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印刷の謎とヒミツにせまる！

印刷の部屋

ご当地ヒーロー アズマンジャー誕生！！
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降流美味形出掌

アズマブラック

　米沢にご当地ヒーローが誕生しました。その名は「ＹＯＺＡＮ戦士アズマンジャー」。
　地域産業活性化と子どもたちへの伝統文化の伝承を“任務”に、市内外で活躍中！！

　アズマンジャーは、舘山豪（たてやま・ごう、アズマレッド）、牛原力（うしはら・りき、
アズマブラック）、鯉堀昇（こいほり・しょう、アズマブルー）の3人組。米沢市征服をも
くろむガオル一味を「必殺アズマンオショウシナー」と「感謝の心」で倒す。

　既に様々なイベントで活躍中ですが、まだまだ謎の多いアズマンジャーとガオル一味。
皆様の疑問を解消するため、かわしま通信編集部が突撃取材を敢行しました。

特 集

ご当地ヒーロー
アズマンジャー誕生！！

普段は、
米沢鯉の養殖
をしている。

【必殺技】
甘
う ま に り ゅ う う ま が た け ん

煮流美味形拳

アズマブルー

ガオルの米沢征服のために動く戦闘
員。ガオルが憎しみを使って生み出す。

闇邪鬼　ガオル

?
人々の膨大な憎しみが作り出した
実体のない闇邪鬼。米沢市征服を
目論んでいる。
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編集部が突撃取材！

アズマンジャーはこれから仲間を増やす予定はありますか？

（レッド）　んだなぁ予定はないげんど、オラだど同じように、米沢が大
好きで、米沢を守っていぎだいと思う人がいだら一緒に力を合わせで米
沢を守っていぎだいな。そしてオラだが絶対絶命のピンチのときは、新
しいヨネザワノチカラを使って変身した戦士が現れっかもしんねな(笑)

ジャミンナさん、野望が叶ったあかつきにはどうしますか？

（ジャミンナ）　私に物を尋ねるとはいい度胸してるわね…まぁ良いわ。そ
れは米沢の良いところを全部奪った後ってことかしら？そうねぇ…米沢の良
いところを奪ってしまえば、米沢に住む人々の心から米沢を大切に想う心や、
おしょうしなとかいう感謝の心も無くなるわ。つまり自分のことしか考えな
い悪者となるのよ。そうすればガオル様は人々を手下にして、米沢にガオル
帝国を築くでしょうね。そうすれば私も…ふふふっ楽しみだわ♪

感謝の心が失われつつあるため、ガオルは復活してしまいましたが、どうしたら感謝の心は
増えると思いますか？

（ブラック）　それはお家の人や地域の人達のお手伝いをしたり、困ってたり悩んでる人がいたら
お互いに助け合うことが感謝の心を増やす上でとても大切だと思うな。オラだも、ジャミンナ達
に負けそうになったとき、みんなの「がんばれー！」っていう声が聞こえだがらがんばらっちゃんだ。

ガオルは強いですか？

（ブルー）　ガオルは、オラだのご先祖様が激しい戦いの末に封印したみだいなんだげんど、
かなり強がったってことが家に代々伝わる古文書さ書いでありました。更にパワーアップし
て現代さ蘇ったげんど、米沢の人だぢが、人を思いやる気持ぢど、米沢を愛する心を失わな
ければガオルがどんなに強ぐなったってやっつげることが出来っと思います。んだがらみん
な！これがらもオラだど一緒に、米沢を守っていぎましょう！

アズマンジャーは飛べますか？

（３人）　オラだは飛ばんにな(笑)

　地域と「感謝の心」を守るために活動を続
けるアズマンジャーと、それを阻止しよう
と企むガオル一味。これからも、両者の戦
いには目が離せません！

詳しくは「YOZAN戦士　アズマンジャー」
公式ホームページ http://azmanger.com/

　編集部にアズマンジャー
大好きなちびっ子からお便
りが届きました。
　募集もしていないのに、
どうして届いたのでしょ
うか。
　もしかしたら、「感謝
の心」がちびっこに届い
たのかもしれませんね！

お便りコーナー

太田町 A.Hちゃん

アズマンジャー　インタビュー

検　索アズマンジャー

Q 1

Q 2

Q 3

Q 4

Q 5

A 1

A 2

A 3

A 4

A 5

（担当：渡邉、堀川、星、大坂）※取材協力：ジーエスデザイン株式会社
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　2000年前、中国で発明された紙。そもそも紙とは、
木材などの植物から取り出した植物繊維を水の中に分散
させ、シート状に形成して脱水したのちに、乾燥したも
のです。印刷用紙には様々な種類があり、使用用途によっ
て印刷する用紙は変わります。今回は印刷用紙としてよ
く使用されるものをご紹介します。

　植物繊維を100％使用し、表面に一切の
加工を施していない印刷用紙。
　（この頁で使用しています）

　上質紙の両面にコート剤を塗布し光沢加
工を施した印刷用紙。
　（この冊子の表紙で使用しています）

①印刷用紙の種類について

上質紙 コート紙

印刷の謎とヒミツにせまる!!

印刷の部屋 印刷用紙に
ついて

第３回

　「印刷」「インク」とご紹介してきました印刷の部屋、今回は書いたり、印刷したりして情
報を伝えるために必要な「紙」についてお届けしたいと思います。

【主な使用用途】
書籍、雑誌、ノート、メモ帳、コピー
用紙など

【主な使用用途】
チラシ、カタログ、パンフレット、リー
フレット、ポスターなど
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縦目（T目） 横目（Y目）

紙の目と平行に沿って
破りやすい、折りやすい

まっすぐ裂けます きれいに折れます

紙の目と垂直に沿って
破りにくい、折りにくい

きれいに裂けません 折り目が割れてしまいます

　どんな紙にも「紙の目」というものがあります。簡単に言うと繊維の流れの事です。
　紙の長辺に平行方向に繊維が流れている紙を縦目（T目・タテ目）といい、紙の短辺に平
行方向に繊維が流れている紙を横目（Y目・ヨコ目）と言います。

　紙の目は使用する用途によって大きく関係するので、きちんとその特性を把握すること
が重要です。

「印刷後工程について」を、お送りします。to be continued…

②紙の目とは

③紙の目の特性

次回予告

（担当：加藤、笹木、川合、鈴木）
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子供達が黒獅子の
見事な踊りを披露！

当日は天気に恵まれ県内外から大勢の来場 黒獅子のアップは迫力満点

大きな鳥居をくぐり踊り子達が登場

長井市に伝わる伝統の踊り

　５月19日、長井市の「ながい黒獅子まつり」に
行って来ました。長井市では、毎年５月の第３土曜
日、各地区の獅子が一同に会し、五穀豊穣、交通安
全、家内安全を祈願して市内目抜き通りをねり歩き
ます。今回は、昼間に行われた３つの小学校の獅子
踊りを見に行きました。当日は天気も良く、大勢の
人達が黒獅子の踊りをカメラやビデオ片手に夢中で
撮影し、とても楽しんでいました。この「ながい黒
獅子まつり」に初めて参加して、小学生の生徒さん
達が踊る黒獅子の踊りに魅了され、とても感動しま
した。このように地元の伝統的なおまつりを若い世
代の子達が積極的に参加し、昔からの文化を守り、
受け継いでいくことは、とても素晴らしいことだと
思いました。今回は、昼の踊りしか見ることが出来
ませんでしたが、次回はぜひ夜の黒獅子の踊りも見
に行こうと思います。　　　（担当：加藤、諏訪）

ながい黒獅子まつり
2012.5.19（Sat）

レポ！おきたま
Report OKITAMA
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節電うちわ
PROJECT in YONEZAWA 2012

そろそろ

暑い夏が始まろう
と

しています。

そこで…今年も

やります！

昨年に引き続き電力不足が予想される今夏、少しでも節電に関心を持ってもらい、エコ活動の輪を広く
発信していきたい！という想いで企画しました。
当プロジェクトに賛同していただいた米沢市内の企業様、事業所様からのご協賛により、100％紙製
のエコうちわを作成。作成したうちわは、置賜広域観光案内センターASK様のご協力で、米沢駅構内
に設置、駅を行き来する皆さまが、無料でうちわを手に入れることができます。

◁期間中、のぼりを当社の入口に立ててPR

米沢発!!節電うちわプロジェクト2012

今年のイメージキャラクターは、米沢の可愛らしい人気者【かねたんと仲間達】!!

今回のプロジェクトを通して、この節電うちわをご覧いただき、昔からある自然の価値を
見つめ直してほしいという想いと、かねたん達が地元米沢でもっともっと活躍してほし
い！という願いが込められています。
かねたんのモチーフとなった直江兼続が生きた戦国時代は、クーラーや扇風機などある
わけもなく、夏が暑いのは当たり前として過ごしていたのではないでしょうか。そんな
昔の人々の暮らしを、かねたん達に置き換えてできたのが、今回の節電うちわのデザイン
です。

設置期間は2012年7月1日㈰～9月30日㈰まで！
なくなる前に是非３種類のかねたん達を集めてみてネ！

（担当：大坂、星）

2012年イメージキャラクターとうちわデザイン

打ち水▼ 風　鈴▼ 星　空▼
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　じめじめした梅雨の時期、外出するのも億劫になってしまいます。
　こんな時でも、小さい子どもはかわいい長靴をはいて水たまりも気にせず、
楽しく歩いています。米沢人の私は、冬の間、いやというほどはいた長靴を
雨だからと言ってはいたりはしません。
　子どもをまねてお気に入りの傘をさしレインブーツをはいて、梅雨の外出
も億劫がらずに楽しんでいれば、もうすぐあつ～い夏が来ます。  （担当：鈴木）

　今年も暑い夏が到来します。夏に注意しなければならない事…、それは「熱中症」ではな
いでしょうか！！暑い環境下に長時間いると熱中症になる危険性は高くなります。ですが、
夏場の体調管理の仕方によっては、熱中症を予防・回避することができます。睡眠・食事・
水分補給など、いろいろな予防法がありますが、今回は熱中症を予防・緩和する栄養成分
と食べ物を紹介します。
【カリウム】
　カリウムが失われると細胞内が脱水症状を引き起こしま
す。日常的にカリウムを取ることで熱中症にかかった時の回
復力を高めることが可能です。
〈カリウムを多く含む食品〉

いんげん豆、海苔、ほうれん草、じゃがいも、バナナなど
【ビタミンB1】
　不足すると糖質を分解することができず、疲労物質（ピル
ビン酸や乳酸など）が溜まり、疲れやすくなります。
〈ビタミンB1を多く含む食品〉

豚肉、ウナギ、グリーンピース、大豆など
【クエン酸】
　梅干しやレモンなどに多く含まれている酸味主成分で、疲
労の原因となる乳酸の発生を抑え、疲労回復に優れた効果を
発揮します。
〈クエン酸を多く含む食品〉

グレープフルーツ、オレンジ、食酢など
～熱中症を予防するポイント～
●直射日光を避ける　　●吸水・即乾の服を着用　　●規則正しい生活をする
●こまめに水分補給（アルコールでの水分補給はダメ）　　　　　　　　　　（担当：川合）

※参考文献：いであ株式会社　お天気レシピカレンダー

編集
後記

健康
プチ豆知識 熱中症を予防し

　　　快適な夏を！！
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