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まほろば･童話の里

浜田広介記念館
高畠町が誇る日本童話作家の先駆け浜田広介の作品と

生涯を紹介する浜田広介記念館。代表作
「泣いた赤おに」
をはじめ、ひろすけ童話の世界に触れ、愛や善意の大切
さを学ぶことができます。

浜田広介の世界にダイブ！
浜田広介の代表作
「泣いた赤おに」
が、2015 年 11 月 18 日に放
映予定のNHK山形発地域ドラマ
「私の青おに」
のモチーフとなっ
たことで今最も熱いスポットと噂の広介記
念館に行ってきました。
浜田広介の世界に触れて、懐かしい優しい
気持ちや、忘れかけていた大切な思いに
触れることができました。

浜田 広介

はまだ ひろすけ

（1893 - 1973 年）
浜田広介は、山形県高畠町出身の童話作家で
「日本のアンデルセン」とも呼ばれています。

玄関では優しい笑顔の大きな赤おにがお出迎え。
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日本の児童文学の先駆け的存在で、作家人生
50 余年の間に、約 1000 編もの童話や童謡
を世に送り出しました。
代表作品として「泣いた赤おに」
「りゅうの目
のなみだ」「よぶこどり」
「むくどりの夢」な
どがあります。

館内には多くの方からの寄贈品が飾られて、とても優しい雰囲気。童話の世界に引き込まれてしまいます。

ひろすけ小石

玄関脇や建物周辺に
は、全国の子ども達か
ら寄せられた手書き
の小石が、置いてあり
ます。コンテストも開
催されたそうです。

赤おにソフトクリーム

広介生家

記念館横には、広介が生まれ育った家が当時の
雰囲気そのままに公開されています。
中には囲炉裏や家具、書斎、愛用されていた文具、
農機具などが展示され
ており、当時の広介の
生活にタイムスリップ
できます。板戸に刻ま
れた文字は広介本人が
刻んだものだそうで
す。

展示室を見学した後は、
受付隣の喫茶コーナー
で夏季限定の赤おにソ
フトをまるかじり。
夏にピッタリのさっぱ
りとした味わいでした。

梅の一声
当日は、夏らしい日差しを感じる猛暑日
でした。帰りは近くの温泉でいい汗を流
しました。めでたし、めでたし！
取材協力 ； まほろば･童話の里 浜田広介記念館

まほろば・童話の里

浜田広介記念館

〒992-0334
山形県東置賜郡高畠町大字一本柳2110番地
TEL.0238-52-3838 FAX.0238-52-4588
http://www.takahata.or.jp/user/hirosuke/
〈開館時間〉9:00 ～ 17:00（12 月～ 3 月は 9:30 ～ 17:00）※受付は 16:30 まで
〈休 館 日〉毎週月曜日・祝日の翌日 ・年末年始 ※詳しくはお問合せください
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発見

ＷＥＢの力

ダイジェスト

Vol.４

今回のWEBの力は米沢市金池で車の販売をされている株式会社ラピタ様です。
実は制作を全てラピタ様で行われておられ公開当初から積極的にHPを更新されて
います。
そんな積極的なHPを活用されているラピタ様のインタビュー結果をご覧ください。
◆CMS-Yazzo!を選んで頂いた理由は何でしょうか？
▶自由に直感的に作ることができることに魅力を
感じたからです。実際に使ってみると、思って
いた通り簡単にホームページを作ることができ
ました。
中古車情報の入れ替えなどスムーズにできるの
で大変助かっています。

◆CMSにしてからの成果は如何でしょうか？
▶以前より中古車のオークションについて県外の方からの問い合わせが
格段に増えました。遠く北は北海道などからお問い合せがあります。

続きはHPをご覧ください。⇒
http://qq2q.biz/naK6

◆アクセス解析情報をどうぞ
ご覧ください。
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さらに！

30まで 「かわしま通信を見た」で

2.9%残価ローン対象

※対応できない車種もございます。ご相談ください
※ナビが不要な場合スタッドレスセットに変更可能
（軽自動車に限る）

米沢
ٿ৪সഛ৯
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お問い合わせ
・お見積りはこちら
お問 い 合わせはこちら

0238-21-7007
受付時間 عফর૮೬
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※写真はイメージです。

ク ルマ売るなら

ラビット 米沢金池店

STAFF voice
コレジャニャイベッド

営業企画部 二宮

先日、ペットショップでいかした猫用ベッドを見つけました。
アジアンな感じがうちの純和風の猫にメガヒット間違いなし！
ウォーターヒヤシンス（←最近覚えた）で出来たカゴ型ベッドです。
前回
（２年前）は、牛柄のもこふわベッドでコレジャニャイをくらった
だけに今回は厳選に厳選を重ね選び抜きました。
コレに入って丸まってくれるのを想像しただけで癒やされますよね。
さて、気になる結果はコチラです！

↑問題のアジアンかご風猫ベッド

コレジャ
ニャイ！

ふみ
ふみ

クンクン

うーん…

幸紀

猫データ ： アフロディーテ（２歳４ヶ月）♂ 雑種

集まっちゃう (^.^)
どうしても、どうしても買ってしまいたくなる
もの…。
それは「鞄と靴下」です!!たくさんあるのに…。
なぜか、買ってしまうんです (^_^;) かわいいと
思ったら！一目惚れしてしまって(>_<) 出会って
しまったら！「もう、買わずにはいられない !!」
私！沢山あるのにコレクションしたくなるんで
す！プレゼントで頂いたり…。（かなり、嬉しい
♥）プレゼントするのも好きです！自分も欲しい
けども、我慢して我慢して選びます…。それに
選ぶ楽しさもあります！（私の趣味を押しつけ
ているだけなのですが (-_-;)）まだまだ、コレク
ションをやめるつもりもなく、お気に入りを探
しに買い物に行かなくてはと思っています！

営業企画部 鈴木貴美子

KIMIKO COLLECTION

Kawashima-Tsushin Sep.2015 Vol.37

05

※
「あいべ」
とは、米沢弁で
「行こう」
の意味

置賜地方は、美味しいものの宝庫！そんな置賜でウワサの美味しいお店を私たちが気ままに探検します！
今回は、米沢市大町にある「麺や 貴伝」さんを取材させていただきました。

柔らかチャーシューと
ツルツル、モチモチの自家製麺

肉中華麺

930円

東京でイタリアン、フレンチのシェフを
務めていた店主の横澤さんは、もともと
ラーメンが大好きだったそうです。

洋食の経験とラーメンへの熱い思いから
このお店をオープン。

中太麺でツルツル、モチモチの自家製麺、
チャーシューがとろけるように柔らか

く、後味がさっぱり飲みやすいスープの
肉中華。スープと柚子との相性が抜群の

中華麺（ゆず風味）。コクと旨味が感じら
れるみそ中華。どれも美味しくいただき
ました (^_^)v

店主の横澤さんのやさしい笑顔がとても

印象的で、
「このお店に来て良かったな」
と心から言いたくなるお店です。

やさしい味噌の香りのスープ
にはコクと旨味がギュッと詰
まっていました！店主の愛を
感じます。（二宮）

まさに口溶けチャーシュー！
噛む前からすでに美味しい。
これは是非一度食べてみて
欲しいです！
（梅津）

ラーメンにゆず ? !
スープにゆずの風味が効いて
いてすごくさっぱりとした後味。
何杯でもいけます！（貴美子）

●花の
えちごや様

●米沢駅

米沢一中●

麺や貴伝

店主の横澤さん

所 在 地／山形県米沢市大町５‒１‒33
営業時間／午前 11:00 ～午後 3:30
定 休 日／第２・４水曜日
電話番号／ 0238-22-7798

米沢信用金庫
本店様●

麺や 貴伝

大沼デパート様●

INFORMATION

「麺や 貴伝」
様には、
今年節電うちわにご協賛いただきました。
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節電うちわプロジェクト ＆ クリーン作戦
今年もみなさんに節電に興味をもっていただきエコ
活動の輪を広く発信していきたい！という思いから第
５回目となる節電うちわプロジェクトです。
米沢駅西口構内と観光案内所（上杉神社内）にご協
力いただき設置しております。また、節電うちわプロ
ジェクトに合わせ、街のクリーン作戦を実施しました。
早朝６時より、川島印刷スタッフで米沢の街がキレ
イになるようにとゴミ拾いを行いました。３回に渡っ
ての清掃活動でしたが、出勤前にとても有意義な時間
になりました。

観光案内所
（上杉神社内）

１. 上杉神社周辺～米沢市中央
（飲食店街）

２. 米沢駅～松川河川敷

３. 米沢駅～市立病院の東側駐車場
（河川敷）

川島印刷ビアガーデン2015
８月１日に川島印刷恒例の従業員会主催によるビアガーデンが「ビッキ石」さん
にて開催されました。ビールに日本酒、焼酎など飲み放題のコースに焼き肉、唐揚
げ、とんかつ、春巻き、焼き鳥など美味しい
料理をいただきました。日頃の疲れも忘れて
暑い夏の一夜を満喫できたと思います。大い
に盛り上がり、社員の親睦も高まり絆が深まっ
たのではないでしょうか。
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川島印刷 の

2015 年9月1日 30日

記念誌キャンペーン！
！
周年記念誌・竣工記念誌・受賞記念誌等
初めての方にも安心マニュアル進呈！

川島印刷 の

HOW
TO 記念誌
マニュアル

詳しくはお問い合せください

TEL.0238-21-5511

2015 年10月1日 31日

個人誌キャンペーン！
！

●生誕○○周年記念（還暦・白寿）●退官・退職記念 ●受賞記念

詳しくはお問い合せください

ご家族の方への贈り物にもオススメです！ TEL.0238-21-5511
2015年９・10月の

主な置賜イベント情報

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。

9/5土

めざみの里まつり（飯豊町）

10/3土～4日 川西秋まつり（川西町）

9/5土

地酒と黒べこまつり（川西町）

10/4日

田んぼアート2015稲刈り体験（米沢市）

9/13日

ダリヤカップMTB大会（川西町）

10/4日

夕鶴の里民話まつり（南陽市）

9/12土～13日 赤湯温泉ふるさと祭り（南陽市）

10/9金～12月 高畠ワイナリー 秋の収穫祭（高畠町）

9/19土～21月 第39回白鷹鮎まつり（白鷹町）

10/10土～11日 ひろすけ祭（高畠町）

9/22火

第８回長井1000人いも煮会（長井市）

10/25日

飯豊連峰紅葉ジョギング大会（小国町）

9/26土～27日 第４回なせばなる秋まつり（米沢市）

10/25日

全日本50㎞競歩大会（高畠町）

9/27日

10/31土～11/１日 米沢市産業まつり･米澤米まつり（米沢市）

第10回伴淳映画祭（米沢市）

編集
後記
表紙紹介
【広報委員会】堀川
沼澤
編集： 梅津

９月に入り暦の上では秋ですが厳しかった夏の疲れも出てくる頃ですね。
体調管理には気をつけたいものです。食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋と
いうように秋は何をするにも良い季節です。食欲の秋という言葉に負けてし
まいそうですが、普段体を動かすことが少ない方もこの秋から何かを始めて
みてはいかがでしょうか？
（梅津）
自分なりに「泣いた赤おに」の一場面を描かせていただきました。（たかし）

正和、渡部奈乙子、齋藤
静江、川合
護
泰之、鈴木貴美子、二宮

浩一
幸紀、渡部

貴士

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

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

