可祝屋
●

三菱
自動車
●

三菱
自動車
●

飛行船
★

至
米
沢
駅

元

まるぶん

〒992-0039 米沢市門東町3-2-37
TEL0238-21-6689
営業時間／平日・日曜 11:00am～9：00pm
　　　　　金曜・土曜 11:00am～2：00am
定休日／毎週月曜日
　　　　(祝祭日は営業)

〒992-0052 米沢市丸の内1-1-22
TEL0238-23-0700

営業時間／10：00～18：00
定休日／無休

〒992-0052 米沢市丸の内1-1-22
TEL0238-23-0700

営業時間／10：00～18：00
定休日／無休

（深夜)

ツルツルのど越し！！冷たぁ
～い、米沢牛肉うどん。冷たい
うどんの上に、中が隠れてしまうほ
どのボリュームで米沢牛肉100％のお肉
が乗っており、目から満足感を満たしてくれるこの一品。
後味まで濃厚な米沢牛肉を食べ、さっぱりスープの冷たいうど
んをつるりと食す。肉の『存在感』と麺の『のど越し』とスープの
『さっぱり感』のバランスが絶妙。暑い夏に頂く冷たいうどんは
最高です！！

ツルツルのど越し！！冷たぁ
～い、米沢牛肉うどん。冷たい
うどんの上に、中が隠れてしまうほ
どのボリュームで米沢牛肉100％のお肉
が乗っており、目から満足感を満たしてくれるこの一品。
後味まで濃厚な米沢牛肉を食べ、さっぱりスープの冷たいうど
んをつるりと食す。肉の『存在感』と麺の『のど越し』とスープの
『さっぱり感』のバランスが絶妙。暑い夏に頂く冷たいうどんは
最高です！！

うどん匠 元

上杉城史苑

ポポロ
●
ポポロ
●

●
サンルート
米沢

●
サンルート
米沢

PP

大沼
●
大沼
●

★

今世間で、大人気の『ご当地バーガー』米沢版！特注の超BIGバ
ンズの間には、米沢牛100%使用のハンバーグ、厚切りベーコ
ン、新鮮なレタスとトマト、チーズがたっぷりトッピングされて
あり、ボリュームも満点！米沢牛のうま味が凝縮されたハンバー
グがとってもジューシーで、肉汁があふれんばかりに
出てきます。洋食屋さんの本格
ハンバーガーぜひお試しあれ！

今世間で、大人気の『ご当地バーガー』米沢版！特注の超BIGバ
ンズの間には、米沢牛100%使用のハンバーグ、厚切りベーコ
ン、新鮮なレタスとトマト、チーズがたっぷりトッピングされて
あり、ボリュームも満点！米沢牛のうま味が凝縮されたハンバー
グがとってもジューシーで、肉汁があふれんばかりに
出てきます。洋食屋さんの本格
ハンバーガーぜひお試しあれ！

カフェレストラン 飛行船カフェレストラン 飛行船

〒992-0054 米沢市城西1丁目5-56
TEL0238-24-1848
営業時間／11:00～22:00
定 休 日／毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合、火曜日）

米沢駅前に店舗を構える「まるぶん」さんは、米沢牛
と米沢の郷土料理を、美味しくリーズナブルに楽しむ
ことが出来るお店。オススメの米沢牛焼肉定食は、こ
のボリュームでなんと1,600円！米沢牛だけあって
お肉も柔らかく、牛本来のうま
味を際立たせるように味付け
も優しいため、素材そのものの
良さを十分に味わえます。ちょ
っと気軽に贅沢したいときに
は、まるぶんさんへGO！

米沢駅前に店舗を構える「まるぶん」さんは、米沢牛
と米沢の郷土料理を、美味しくリーズナブルに楽しむ
ことが出来るお店。オススメの米沢牛焼肉定食は、こ
のボリュームでなんと1,600円！米沢牛だけあって
お肉も柔らかく、牛本来のうま
味を際立たせるように味付け
も優しいため、素材そのものの
良さを十分に味わえます。ちょ
っと気軽に贅沢したいときに
は、まるぶんさんへGO！

米沢牛を手軽に味わえる
とあって、発売当初から大人

気の米沢牛デリカテッセンシリーズ。お
買い求めは上杉城史苑へどうぞ！！

米沢牛を手軽に味わえる
とあって、発売当初から大人

気の米沢牛デリカテッセンシリーズ。お
買い求めは上杉城史苑へどうぞ！！

米沢牛と郷土料理 まるぶん

〒992-0027 米沢市駅前3-2-18
TEL0238-23-0993
営業時間／10：30～21：00
　　　　　（ラストオーダー20：30）
定 休 日／毎週水曜日

米
沢
駅

●
交番
●
交番

●
新きねや

●
新きねや

●
キムラ
駅前店

●
キムラ
駅前店

★

米沢牛ハ
ンバーガ

ー

米沢牛肉
うどん

米沢牛焼
肉定食

米沢牛ハンバーガー
￥1,260

米沢牛ハンバーガー
￥1,260

米沢牛肉うどん
￥1,000

米沢牛肉うどん
￥1,000

米沢牛コロッケ………1ヶ180円
米沢牛入メンチカツ…1ヶ220円
米沢牛コロッケ………1ヶ180円
米沢牛入メンチカツ…1ヶ220円

米沢牛焼肉定食
￥1,600

米沢牛焼肉定食
￥1,600

お土産＆食
べ歩きに

不動の人気
！！お土産＆食

べ歩きに

不動の人気
！！

Kawashima-Tsushin Aug.2011 Vol.13 07



編集後記
　「携帯電話は、通話とメールとWEBが見られて、簡単に写真が取ることができればそれで十分。」
そんな考え方を最近までしていました。今の携帯電話は便利機能がたくさんついていますが、全てを
使いこなした事がありません。
　そしてやって参りました、スマートフォンの時代です。「今までの携帯電話でも十分に使いこなせな
かった私が、便利機能満載のスマートフォンなど使いこなせるわけがないわ！」と、しばらくの間は
頑なに目を向けようともしませんでした。が、友人が次々に乗り換えて行き、楽しそうにさまざまな
アプリを使う姿を見ているうちに欲しくなり、ついに私もスマートフォンに換えてしまいました。
　使ってみて、実感しました。これはむしろ、私にピッタリです。必要なものだけ取り入れ、いらな
くなったら消せます。オリジナルにアレンジできるスマートフォン、ただ今絶賛中毒中です！（嘉藤）

編集委員：川島印刷 企画部　

松岬公園のお堀に咲く蓮の花。見頃の時には、無数の大輪の花が咲き乱れます。
タイミングを逃すと花びらがしおれていたり、散っていたり、良い花が見つかりません。
形の良い花を探して撮るのは難しい…。

表 紙 写 真

2011年2011年

9月17日（土）～9月25日（日）9月17日（土）～9月25日（日）
202200001111年年年

月月月 日（土）日（日 土） 月月月 日（日）日（日）

2011年2011年2011年

9月17日（土）～9月25日（日）9月17日（土）～9月25日（日）9月17日（土）～9月25日（日）
【主な見どころ】
９
９
　　　　   上杉軍団行列・

【主な見どころ】
９
９
　　　　   上杉軍団行列・

長谷堂の戦い

　　　　   民踊流し・ステージイベント

長谷堂の戦い

　　　　   民踊流し・ステージイベント

三太刀七太刀の激戦から4 5 0年・前田慶次4 0 0回忌記念

土）～土土）～～土）～土）～土）～土）～土）～土）～土）～土）～土）～土）～土）～土）～土）～ 月月月月月月月月月月月月月月月 日（日）日日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）日（日）

どころ主な見ど【主な見どころ】【主な見どころ】
９９
９９

上上上杉軍団行列上杉軍団行列上杉軍団行列 民踊流し民踊流し
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戦国史上最大の死闘と言われた川中島合戦。

                 　　　謙信と信玄の激しい戦いが今ここに蘇る。

時代の息吹を今に伝える

戦国史上最大の死闘と言われた川
謙信と信玄

時代の息吹を今に伝える

米沢上杉まつり 検 索

　毎年春に開催されている、米沢上杉まつり。今年は東日本大震災の影響により、
秋へと延期になりました。長谷堂の戦いも期間中に開催するなど、多彩な催しが展
開されます。このおまつりを通して、皆で上杉の城下町米沢を盛り上げましょう。
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秋へと延期になりました。長谷堂の戦いも期間中に開催するなど、多彩な催しが展
開されます。このおまつりを通して、皆で上杉の城下町米沢を盛り上げましょう。
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