お きたま で いち ば ん ゆ るい８ページ 。
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４ぺーじまるごと。夏をぜ～んぶ食べつくそうツアー 2018
かわにし森のマルシェ

2周年祭に行ってきたぁ～！
フルーツショップキヨカ／スープカレーらぁじゃ
スタッフボイス／押忍！肉球部
フォトジェニックNo.1決定戦

他

!!
食べてなんぼ

４ぺーじまるごと。夏をぜ～んぶ食べつくそうツアー 2018

かわにし森のマルシェ

2 周年祭に行ってきたぁ～！

5 月11日～ 13 日の 3 日間、かわにし森のマルシェさんでは 2 周年祭が開催されました。おめでたい！
朝から数多くの来場者があり、臨時駐車場に入りきれないほどで大盛況でした！川西のいいものを集めた農産物直売
所、新鮮で安全な農産物、美味しいお惣菜、レストランのランチ…マルシェならではの限定商品が勢揃い！
マルシェさん到着後、まずはやっぱり腹ごしらえ。お腹をすかせた取材班はレストランに直行！
川西産のものを使用したおいしいグルメはメンバーを笑顔にしてくれました。

生そば（川西産のそば粉使用）

川西特産の紅大豆入り

キーマカレー

大盛り 300ｇ

紅大豆＋たまごの贅沢なキーマカレー。
辛さもあり、卵で中和されまろやかですご
く食べやすかったです。シャキシャキとし
たサラダ付き。

ツルツル、もちもちした麺！麺つゆと薬味
との相性も良く、最高！いくらでも食べら
れるそばでした。

820 円（税込）サラダ付

950 円（税込）麺つゆ・薬味付

400 円（税込）

紅大豆を練り込んだほんのりピンク
色のアイス。優しい甘さで食べやす
く、つぶつぶとした食感も楽しめま
した。う～ん、紅大豆の香りが香ば
しい！

2

350 円（税込）

紅大豆入りのミニカレー。カレーもそばも
両方楽しみたい方には、ミニサイズがちょ
うどいい！！
（どんだけ食べる予定なのか…）

梅ちゃん
プルな
セレクト 定番のシン
！
バニラソフトクリーム
いて
して
サク
サク
ンも
濃厚でコー
に
一気
美味しく
！
食べてしまいたくなる

うまぁ
～

紅大豆アイス

ミニ紅大豆カレー

羽 陽 一 献（うよういっこん）

マルシェ
おすすめ品

限定

純米吟醸

720ml

獅子舞ラベル

しか買えない
森のマルシェで
限定品です！
ださい！
ぜひお試しく

1,512 円

置賜地区で栽培された酒米、出羽の里を100％使用して醸した酒を
一年熟成させたお酒です。スッキリとした辛口ながら、熟成によって
味になめらかさも加わり、飲み飽きしない酒質となっています。

常温からぬる燗まで幅広い温度帯で楽しんでいただけるそうです。

（※ラベルの絵は川西町出身の画家、黒澤梧郎先生の作品。）

お豆コーナーにて
謎のキャラクターを発見！

真剣な眼差しで
お酒を見つめる梅ちゃん。

中に入ると目の前には新鮮な
野菜がたくさん！

紅大豆をはじめ、
豆が種類豊富に揃ってます！

屋台で衝動買いしたコロッケ。
できたてアツアツ美味しい！

うさぎとふれあって
癒 さ れ Ｍ Ａ Ｘ！

野菜を買って満面の笑みで
出てきた ちゃん。

M
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INFORMATION

かわにし森のマルシェ

@k.morinomarche 検 索

おまけ

●川西町総合運動公園
川西小●

T E L ／0238-42-6664
所 在 地／川西町大字中小松2534
営業時間／ 9:30 ～ 18:30（４月～ 10月）
定 休 日／なし
駐 車 場／大型駐車場あり

ココ

●ローソン
●川西中

●JA 山形おきたま本店
羽前小松駅

KIMIKO
O & MIHO’
s KITCHEN
昨年に引き続き、マルシェさんで購入した食材を使って KIMIKO と MIHO がクッキングに挑戦！
今回使う食材は「アスパラ」「おかひじき」「長ネギ」。それではお手並拝見！

アスパラの豚肉巻き

おかひじきと人参のナムル

長ネギと豆腐の味噌汁

生でも美味しいアスパラをもっと美味しく
ボリュームアップを考え、豚肉と共に…。
ビタミン B1 には疲労回復の効果あり！

酢と醤油とごま油で和えました。
おかひじきのシャキシャキとした食感が
クセになる！夏にぴったりですね！

おふくろの味の定番！長ネギと豆腐の
シンプルな味噌汁。
疲れた心と身体にしみわたる～！ 3

この夏、絶対食べたい！
ひんやりスイーツ！

あっという間に春が過ぎ去り、暑い夏がやって来たぁ～‼
「甘い物が食べたい！」というメンバーのリクエストにお答えして、
今回は夏にピッタリのお店「フルーツショップ キヨカ」さんへ。
目の前に広がるフルーツの山、美味しそうなパフェ、かき氷など
取材班メンバーはショーケースに釘付け。メニューは、すべて生
の果実を使用していて、作り置きはせずに注文を受けてからカッ
トしているそうです！それではメンバーが選んだイチオシの 3 品を
ご紹介します！
ゆず庵●

フルーツショップ & イタリアンジェラート

有限会社キヨカ

●長福寺

〒992-0012 山形県米沢市金池２丁目７‒２
営業時間／10：00～19：00
（パーラー部 ～18：00）
定 休 日／火曜日
駐 車 場／20台
TEL 0238-23-1203
URL https://www.fruits-kiyoka.com/

●
ドラッグ
セイムス
米沢金池店

わくわく
コマレオ
米沢店
●
●
パッケージ
プラザ米沢店

和風好きにはたまらない一品

マンゴーの美味しさが

ギュッと詰まった氷水

カラフルなフルーツの宝石箱

おすすめ
品

ココ

●焼肉
きんぐ
●丸亀製麺

ジェラートパフェ
1,050 円

マンゴー氷水
1,600 円 1 日数量限定品

和風パフェ
1,050 円

運ばれてきた瞬 間、フルーツの甘い良
い香りが…！香りだけでもう美味しい！
上はオレンジ、いちごなどのフルーツを
使ったジェラート。そしてその下には沢
山の種類のフルーツがギュッと詰まった
豪華な一品！なんて贅沢…！フルーツ好
きの人におすすめです！

氷がふわふわと冷た過ぎず食べやすい！
ソフトクリームも濃厚です。果実を一口
食べた瞬間のなんとも言えない美味しさ
…「おいしい！」の一言！マンゴーシロッ
プにたどり着いた時の幸せ。食べ始め
てから食べ終わるまでの笑顔の途切れ
なさにビックリ！この夏は濃厚さと美味
しさを味わってください！
（完食）

抹茶･黒ごま･かぼちゃ･さつまいもの和
風ジェラート。沢山の味のデザートを味
わえて得した気分♪甘すぎず食べやすい !
中には、一口サイズにカットした抹茶の
スポンジケーキ、バナナ、自家製あず
きが入っていて、和を感じ、大人気分を
味わえました！

（宮崎県産
完熟マンゴー使用）

※表示価格は全て税抜き価格です。
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▲どこか懐かしさを感じる趣のある入り口

野菜がおいしい！スープカレーが定番の「らぁじゃ」さんをご紹介！
お店の前には、ポップでかわいい象さんの看板が目印！お店の中は、テーブル席と座敷席に
分かれていて、座敷の方の建物は、明治２年以前の建物そのままの部屋で、150 年以上が経っ
ているそうです。ぬくもりを感じるとてもくつろげる場所でした。
店長がこだわり抜いている 20 種類の野菜が入ったスープカレーは、今年の夏を乗り切るには
最高の一品だと思います！ので、是非この機会にお店に行きましょう！

▲入ってすぐ手前には雑貨や店主が撮った
写真などが飾ってあります。

ラクレットチーズ
～ラクレットスペシャル～
900 円
とろ～りチーズの香りが美味しさを
そそる…。ブロッコリー、無添加
ソーセージ等具だくさんの一品！
どの野菜もチーズとの相性抜群！
野菜とチーズが大好きな方には、
本当におすすめ！

らぁじゃのスープカレー
1,380 円
基本のスープカレー♪辛さだけじゃなく素材のひとつ
ひとつの味がしっかりしていて丁寧に作られていま
す。さらに、お好みの辛さを選べるとか ! ？私達
は中辛でしたね！定番の定番です！辛さもジワジワ
とあとからくる辛さ！！！でも、美味しい (>_<)！

野菜大好きスープカレー
1,680 円
らぁじゃのスープカレーと見ためは一緒！と思うけど…。
野菜の量はなんと２倍入っています！野菜が多く入っている
ので、辛さは少し控えめになって、食べやすかったです！
女性人気№１で男性や野菜不足の方にもおすすめ！

▶この看板が目印

らぁじゃ

やさしいスパイス

スープカレー

〒992-0045 山形県米沢市中央5丁目3‒17
営業時間／11:30～14:30
定 休 日／月曜日
駐 車 場／11台
※表示価格は全て税抜き価格です。
TEL.0238-24-5025

登起波
牛肉店●
コンビニ●

ココ
西宮戎神社
●
大清●

●
エビスヤ

米沢商工会議所●
キムラ中央店●
東京第一ホテル米沢●
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スタッフ
ボイス

ニューフェイス応援フェア

NEW FACE 紹介

この度、川島印刷に新たな４名の仲間が加わりました。趣味 ・ 好きな物 ・ 入社しての感想 ・
これからの目標などをお聞きしました(>_<)（とっても ×６ by広末）
恥ずかしがり屋さん達です
が…。一緒に、置賜を盛り上げていきたいと思います！どうぞよろしくお願いします！

営業部 営業三課

樋 口 一 廣（ひぐち かずひろ）
＊趣味・好きなもの：ソフトテニス、
カラオケ
皆さんの仕事への取り組み方が、すばらしいと感じました。日々勉強しな
がらではありますが、確実に仕事を進められる様、努力しお荷物とならな
いようにがんばりますので、よろしくお願いいたします。

WebPlus 事業部

鈴木

綺（すずき あや）

＊趣味・好きなもの：愛犬、
愛猫、洋楽、
筋トレ、旅行、買い物、
お酒
入社して３ヶ月が経ち、早いものだなぁと感じています。少しずつできる事が増え、
社員の方との親交も深まってきている様に感じ、毎日楽しく仕事をさせてもらって
います。これからの目標は沢山あるんですが、良いものを作るために沢山良いもの
を見て目を肥えさせる事、何事にも憶さず取り組んでいく事、そして…英語を話せ
るようになる事、です（笑）。まだまだできない事が多いですが、頑張っていきたい
です。よろしくお願いします。

プレス部 製本課

三 浦 由 貴（みうら ゆき）
＊趣味：体を動かすこと、モノづくり
（フフフッ）
＊好きなもの：自然の景色、
お祭りの雰囲気、赤い丸ポスト
経験者ということもあり、主に断裁作業を頑張っています。後工程の事を考えたり、
時には大きいサイズの紙を切ったりと結構大変な事もあります。でも製本課は最終
部門であり、製品が完成する嬉しさを一番実感できる部署だと思っています。コミュ
ニケーションを大事にして、皆さんが手掛けて作り上げてきたものをしっかり形に
できるように責任を持って仕事に取り組みたいと思います !!

プレス部 印刷課

加 藤 優 弥（かとう ゆうや）
＊趣味・好きなもの：
ゲーム（戦略性が高いゲームが特に好き）、釣り（ルアーフィッシング）
今年から川島印刷でお世話になることになりました加藤優弥です !! 私は印刷課という
とても技術力が必要な部署に配属されました。これから沢山の経験を積み１日でも
早く一人で印刷出来るよう頑張りたいです。
あと…。今は少しずつ貯金をしてゲーミングＰＣを買うことが目標です。これか
ら迷惑などおかけするかもしれませんが、よろしくお願いします。
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ひとめぼれっ！ってしたことあります？
突然の風に吹かれて…

りょっこりはん…？？？
里親になって～ !!と妹の友人から送られてきた写メ
を見たのが運の尽き…。犬種も定かではない雑種
の子だったので、成犬になった時の姿は想像もつき
ませんでした。我が家に来たばかりの頃は、ひざの
上に乗せられるくらい小さかったのに、今では立派
に成長しました。
（ちょっと大きくなり過ぎ…）
散歩中お友達も一緒になったおやつタイムでは、自
分より身体の小さい子たちの後ろに控えて、自分
の順番が回って来るのをじっと待ってます。

（作）
寒河江画伯

ジャックの
日常

「見でけろこの格好！
ほっこかむりあてさせらっちぇ !!」
……意外と似合うんねがい？

おちゃめ編
とに か く 人 が 好 き、
子 供 好き。お友 達の
ワンコが 大 好き。見
た 目 は 強 面 で す が、
おっとりした 性 格で
めったなことで怒りま
せん。とっても甘えん
坊。手があるとすかさ
ず頭を突っ込んで撫で
ろと催促するほど・・・。

プロフィール
名前 ： ジャック
性別 ：♂ 年齢 : ８歳 体重 :19 キロ
好きなもの：散歩・友達・雪遊び・チーズ・鶏肉・豆腐

ということで、のん兵衛の父ちゃんと
母ちゃんが好きなお酒の名前から
「ジャック」と命名されました !!

ヨロシク～！
娘：小春ちゃん↓

「ふむふむ、オレ様の
名前はここからとったとですか…。
確かに色合いは似てるね。」

父：小太郎君→

母：モナちゃん→
↑茶太郎君

おやつタイム

おやつ好き～ !!
「チョウダイ」
上手に出来るよ♪
ねで
新聞なんて読んで
!!
オレ様を撫でろ～

を
いと、デカい図体
かまってもらえな
してきます。
投げ出しアピール

おやつタイムが
始まったけれども、
ジャックは匂いを
確認するのに夢中…。
※せっかくもらったおやつを横取りされても怒りません。

天日干し中。 「オレ様。こーみえて

!!

に
たま～ くて !!
し
とうれ
会える

イヤーが
シャンプーとドラ
し中…。」
苦手なので天日干

て
この 後、 リー ドが 解け
のに
自由 の身 にな って いる
すら
ひた
も気 づか ず、
「お家に入れて～」と
目で訴えていました。

ョン
テンシ ス!!
マック

「遊ぶべ〜
♪」

ペタ蔵です♥

ず
人が横になるとすかさ
ます。
ぺったりひっついて来
せそうに寝てます。
て幸
にし
を枕
時には人
。
」と呼ばれることも…
「甘えん坊のペタ蔵君

ワンコ仲間の集会中

頃は、
我が家に来たばかりの のに 。
…
膝の上に抱っこできた

苦手なもの：注射・シャンプー・ドライヤー・掃除機

お散歩の時間が違うので、
めったに会えない秋田犬のリキ君。

飼い主からのひとこと

精悍な猟犬のように見えるのに、甘えん坊のお間抜けさん。目の前にカモがいても、
猿の集団が来ても吠えもせず知らん振り。側溝に片足落としたり、雪道で滑って
転んだり。見た目と中身のギャップが堪りません（笑）元気で長生きして頂戴ね。

今回ご紹介させていただいたのは、佐藤典子様宅のジャック君でした。押忍！

新入部員募集！
押忍！肉球部では、あなた
の自慢のペットをご 紹介さ
せていただきます。まずは
最寄りの川島印刷社員まで！

部費FREE ￥０
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川島
印刷

フォトジェニック No.１決定戦

今回、初の試みで「川島印刷フォトジェニック No.1 決定戦」を開催しました！
お題に合わせて社員がフォトジェニックな 1 枚を厳選！さらに、我が社のプロカメラ
マン・植野氏がなんと審査員長に！優勝者にはコメント付き！めざせ No.1 ！

お

題

①フード部門 ②風景部門

審査員長コメント

01

フード

他の作品より一目で華やかさが際立ちました。
食べ物はやはりパッと見が「美味しそ～」と思わせる事です。
正面のエビが主役となり、写真全体をまとめてると思います。

部 門
「ホームパーティー」

「海の幸」（ペンネーム／ギョギョギョギョ！）

（ペンネーム／イマドキ女子）

「至福の一時」

（ペンネーム／花よりなんとか）

審査員長コメント

02

風

昭和の下町を感じさせ、提灯が行く先を誘ってるようないい
写真です。少しセピア調に加工してるのでしょうか？レトロな
雰囲気に仕上がってる素敵な写真です。

景
部 門
「神秘的な光」

「飯坂の小道」（ペンネーム／あいちゃん）

次号

（ペンネーム／きのこ）
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かわしま通信＠WEB

（株式会社川島印刷 HP 内）
https://kawa-prt.com

かわしま通信

川島印刷フェイスブック

2018年秋 発行予定

かわしま通信はときどき発行します。

皆さんお元気ですか？梅津です。暑い夏を元気に過ごして
いらっしゃいますでしょうか？今年の夏も卓球競技会場に足を
運んでいます。選手のみんなが熱い戦いを繰り広げています。
勝つために練習の成果を発揮している姿を見ると！涙がでちゃいます
…。あっイヤッ (ﾟoﾟ;) …自分も頑張ろう！という気持ちになります！今
回から
「フォトジェニックNo.１決定戦」
を掲載しています。これぞ！！
というフォトジェニックな１枚を社員の方に募集していきます！オレ、
ちょっとだけですけど…カメラ気になってるんですよね！？
梅津通信

オレ！
元気です！

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 URL.https://kawa-prt.com
企画・制作／広報委員会 かわしま通信編集部
編集／鈴木貴美子、
梅津泰之、髙仲美帆
表紙イラスト／髙仲美帆
取材協力／かわにし森のマルシェ様、
フルーツショップキヨカ様
らぁじゃ様

癒やしの場所」

（ペンネーム／山男）

夏は暑くなくちゃいけませんよね!!
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「山の魅力

