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　上杉鷹山公や小野小町などを始め、米沢
の偉人たちや米沢にゆかりある人物たちに
よる壮麗な行列が会場周辺を練り歩きます。
勇壮な甲冑姿や優美な衣装を着た姿を見れ
ば、その時代にタイムスリップした気分が
味わえるかもしれませんよ。

　米沢牛丼、ステーキ丼などの地元オリジ
ナル丼、米沢風芋煮など置賜近隣の美味し
い丼が大集結！ぜひ各店の自慢の美味しい
丼を食べ比べてください。様々な特産品も
販売！最高の一品に出会えるかも！！豪華
景品が当たる抽選会もお見逃しなく！

特 集 米沢に新しい祭が誕生します

写真はイメージです

「なせば成る　なさねば成らぬ何事も　成らぬは人のなさぬ成りけり」
この有名なことばを遺した、鷹山公の精神を受け継ぐ市民のお祭りです。
今回の特集では、米沢時代行列や米沢どん丼まつりなど、見どころについてご紹介
いたします。

時を越え～ 今なお受け継ぐ伝統の味･技･心

主な見どころなせばなる 秋まつり

9/ 29
30

9/29 米沢時代行列 米沢どん丼まつり
米沢うまいもの市

いも煮

なせばなるなせばなる

秋まつり
2012

9/29土30日

松が岬公園 伝国の杜周辺
10:00～17:00（30日は16:00まで）
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　草木塔とは、自然の木や草
の命を大切に想い、その命を
供養する碑や塔のことです。
古くは200年以上前から始ま
り、今でも建立が続く置賜を

　米沢市と国道121号でつながる終点地、
栃木県益子町の交流イベント「益子陶器市
inよねざわ」が今年も開催されます。様々
な技法によって作られる益子焼の独特の味
わいを実際に手に触れ日用品
として使ってみてはいかがで
しょうか？

協力：なせばなる秋まつり実行委員会　　（担当：渡邉、金子、鈴木（昇）、二瓶、北島）

9/ 29
30

9/29 草木塔祭 益子陶器市 in
よねざわ

中心とした山形県特有の文化です。自然を
大切にする心を今に伝える「草木塔」を通し、
命の大切さを改めて考えてみませんか？

　上杉鷹山公の時
代から続く、杭
などに紐をつるし、
その中に商品を入

　今年初の開催となる「なせばなる秋まつり」、米沢ならではの歴史や文化に触れられそうです！
　これまで秋に大きなお祭りがなかったのに加え時期的にも過ごしやすいと思いますので、是
非みなさんもご家族やご友人仲間と一緒に足を運んでみてはいかがでしょうか？

なせばなる秋まつり実行委員会
　TEL. ０２３８－２２－９６０７

ホームページアドレス
http://www.yonezawa-kankou-navi.com■お問い合わせ

⃝赤湯温泉ふるさと祭り
　（烏帽子山八幡宮例大祭）
　９月第２土曜日、日曜日
　赤湯公民館

TEL0238-43-3466

⃝白鷹鮎まつり
　９月18～20日
　白鷹町観光協会
　　TEL0238-86-0086

⃝南陽の菊まつり
　10月20日～11月11日
　南陽市観光物産課
　　TEL0238-40-3211

⃝たかはた秋まつり
　毎年11月上旬
　高畠町商工観光課
　　TEL0238-52-4482

⃝かわにし秋まつり
　毎年10月上旬
　川西ダリア園
　　TEL0238-42-2112

　上杉鷹山公が藩の財政を建
て直すために推奨した伝統産
業の数 （々米沢織・笹野一刀
彫り・米沢焼など）を展示・
体験・販売。米沢に根付く伝

9/ 29
30

9/ 29
30棒杭市（ぼっくいいち） 今に伝わる伝統市

統産業を受け継ぎ発展させていく、作り手
の技や心に触れ、古の時代に想いを馳せて
みませんか？

れて販売する伝統の無人販売所。貧しくと
も盗みを働くものがいない、金額をごまか
したりせず、正直にお金を金銭箱に入れ商
品を買う。人と人とが信じ合えるからこそ
できる無人販売所を現代風に再現！

他にもまだある秋のお祭り

復興応援!!
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　製本の加工工程の一つで、印刷された紙をまと
めて断裁機で切る作業のことを言います。同じ意
味の言葉に「裁断」がありますが、印刷・製本分
野では主に「断裁」を使います。

Ａ１のポスターであれば１面
で印刷し、Ａ３の物であれば
同じ物を４面付けで印刷し、
４等分に断裁します。

（全判などの大きな印刷機の場合）

　パンフレットやリーフレットなどの
用途にあわせた折り加工、冊子加工用
のページ折りなどがあります。

２つ折

観音折

３つ折

８ページ折

巻３つ折

16ページ折

巻4つ折

①断裁作業

②折りの種類

印刷の謎とヒミツにせまる!!

印刷の部屋 印刷後工程に
ついて

第４回

　前回は印刷用紙についてお届けしましたが、今回は印刷後工程、製本の作業に
ついて、お届けします。製本課では様々な作業があります。

仕上がりサイズよ
りも一回り大きい
紙に印刷された
ものを指定寸法
に断裁します。

Ａ1
Ａ
３
Ａ
３

Ａ
３
Ａ
３

パンフレットと
リーフレットの違い

パンフレット
複数枚のものを綴じ
加工した小冊子
リーフレット
一枚物を折り加工
されるだけの物

例えば
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のり

【 無 線 綴 じ 】
ホットメルト

（のり）

　比較的ページ数が少ない薄手の
冊子によく使われます。
　二つ折りにした紙の折り目の部
分を針金で留めます。
　※お読みいただいている「かわ
しま通信」が中綴じです。

　ページ折りの背の部分に「あじろ」という切れ目を入れ、そこからホットメルトを浸透
させます。
●ホットメルト（のり）
　常温で固形の物を、160～180℃に温めて、液状にして
使用します。
●あじろ
　折の部分にのりが浸透するための切れ目

　折りのない１枚物の紙を
かさねて、背の部分をのり
で固めます。

「オンデマンド印刷について」を、お送りします。to be continued…

③中綴じ

④あじろ綴じ

⑤無線綴じ

次回予告

（担当：鈴木（昇）、大竹、金子）

雑誌とかでよく見る
製本方法だね！

のりだけで
くっついている
なんてびっくり！

針 金

【 中 綴 じ 】
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米沢牛入り醤油焼きそば（㈱松川弁当店）
太めの麺が醤油とからんで旨すぎる焼
きそば。本気でおかわりしようと悩み
ました。

米沢牛ハンバーガー（グルメプラザ金剛閣）
昨年売り切れで食べられず涙をのんだ
為、今年こそは！と真っ先に頂きました。
ハンバーグが厚い！ジューシー！

トマトソースのポルぺッティーネ
（イタリアンダイニングえん）

この品質が屋台で!?と思わずにいら
れない手の込んだ逸品！

米米ぎょうざ（コンフォルタ）
アツアツ、パリパリの米粉の皮がサイ
コー！ビールに合う～！

　Y-1グルメグランプリが7月22日(日) まちの広場にて開催
され、今年も家族でおいしいものを頂きに行ってきました。
　地元食材を使用した一品料理を食べたお客様の一票が順位
を決めるグランプリ。
　第３回を迎える今年は、昨年の倍の16店舗が出店です！
まずどこの何を食べようか、いきなり迷ってしまいました。
　ですが、悩んでいるとあっという間に長蛇の列ができてし
まいます。
　全部食べたいところでしたが今年初出店のブースを中心に
６種類のグルメを堪能しました。
　今年の結果は下記の通りでしたが、どれも個性的で美味で
した。
　来年のグランプリにも大いに期待したいと思います。

もち天ぞう煮
（そばや伝右エ門）

うこぎとマーマレー豚
の石釜PIZZA
（Ｋ太郎）

ねぎマヨから
（ゆあ～ず）

結　果

グランプリ 第２位 第３位

（担当：鈴木（朱）、二瓶）

Ｙ-１ グルメグランプリ
2012.7.22 (Sun.)

レポ！おきたま
Report OKITAMA

米沢の味を満喫
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配置替え中

コミュニケーション力

up !!　

遠藤　　伶 （24歳） 昭和62年11月５日生
Ａ型
趣味／LIVE観戦、旅行

　６月１日に入社しました。３ヶ月の試用期間が終
了し、９月から正社員となりましたので、よろしくお
願い致します。
　営業職は初めてですが、今まで「人見知り」という
言葉とは無縁で過ごしてきたので、持ち前の元気と
明るさを生かして頑張ります!!

　営業がオペレーターと机を並
べることで、お客様のご要望を
より効率的に伝え、サービスの
向上を図ります。

　７月27日（金）に川島印刷恒例のビ
アガーデンを「のり蔵」さんで従業員会
主催で行いました。
　おいしい「創作料理」やキンキンに冷
えた冷た～いビールを飲みながら、熱い
トークが繰り広げられ、普段仕事以外で
話さない人とも親睦を深めることがで
きました。

新入社員紹介

営業部が事務所棟から制作室へ移動しました。

2012ビアガーデン開催

プリプレス部

営業企画部
営業部

（担当：大竹、後藤）
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　今年の夏は毎朝起きるとロンドンオリンピックの結果を確認し、夜になるとTVの前で
応援･･･の繰り返しだった気がします。
　選手たちがオリンピックに出場するまでには大変な苦労や努力があったのだろうと考
えると、勝っても負けても選手たちの活躍に感涙！o(；△；)o
　そんなオリンピックの感動と日焼けの足跡を残して、暑い夏も過ぎ去って行きました｡
　ところで、シミはできてしまっても食事と生活に気を付ければ次第に薄くなっていく
ものだそうですよヽ(*⌒∇⌒*)ﾉ
　シミに効果のあるβ-カロチン(ニンジンやカボチャ)やビタミンＣ(レモンや柿)をお
いしくいただく食欲の秋に突入です！  （担当：鈴木（朱））

　秋は食べ物が美味しくて、ちょっと食べ過ぎてしまいがちです。美味しいものを、安
心して美味しく食べるために、「太らない食習慣」を身につけておきませんか？

～肥満を防ぐ4つのポイント～
【よく噛んでゆっくり食べる】
早食いの人ほど太っている傾向があります。遅食いの人は、よく噛
みながら食事時間をゆっくり楽しむことで味覚を楽しめ、満腹感を
しっかり実感でき食べすぎが防止できます。一口20回といいます
が、まずは一口10回から始めましょう。

【夜遅い食事を止める】
就寝前3時間以内の食事は控えましょう。特に脂っこいものや甘い
ものなどは避けましょう。秋の味覚の一つ「果物」には糖分（吸収し
やすい果糖）がたくさん含まれていますので、夜ではなく、できれ
ば朝や昼間に食べましょう。

【こまめに体を動かす】
秋は涼しく、体を動かすことにも適しています。忙しいとどうして
も運動する時間をとれないとあきらめてしまいがちですが、少し多
めに歩く、ストレッチやスクワット、腹筋など、ちょっとの時間で
行えることをこまめに行いましょう。

【ストレスをためない】
やけ食い、どか食いはストレス解消のための場合が多いです。無理
な食事制限によるダイエットも大きなストレスです。無理なダイ
エット、急激なダイエットをしないこと、ストレスをためないこと
が大事です。 

※参考文献：健康豆知識
（担当：鈴木（朱）、後藤）

編集
後記

健康
プチ豆知識 食欲の秋…

　　食べ過ぎに注意!!
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