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　“暖かい”…“あたたかい”…“温かい”……温泉？？（笑）春を迎え、心も体もぽっかぽか
になりたい季節到来です☆でも、『温泉旅館はちょっと高い…』『もっとリーズナブルな温
泉ないかなぁ』という皆様！…あるじゃないですか～♪置賜地方は、源泉の宝庫！お家の
近くにもきっとある…そんな地元の気軽に行ける温泉を特集しちゃいます☆

　心と体を癒やす
のに近場の温泉
“賜の湯”は最高で
す！

　天然温泉掛け流し・露天檜風呂・サウナ・
東北でも珍しい水晶砂の蒸し風呂と、のん
びりリフレッシュできます。
　午前６時から午後10時まで入浴でき、
毎日楽しみに早朝から訪れているファンの
方もいらっしゃるとか♪
　手ぶらで行っても利用できるので、お買
い物帰りなどにぜひ☆

ゆったりと、やわらかに。心まで温まる湯の館

おいたま温泉 賜の湯

行ってみっかなぁ♪

お気軽温泉

おいたま温泉 賜の湯
米沢市上新田2300-1
TEL　0238-37-4126
【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・関節痛etc
【料金】大　人 300円（10才以上）

子ども 100円（２才～９才）
【時間】AM6:00～PM10:00
【休日】年中無休

　自家源泉100％
かけ流しで、いつ
でも鮮度良好な天
然温泉・平安の

湯。午前６時から営業していて、早朝から
訪れる方もとても多いそうです♪大浴場で
はサウナも楽しめます。施設も充実してい
て、館内の雰囲気もとってもアットホーム
♡心もあたたまりました♪…余談ですが、
50円のジュースを売っている自販機もあ
るそうです！この安さも人気の秘密かも？
家族で行っても楽しめる素敵な温泉です。

地元を愛し、地元に愛される“天然温泉”

山形県米沢温泉 平安の湯

山形県米沢温泉 平安の湯
米沢市中田町268
TEL　0238-36-0100
【泉質】ナトリウム塩化物泉
【効能】切り傷・冷え症・疲労回復etc
【料金】大　人 300円（中学生以上）

子ども 100円（3才～小学生）
【時間】AM6:00～PM11:00
【休日】年中無休

置賜
地方の
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　全国でも珍しい駅舎に温泉がある総合コ
ミュニティー施設・太陽館。地元の人も、
旅帰りの方も、気軽に立ち寄れるホームの
隣に入り口があります。一歩入るとそこは
温泉！浴室は檜張りと御影石仕立ての２種
類。ほんのりオレンジの灯りが心を穏やか
に癒やしてくれますよ～♪太陽館では『ポ
イントカード』が人気。ガラガラくじで出
たポイントを集めると、１回入浴が無料に
なります♪高畠へ出向いた際は、ぜひ高畠
駅の太陽館へ☆

S
銀 色

ilverのつばさが舞いおりる まほろばの里

山形高畠町太陽館

（担当：大淵、樋口、加藤、鈴木）

掲載致しました情報は、パンフレットやホームページ等を一部参考とさせていただきました。
この取材に快くご協力いただきました皆さまに感謝いたします。ありがとうございました。

山形高畠町太陽館 ハイジアパーク南陽
東置賜郡高畠町大字山崎200-１
TEL　0238-57-4177
【泉質】アルカリ性単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・冷え症etc
【料金】大　人 300円（高校生以上）

子ども 100円（3才以上）
【時間】AM7:00～PM10:00
【休日】毎月第２月曜日（祝日の場合は翌日）

南陽市上野1855-10
TEL　0238-45-2200
【泉質】弱アルカリ性単純温泉
【効能】神経痛・筋肉痛・冷え症etc
【料金】大　人 300円（中学生以上）

小学生 200円（小学生未満無料）
【時間】AM10:00～PM9:30
【休日】毎週月曜日（祝日の場合は営業）

　南陽市の中央花公
園の近くにあり、公
園で遊んだあとに汗
を流して帰る…なん
てことが可能な温泉です♪
　温泉は広くキレイで、子どもも大喜び！
目の前には飯豊連峰、眼下には置賜平野が
広がる絶好のロケーション！目に映る光景
は最高です！無色透明・無臭の温泉で女性
に嬉しい“美人の湯”として有名です。

　スタッフの方もと
ても親切で、心おき
なく温泉を満喫する
ことができます。

東洋の桃源郷　健康の館へようこそ

ハイジアパーク南陽

やっぱ

お風呂あがりは

コレだよね～

ＺＺＺ…

Σあっ！

油断した!!

コーヒー牛乳

マッサージで

リラックスおふろあがりの
おまけ
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１．“タイプ”について

２．“写植”について

印刷技術の過去・現在・未来

印刷の歴史 タイプと写植
第２回

　前号新たな連載企画としてスタートした
「印刷の歴史」。今号は“タイプと写植の
時代”という内容で詳しくお伝えしていき

たいと思います。
　また弊社での作業風景など、貴重な写真
とともに解説していきます。

　和文タイプライターは、和文（日本語）
の文章を活字体で作成する機械装置で、杉
本京太によって発明され、1915年に「邦
文タイプライター」（2400文字）として
その原型が製品化されて以降、ワードプロ
セッサ登場以前に長い間使用されました。
　このタイプライターは活字箱に沢山の活
字を並べて、目的の文字を機械でつまみ上
げ、用紙にインクリボンを通して打ち付け
るという方式です。

　この方式
の利点は、
予備の活字
箱を用意す
れば、いく
らでも文字
を増やすこ
とができること。反対に機械の構造が複雑
で操作に熟練を要し、価格も高価であった
為、会社・役所等での使用に限られました。

　正式には「写真植字」といい、写真の原
理を用いて印字する方法のことを指します。

印字するには、
「 写 真 植 字
機」（写植機）
という専用の
機械を用いま
す。
　印字される
感材には主に

「印画紙」が用いられ現像すれば、白い紙
に黒い文字として現れます。これを印刷原
稿の台紙に貼り込み、版下として製版工程
を経て、印刷となります。
　写真植字のメリットとして、文字版のネ
ガをレンズで拡大または変形することがで
きます。
　写植で印字した文字には、独特のやわら
かさがあり、今のパソコンを用いたデジタ
ル文字とは、また違う雰囲気がありました。

和文タイプライター

写真植字機

Kawashima-Tsushin May.2013 Vol.2304



３．当社の作業風景（昭和43年頃）

　（参考：Wikipedia　担当：星、加藤、鈴木）

写真の原理を利用し、光を使った印字方式

写真製版で作成したフィルムを、次工程で
印刷できるように、アルミプレートに焼付
加工します。

“タイプ”は活字を利用してインクリボン
（カーボン）ごしに文字を打ち込む印字方式

タイプや写植を貼り付けたものを“版下”
といいます。その版下をフィルムにして写
真や色分けなどをする工程です。

写真植字作業

焼付作業

タイプライターを用いた作業

写真製版

次回予告 現代の印刷・これからの印刷
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　ダンスと歌で地域を盛り上げよう
という、米沢発の社会貢献アイドル

「Ai-Girls」が誕生しました。
　今回のレポ！おきたまでは、去る
4月13日に市民文化センターにて行
われた、Ai-Girlsお披露目の記者会
見の様子をお伝え致します。
　グループ名には、直江兼続の「愛
と義」をテーマに、米沢を愛しても
らうため、また愛にあふれた温かい

“こころ”をもって、地域を元気にす
るボランティアアイドルグループと
して応援してほしいとの思いが込め
られているのとのこと。
　オーディションで選ばれた20名
のメンバーは、本格的な活動に向け、
週２回のレッスンに励んでいるそう
です。今後の活躍が楽しみですね。

（担当：笹木、大淵）

メンバーの年齢層は小学生から23歳までと幅広い。

ステージ衣装には名産品の
米沢織が使われている。

記者会見ではオリジナル曲
「カラフルtime」が披露された。

　４月１日より入社、営業部へ配属となりました。
　この業界、そして営業職も未経験のため勉強の日々で
すが、新たな出会いの数々に新鮮な毎日でもあります。
　営業として、お客様から「作ってよかった」「お願いし
てよかった」と心から思っていただくのはもちろん、そ

れが地域全体を活気づけるきっかけとなるような企画・提案をしていければと考えています。
　これまでお付き合いいただいていた皆様、そしてこれからお世話になる皆様、何卒よろしくお
願いいたします。

新入社員紹介

（担当：渡邉、樋口）

営業部 営業一課

佐
さ と う

藤　康
やすのり

徳 （28歳）

昭和59年7月18日生
Ａ型
趣味／ドライブ

Ai-Girls記者会見
2013.4.13（Sat.）

レポ！おきたま
Report OKITAMA
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神保常務
長い間ありがとうございました

　この度は貴重な紙面を私の為に計らって頂きまして大変恐縮に存じ
ます。
　今年の２月に営業の金子顧問が退社されるときになって、はたして
自分は勤続何年になるんだろうと数えてみましたら39年と1ヶ月でし
た。周りをみれば社員の３分の２以上は産まれていない状況です。し
かし親と子の年齢差があるにもかかわらず、実の息子よりギャップが
なく感じられたのは不思議です。それは、仕事を通しての共通する話

題があったからかもしれません。
　入社時はアナログの時代で、今の若い人達からすれば想像も出来ない非効率な仕事内容
でしたが、振り返ってみれば辛かった事より楽しかった事ばかりの方が、今となっては想
い出となってます。
　前社長・現社長はもとより、社員の皆様方に支えられ、助けられながら過ごして退社す
ることが出来ましたことは、この上もない幸せ者とただただ感謝に耐えません。ありがと
うございました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  神保  滋宗　

　このたび39年という長い間、川島印刷の要
かなめ

として活躍された神保常務が3月31日付で
退社されました。
　豊富な経験と知識から私達が学んだことはとても大きく、深く感謝致します。
　４月からは松林寺住職として本業に専念されています。今後も健康に留意しながら多方
面でのご活躍をお祈り致します。

（担当：笹木、大淵）

常務のごあいさつ 総務・管理部の仲間とともに

本当にお疲れ様でした おひとつどうぞ

送別会の様子
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　これから気温が上がり、肌の露出が増える季節の到来です。女性にとっては嫌な季節で
もありますね～。ここでは即効性は期待できませんが、健康的で無理なくできるダイエッ
ト法“食べ合わせダイエット”を紹介したいと思います。

　食べ合わせダイエットとは、面倒なカロリー計算、食事制限はなく食事の分量はいつも
のままで食べ合わせを考え、不足しているものを付け足していくことで無理なく痩せるダ
イエット方法です。単なる経験則でなく、管理栄養士、栄養学博士によって考案されたダ
イエット法で、以前TV番組で紹介されましたのでご存じの方もいるかと思います。

　このようにほとんど我慢しなければいけないことがなく、非常に楽な食べ合わせダイ
エットですが、効果があらわれるのにやや時間を要するダイエットでもあります。
　短期間で効果を得ようとせず、半年程かけて長期戦のつもりで挑戦するとよいでしょう。
そのかわり、このダイエットでリバウンドすることはほとんどないようです。

＊パン類は乳製品と一緒に食べる カロリーをゆっくり吸収できます。

＊ラーメンを食べる前には
　野菜ジュースを飲む

単に満腹感が得られるだけでなく、血糖値の上昇
がゆるやかになるため、脂肪がつきにくくなりま
す。

＊焼き肉を食べる前にキムチを食べる キムチなどの発酵食品に含まれる乳酸菌が代謝
アップを促し、脂肪燃焼効果が期待できます。

＊お寿司の前にガリを食べる しょうがは体を温め代謝アップの効果があるの
で、お寿司の前に食べておくとよいそうです。
魚は良質な脂質（油）が豊富なので脂肪燃焼効果が
期待できます。
お寿司を食べるなら、赤身・青魚がおすすめ。

＊揚げ物にレモンをかける 天ぷらにお酢など、いろいろあるようです。

（参考：食べ合わせダイエット　http://www.drummerkombat.com/）　（担当：笹木、星）
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編集委員：渡邉広樹、笹木啓子、星　優子、大淵　藍、樋口美来、鈴木聖子、加藤秀明 

　日に日に暖かくなり、桜が咲く過ごしやすい季節になりました。今回のかわしま通信
Vol.23で特集した印刷の歴史“タイプと写植”では、経験者がおらずその当時の内容
を把握するという手探り状態からの作業になりとても苦戦しました。昔の作業工程を知
ることで、現在は良い環境で仕事ができていると思えた良い機会をいただきました。
　５月は一年を通し紫外線がもっとも強い時期になりますので、皆さんも紫外線予防対
策＆ケアをしていきましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（星）

編集
後記

健康
プチ豆知識 食べ合わせダイエット


