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      MAP

⇨廃線となった旧高畠駅から東に伸びる「昭和
縁結び通り商店街」通りには、各商店のショー
ウィンドウに昭和30年代のレトロな生活用品
や玩具、時計、カメラなどの品々が飾られてい
たり、その当時のマンガ本や雑誌、映画のポス
ターなど店内の壁一面に展示している喫茶店も
あります。
　この「昭和縁結び通り商店街」は平成７年か
ら取り組みを始め、現在17軒ほどが「昭和ミ
ニ資料館」として見学が可能です。
　そんな懐かしさ溢れる高畠町を散策してみま
した。　

❶昭和壱号館（金計堂本店）…時計・カメラ
❷昭和弐号館（手打ちそばの伊澤）…遊具・スポーツ
❸昭和参号館（高砂屋珈琲店）…映画ポスター
❺昭和五号館（みなさまのちょうさん）…茶の間・生活用品
❻昭和六号館（そば処ふるかわ）…マンガ本・映画本
❼昭和七号館（浮

う き

多
た

夢
む

）…陶芸作品
❽昭和八号館（大野屋）…菓子製造道具
�昭和灯号館（デンキのオカザキ）…テレビ・ラジオ
�昭和十一号館（相田時計店）…ハカリいろいろ

店　名　　　　 展示品 店　名　　　　 展示品
�昭和十二号館（大浦豆腐店）…台所用品
�昭和十四号館（皆川石材店）…石加工道具
�昭和十五号館（瀧澤菓子店）…製菓用品
�昭和十六号館（村上茶舗店）…著名人のサイン入り等
�昭和十七号館（おばこや）…古いブリキのおもちゃ等
�昭和十八号館（ヤブンジ荒物店）…昔なつかしい蔵づくり
�昭和二十号館（加藤五右エ門商店）…昔なつかしい蔵店
�昭和二十一号館（ちゅうしん蔵）…レンタルスペース
※見学される方は営業時間をご確認ください。

５ｍもある石仏。足を丈夫にする仏
様。長さ４ｍもある大わらじをはじ
め、下駄・草履は奉納されている。
ぜひお参りして丈夫な足に！

元禄年間建立。
８月 10 日「ごんぼの実
まつり」が毎年行われる。
このまつりは東北の奇祭
としてテレビで紹介され
た。縁結びのおまつり。

《通称：お観音さま》

「昭和ミニ資料館」昭和の
香り漂う

高畠町

昭和３号館
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取材にご協力いただきました皆様、ありがとうございました。

その時代を知る世代の方は「わ～懐かしい！」と
思わず言葉が出てしまう事でしょう。
子供達と一緒であれば昔の生活の様子を聞かせた
り、同年代のお友達とは懐かしさを共有出来たり
する楽しみがあります。
また、「昭和縁結び通り商店街」沿道には、犬の宮、
猫の宮に因んだ小さな石像が多数点在しているの
で、それを探してみるのも楽しいかと思います。
暖かい春の陽気に誘われて、懐かしさとふれあい
を大切にする商店街を、散策してみてはいかがで
しょうか。

・全国的にも珍しい「犬の宮」「猫の宮」がある
ことで有名な高畠町ですが、それにちなんで「い
ぬ・ねこ健康祈願祭」が 5 月 23 日（土）に多
目的広場駐車場にて行われます。
今回で 3 回目を迎えるイベントで、それにあわ
せた「わんにゃん高畠ペット祭り」も開催され
県内外から可愛いわんちゃん、ねこちゃんが大
集合しますのでペットファン必見です！

・高畠町や県内各地を舞台にした地域ドラマが
今年秋に放映されます。
どんなドラマなのか今から楽しみですね！

「昭和ミニ資料館」 昭和１号館

昭和６号館

昭和５号館

昭和17号館
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 発見！

◆SEOを専門とされている業者様をやめられて川島印刷へご依頼頂いた理由を教
　えてください。

ＷＥＢの力 
　　　ダイジェスト

◆当社の作業の進め方は如何でしたでしょうか。

菅野食品様は他にも玉こんにゃく専門の「こんにゃく本舗」というネットショップを運営されていま
す。「霜降屋」を含め、是非ご覧ください。

▶今まで紙媒体でお付き合いしていた事と、このように顔をあわせ
て打合せできることに魅力を感じました。

　今までのSEO業者は電話でのやりとりしかできず、お金だけがど
んどん減っていく感じでした。

無事SEO対策で
10位以内に入ることができたのか？

その結果をぜひご覧ください！
http://urx3.nu/jnHU

▶作業スピードが速くて助かりました。
　また、デザインを見せてくれてから作業に着

手してくれる点も安心感がありました。

有限会社 菅野食品
〒992-0343  山形県東置賜郡高畠町大字根岸23-2
TEL0238-52-1108㈹  FAX0238-52-3137
E-mail webmaster@konnyakuya.net

こ ん に ゃ く 本 舗  http://www.konnyakuya.net/
米沢牛専門店霜降屋  http://www.yonezawabeef.net/

今回は高畠町で玉こんにゃくやもやしを製造されている『菅野食品』様をご紹介します。
菅野食品様は「霜降屋」という米沢牛を扱うネットショップを長年運営されており、検索順位
を10位以内にしたいというご要望を頂きました。SEOについて大変知識が豊富でいらっしゃ
る代表取締役の菅野様。中身の濃い専門的なやりとりをさせて頂きながらSEO対策を進めさ
せていただきました。

Vol.２
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　米沢市出身のシンガーソングライター 中川知美さんを紹介し
ます。実は当社の大竹工場長の姪っ子さんなのです！平成25年
に須貝智郎氏に師事し、音楽集団「蛇の目傘ファミリー」に参加
し、平成26年にプロデビュー。デビューCD「あなたの街へ」か
ら現在まで３枚のCDをリリースしています。地域のイベントな
ど、各地で活動の場を広げています。New alubum「そして花
になれ」是非聴いてみてく
ださい。

これからの活動予定　
５月 4日（月・祝）　山形市野草園ライブ
５月24日（日）　希望の芽2015in夢メッセMiyagi
５月31日（日）　新潟県燕市文化会館大ホール
６月21日（日）　TOMOOのサクランボ狩りコン
　　　　　　　　サート など                （４月１日現在）

　50代のプログラマーです。私が情報システム関係の仕事をしだし
た20代の頃、プログラマーの定年は35歳と言われていましたので、
今なおプログラミングを続けられていることを有り難く思いつつも、
不思議にも思うところであります。（恐らく、余程他の事が出来なかっ
たからなのでしょう。）
　しかし、単にプログラミングのオジサンではいたくありませんので、
これまでの経験から様々なシステム化の提案も出来るオジサン（既に

ジジイという声も...）になりたいと思っています。
　情報システムの分野は変化が激しく、ついていくのがなかなか大変です。新しい技
法や応用法を学びながらも、実務で取り入れる際は、汎用的
で安定したものかを重視するように心掛けています。それが
後々のシステムの保守性に大きく関わってくると思うのです。
　この仕事をしていてのモチベーションは、何と言っても使っ
て頂く方 （々お客様）の笑顔です。特に「効率が上がった」と言
われるのが最も嬉しく感じます。残念ながら、当社の社長の
笑顔を見られるのは、まだまだ先になりそうですが...。

中川知美さん

STAFF voice
大地に舞い降りた歌う妖精 製本課　田中美智子

プログラマーという仕事 営業企画部　沼澤　芳之
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米沢市万世町桑山にカエルの形をした石が有り、
その町内のシンボルを店名にしているレストラン

『ビッキ石』さん。
数あるメニューの中でのオススメは前田慶次郎を
イメージして作られた「傾奇者カレー」。味はもち
ろん、見た目･ボリュームも大満足！さらに店名を
付けた「ビッキ石定食」は、牛焼肉・ヒレかつ・唐
揚・ソーセージ・小鉢にジュースorコーヒーが付
き、色んな種類のお肉を一度に楽しめる定食です。
ハンバーグの中で一番人気のチーズハンバーグも
たまりません！その他の肉料理も味覚・ボリュー
ムともに大変満足できるものばかりなので、ぜひ
足を運んでみてケロ！

各種宴会…40人×２部屋　￥3,500～
◎ご予算に応じて、満足できる
　料理を提供します！

飲んで
ケロ！

食ってケ
ロ！

石焼チーズカレー 特盛カツカレービッキ石定食チーズハンバーグ

大ジョッキ！

みんなであいべ !! ※「あいべ」とは…
　米沢弁で「行こう」の意味

ちょっとリッチで
グルメなお店！

レストラン  ビッキ石

～5/3日 米沢上杉まつり（米沢）
5/1金～6水 高畠ワイナリースプリングフェスタ（高畠）
5/2土～6水 めざみ祭（飯豊）
5/9土 こまつ市（川西）
5/15金～17日 ダリヤ園 球根販売（川西）
5/23土 ながい黒獅子まつり（長井）
5/31日 田んぼアート田植え体験（米沢）

6/1月～7/5日 南陽のバラまつり（南陽）
6/4木 前田慶次四百四回忌供養祭（米沢）
6/13土 ひめさゆりウォーク（川西）
6/13土 どんでん平ゆり園オープン（飯豊） 
6/13土～7/5日 あやめまつり（長井）
6/20土～7/20月 小野川温泉ほたるまつり（米沢）
6/28日 駅からハイキング（ゆりコース）（飯豊）

2015年５・６月の

　置賜地方は、美味しいものの宝庫！そんな置賜の地で営業しておられるお店を訪ねてき
ました。今回は、「ビッキ石」さんです。

名 称 レストラン ビッキ石
所 在 地
山形県米沢市万世町桑山1490‒8
営 業 時 間 11:00～15:00
平日17:30～20:00/土日祝 17:00～20:00
定 休 日 毎週月曜日
電 話 番 号 0238-28-2450

N

13

13

●イオン
　タウン
　米沢

●イオン
　タウン
　米沢

↑山
形
↑山
形

福島→福島→

●第七中●第七中
●
米沢
工業
高校

●
米沢
工業
高校

●
万世小
●
万世小★

ビッキ石

変更になる場合がございます。確認の上お出かけください。主な置賜イベント情報

ビッキ石さんのおすすめメニュー !!

インパクト大！

戦国武将
前田慶次郎を

イメージして
作られた
メニュー！！

のおすすめメニュー !!

インパクト大！インパクト大大

戦国武将戦国国武武将
前田慶次郎を前田慶次次郎を

イメージしてイメージジして
作られた作られたた
メニュー！！メニュー ！

インパクト大！

戦国武将
前田慶次郎を

イメージして
作られた
メニュー！！

1,550円 税
込傾奇者カレー傾奇者カレー

タバコと

比べてみ
ました！

来てケロ！
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　４月４日、サンルート米沢におい
てプレス部の齋藤里資さんと結城洋
子さんの送別会が行われました。
　齋藤さんは44年11ヶ月、結城さ
んは24年という長きにわたり会社
を支えていただきました。送別会で
は齋藤さんの熱のこもったお話や結
城さんの少し照れながらのお話など、
心に深く刻まれる励ましのお言葉をいただきました。退職されるということ
で寂しくはなりますが、第２の人生を楽しんでほしいと思います。 齋藤さ
んと結城さんのこれからのご健勝をお祈りいたします。本当にありがとうご

ざいました。
　また同日、本田
あすかさんの歓迎
会も行われました。
涙あり笑いありの
素敵な時間を過ご
しました。

管理部　管理課

本
ほん

田
だ

　あすか （27歳）

昭和63年３月17日生
Ｏ型
趣味：ＤＶＤ鑑賞

　２月に入社しました。５歳と２歳の子育てをしな
がらの仕事で不安もありますが、一生懸命頑張りた
いと思っています。よろしくお願いします。

歓送迎会開催

齋藤里資さん 結城洋子さん

新入社員紹介
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今年もやりま
す！

節電うちわ！
参加企業・団体様大募集！！

みなさんに節電に興味を持っていただき、エコ活動の輪を広げていきたい！という思いで2011年に
始まった企画。５年目の今年も節電を呼びかけることを検討しています。
是非とも節電うちわPROJECTにご協賛をいただき、米沢から一緒にエコの輪を発信していきませんか!？

みなさんに節電に興味を持っていただき、エコ活動の輪を広げていきたい！という思いで2011年に
始まった企画。５年目の今年も節電を呼びかけることを検討しています。
是非とも節電うちわPROJECTにご協賛をいただき、米沢から一緒にエコの輪を発信していきませんか!？

発行：株式会社  川島印刷　〒992-0021 山形県米沢市大字花沢221-2
TEL 0238-21-5511・FAX 0238-21-5514

編集：【社外報委員会】　 神田　敏三、須藤　直人、菅野深由希
菊地　美香、青木　　裕、澤村　優子、鈴木貴美子、梅津　貴幸
梅津　泰之、植野　浩二、齋藤　浩一、田中美智子、渡部　貴士

みなさんのゴールデンウィークはいかがでしたか？
ご家族で遠方へ旅行に行かれた方も多かったと思います。置賜にも実は隠れた観光
スポットが多数あります。今回のかわしま通信では、高畠町「昭和縁結び通り商店街」
を特集致しました。昭和のレトロな匂いがする商店街です。昭和初期を感じることが
できるポスターや漫画本、おもちゃなどが多数展示してあります。ご興味のある方は
ぜひ、一度足をお運び下さい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（梅津）

編集
後記

川島印刷
ポータルサイト
川島印刷の魅力がひと目で
わかる便利なサイトです

家が昭和通りの近くなので、たのしんで地元の絵を描くことができました。 （たかし）表 紙 紹 介


