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押忍！肉球部

マロン総選挙

おきたま
おき
きたま

電車
電車でめぐるぶらり旅
車でめぐるぶらり旅
スタッフボイス／ バーテンダー UME
スタ

他

新元号が
「令和」
と発表された時、
彼ら
（彼女ら）
は思った。
「自分たちの時代だ。
」
と。
今、
マロン No.1 を決める戦いが始まる

マロン総選挙

押忍！今回のスペシャルゲストは 4 匹の「マロン」たちにお越しいただきました。
さらに！マロン会のメンバー 3 人＋わが社の web デザイナー 鈴木さんにご協力いただき、マロン総
選挙を実施することに…！！ぜひともあなたの推しのマロンに清き一票を…！

マロンの、マロンによる、
マロンのためのマロン！

さとうまろん 選挙公約
スタイル抜群★

すべてはマロンが幸せになれるように、マロン第一主義を貫きます。
キャットフードに加え、アスパラとブロッコリー
を積極的に食し健康長寿を実現します。
すべての動くモノに興味を示し、ひとまず
ネコパンチをくりだします。
寝る時も本気で、精一杯手足を伸ばして
眠ることを約束します。

まろん

猫に威嚇されても
めげない

散歩は毎日
高級ドックフードより米沢牛
ウンチは一日 3 回
安っぽいオモチャ禁止
力一杯番犬します
寝る時はダブルベッド
芝生の公園は私の物
芝

泥んこに
なるまで
遊び放題！

天上天下
天上
上 天下
下
唯マロン独尊
唯マ
マロン
ン独尊
独尊

マロン

吉澤
マロンが国に対して
何が出来るかを問うの
のではなく
何が出来るかを問うのではなく
国がマロンに対して
何が出来るかを共に考
考えよう。
何が出来るかを共に考えよう。

吉澤マロン
選挙公約

〜
じと〜

さとう

マロン
品質

ᛩᣇᴺ

川島印刷facebookはこちら☞

・川島印刷facebook内、「マロン総選挙」の記事に各候補者の写真を掲載します。
・令和の時代を任せたいマロンの写真にいいね！もしくはコメントをご記入ください。
・「いや、ちょっと待った！うちのマロンこそ１番だから！」という飼い主の乱入もOK。
コメント欄に写真を添えて、マイマロンを投稿してください。
・見事総選挙１位に輝いたマロンには、みんな大好き「●ゅーる」5袋をプレゼントいたします！

次号のかわしま通信にて総選挙１位のマロンを
発表いたします！お楽しみに！！

鈴木まろん 選挙公約
私が選ばれたら、
以下の内容を約束します。

留守番廃止制度開始
1日1チーズ条約締結
散歩拒否権の制定
365日添い寝制度実現

ブラッシ
ン
グ
は
ていねい
に！

いい肉食
わせろ
手っ取り早
く

マロン会公式ポーズ

は
おやつ
ワン
じめだ
ひとり

鈴木まろん

マロン最 優 先宣言

投票期間

５月末日まで

飼い主との遊び方改革
上記5つのうち一つでも実現が
できなかった際は、1本目以降の
鶏ささみ我慢または10年以上の共存を
ここに約束します！

ウチのまろん 基本的にふてにゃん系です。

義務を放棄し権利を追求する！

都合のいいネコです。

基本的ペット権

ビザなし散歩

在家特権の拡充

現在置かれている恵まれた身分を守り、
飼い猫の既得権を断固手放しません。

は
撮影の準備
ャ
ばっちりニ

つで …
猫はこた
団の上で
いや︑布
る
まるくな

あべ

ら︑
やられた
ぱなし！
やられっ

既得権益の味方！ 全ての補助は私に！
ペットのトイレをマメに掃除することを飼い主に罰則付きで義務付けます。
夜食準備の徹底をはかり、空腹なき社会を実現。
忖度しない、気がきかない飼い主解雇制度。

まろん

新入会員募集！

あべまろん 選挙公約
挙公約 三本柱
柱

マロン会では、あなたの自慢のマロンを募集しております。詳しくはマロン会会員増強担当まで！

会費 FREE ￥０

フラワ
フラワー長井線に乗っちゃったね旅
ワー長
長井線に乗っちゃったね
ね旅！
ある日、某ニュース番組にて、版画展が開催されてい
るとの情報をつかんだ取材班たち。とにかく、観てみ
たい！といてもたってもいられず、長井駅へ。
フラワー長井線に乗って、いざ、ぶらり旅に出発！
たどり着いた先には、懐かしさあふれる駅舎、おいし
い長井駅グルメ、そしてあたたかく迎えてくれた地元
の人たちに出会えました。
それでは、長井プチ旅行はじまりはじまり〜！

ධ☨ᴛ
/KPCOK[QPG\CYC

ೋਸ਼ࠅ㧋ࡈࡢ㐳✢
初めてのフラワー長井線。写真で見るより
もはるかにかわいい！花柄やかわいいキャ
ラクターなど、バリエーションがあり、毎
回乗るのが楽しくなっちゃいますね！
車内はどこか懐かしく、趣のある雰囲気
で、のんびりゆったり過ごすことができま
した。

㐳ޓ
0CICK
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さて、今回のメインイベントは、ギャラリー停車場
（フラワー長井線
長井駅内）
「菊地 隆知」
作品展へお邪魔しました！
長井市出身の版画家、故
「菊地 隆知」
氏は、古民家･廃屋などの田
舎の風景、雪景色など郷土の風景を題材とした作風が多かったのだ
そうです。
「ギャラリー停車場」
は、平成18 年に
「ギャラリー十字路」
から長井
駅へ移転し、それから13 年。2019 年３月で一旦幕を閉じるのだそ
うです。長井市内の芸術家達を支えてきてくれた大切な場所です。
４月からは、国登録文化財
「長井小学校」
内へ場所を移動し、新た
に活動されるとのことでした！
「ギャラリー停車場」
から新しく改名を
されるそうです。どのようなお名前になるのか今から楽しみです。

㐳㚞ߢㆊߏߔ
ߔ
߹ߞߚࠅߣߒߚᤨ㑆
㑆
の人たちの憩いの場が
駅舎の中にはなんと、地元の人たちの憩いの場が
…！子どもの遊び道具や絵本、あったか〜いお茶
などが出迎えてくれました。
また、お土産屋さんや地元野菜も販売しており、
長井駅を訪れた人たちを楽しませてくれます。
‛
ࡈࠠߩᾚ

ࡎ࠶ߣ৻ᕷۭ
ࡎ
㐳㚞ࠣ࡞ࡔ
㐳
旅にはやっぱりご飯がつきもの！インスピレー
旅
ションにまかせて、月見そば、天ぷらそば、お
シ
いなりさんをいただきました！
あたたかくてホッとする味で、
長井の良さが伝わってきました。
旅の合間に召し上がってみては…！？

⿒ࠞࡉߩᵻ
ẃߌ

ᄤ߲ࠄߘ߫

ߐࠎ

߅ߥࠅ㧝

㧒 ⦡ߥࠅ㧓



ߘ߫

⾈ߞߚ㊁⩿ߢࠅ߹ߒߚ㧋
5

本日のテーマ

「川島印刷 新入社員のご紹介」
制作部 デザインチーム

小林宙輝（こばやしひろき）
初めまして、昨年 12 月にデザインチームに配属
されました小林宙輝です。
今まで DTP の仕事に携わってきましたが、川島
印刷はすごい！と感じることがたくさんあります。
お客様目線でのデザインや、自分たちで企画をしたり、社員の育成を強化してい
たりと、私も会社、お客様に貢献できる人材になれるよう、日々精進してまいり
ます。また、趣味が合う方は声を掛けてくれると嬉しいです。結構おしゃべり好
きです。まだまだ不慣れなところもありますが、一生懸命頑張りますので、これ
からもよろしくおねがいします。
年
出
趣

齢 ： 25 歳
身

地 ： 高畠
味 ： ゲーム ・ お絵かき ・ 歌う ・ 音楽を聞く

好きなもの ： 猫 ・ 可愛いもの

4 月に入ってからもしばらく寒さが続いていた米沢でしたが、

見
お花
ま
き した

行って

ついに春がやってきました。待ちくたびれた〜！先日、桜が開
花したとのことで早速お仕事帰りにカメラマン２人と共に夜桜
を鑑賞してきました。日中の桜も素敵ですが、夜桜も負けてら
れない！ライトアップで照らされた夜桜…最高ですね…！3 人
そろってカメラを構え、夢中になってシャッターを切りました
（笑）来年もまた観に行きます！（高仲）

川島癒やし空間

Plum Sex y

Bartender
-

バ ー テン ダー

UME

うめ

-

乾いた心に、潤いを与えたい…
あてもなく夜の街を彷徨う。
そんなあなたのオアシスになることが宿命…。
僕の生きがい。
「スナック咲」の姉妹店として新店長のＵＭＥ。
お店は年中無休です。
今宵もあなたの心に潤いを
ようこそ「

Plum Sex y 」へ

読 者のあらゆる悩み 事に時にはしんみり、
時には雑に時にはS e x yに答えてくれる
場です。
大 人の 社 交 場です

ありがとう平成。バーテンダーのUMEです。新元号も
あなたの 悩みをSexyに解決しますよ。お店で一緒に、
平成という名のカクテルに酔いしれませんか？

東京オリンピック…。現地に行ってみたいと思
うけど！どう思いますか？

（ペンネーム：33競技…意外と気になる）
この際、
「行きたい！！」と思っているなら、僕は行った方
が良いと思うよ！もしも、観戦チケットが購入できたあか
つきには…。ぜひこのお店でSexy前祝いしよう！

UMEさんがもしもギネスに挑戦するとしたら、

どんなことやってみますか？

（ペンネーム：いつかギネスに!!）
僕は、断然、卓球のラリーでギネス記録に挑戦すること
かな？（それと、もう一つは…。僕の大好きな一曲を歌い
終わるまでにみんなでけん玉の技のひとつで『大皿』って
いう技を連続で成功させる！にSexyチャレンジしようか
な！って思っているよ！）

料理教室に通ったら少しは女子力UPするで
しょうか？

（ペンネーム：キャラ弁作れるようになりたい女子）
偶然だねぇ〜！僕も実は料理教室に通いたい！って思っ
てるんだ！出汁巻き玉子も作りたいし、自分で魚を三枚
におろせるようにったら、メニューのバリエーションも増
やせるかな？って！！ Sexy料理男子！

本日のノラちゃん
しもしも〜〜！バーテンダー UME ？！
これから、二人で行きたいんだけど…
予約しなくてもダイジョブ？？？
おったまげ〜
OK! バブリ〜！助かる〜〜！ありがとね〜
ついでに平成カクテル 1 つ〜
※寒河江画伯の個展も近いうちに
開催します…。

このお店では、皆 様からのお悩み相 談をお待ちしております。御用の方は担 当営業までご連 絡ください。

㸦స㸧
ᐮἙỤ⏬

※この物語はフィクションであり、実在の人物・団体とはさほど関係ありません。
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〒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
編集／髙仲美帆、鈴木貴美子、梅津泰之、羽賀明日香
表紙 Photo ／羽賀明日香
取材協力／山形鉄道株式会社
（長井駅）
、ギャラリー停車場の会

かわしま通信＠WEB

（株式会社川島印刷 HP 内）
https://kawa-prt.com

川島印刷フェイスブック

こんにちは。梅津です。
「平成」は 30 年の歴史に幕を
閉じました…。いよいよ５月１日から令和がはじまりました！
令和おめでとうございます (^^)/あっという間に４月が過ぎてお
りました…。平成の余韻に浸る真もなく…。
ＧＷに突入してまし
た (T̲T) 皆様ＧＷはどのように過ごされましたか？まだ、疲れが
とれない方もいらっしゃるかもしれません…。ちょっと、遅れた
「かわしま通信」で、ちょっとだけ癒されていただければと思い
梅津通信 ます…。

かわしま通信
遅れてごめん
ね！

企画・制作／広報委員会 かわしま通信編集部

かわしま通信

いつのまにか令和時代ですね！！！

2019年４月発行

発行／株式会社 川島印刷

2019年夏 発行予定

かわしま通信はときどき発行します。

