お きたま で いち ば ん ゆ るい８ページ 。

FREEい
TAKE
お持ちくださ
ご自由に
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帰ってきた！行こうぜ置賜！

自然とふれあう旅～しゃくやく祭り～
んまいもんたんけんたい
ちょい呑み

鳥笑／ joie Bu-Bu

スタッフボイス／

押忍！肉球部

他

帰って
きた！

賜 !!
行こうぜ 置

自然と
ふれあう旅

～しゃくやく祭り～
ついに第二弾！
今回は南陽の諏 訪 神社へ！

1

「しゃくやく祭り｣へ行って
きました！

自然とふれあう旅第二弾！！今回は 5 月 24 日㈮～ 6 月 15 日㈯の
期間に、南陽市の諏訪神社さんで開催された「しゃくやく祭り」
に行ってまいりました！
諏訪神社は芍薬（しゃくやく）で有名なところで、芍薬苑は日本一
の芍薬栽培面積を誇るそうです。たくさん立ち並ぶ美しい芍薬の
花々…観る人々を魅了しておりました…！
我々取材班は週末に行ったの
ですが、さすが休日…、会場
は出店や各種イベントが行わ
れていて多くの人々でとても
賑わっておりました！

2

美しい芍薬を見る前に
まずは腹ごしらえ！！

食いしん坊な取材班なのでやはり最初はお決ま
りの流れで…しゃくやく祭りグルメをご紹介！
ということで、焼きそば、おこわ、玉こんにゃく、
昔懐かしいラムネ、冷やしキュウリ、ジェラー

▲優しい味わいの手作り
おこわ

▲お祭りといえばコレ！
定番の焼きそば

▲くるみとごまの
ほんのり甘い笹ゆべし

▲インスタ映え！？
昔懐かしいラムネ

▲暑い夏にぴったりの
冷たいジェラート

▲みんな大好き玉こん！

トなどモリモリ食べてお祭りの雰囲気を楽しみ
ました。さらに、「しゃくやく祭り」というこ
とで芍薬にちなんで
「芍薬茶」というもの
も御馳走になりました。

冷やしキュウリ
おいしいよね♪

とても身体に良い優し
い味わいがしました。

2

3

境内散策…お参り、
そして芍薬を満喫！

さて、腹ごしらえを終え、満腹になった取材班一行は
芍薬…の前に神社にご挨拶。うろ覚えの神社マナーを
なんとか思い出しつつ、お参りをしてきました。
さらに！「ふくろうみくじ」というものを発見！ K 子さん
と M さんはおみくじにチャレンジ！果たして 2 人の
おみくじの結果は…！？ちなみに、小さなふくろうの
お守り（？）付きで、なんだか運気が上がりそうな予感が
しました！
そんなこんなでいよいよ芍薬苑へ…！色とりどりの美しい
芍薬を前に４人は夢中になってカメラを構え、夢中に
なって撮影！様々な種類の芍薬がたくさんあり、とても
心癒される空間でした。

4

可愛らしいふくろうとの出会い

さらに！帰り際に素敵な出来事が！
なんと、2 羽の可愛いふくろうに出会ったのです！
諏訪神社には諏訪ふくろう伝説というものがあるらしく、ふくろう
との縁を大切にしているようです。
人に慣れているのか、とてもおとなしく、取材班一行をはじめ、多
くの観光客を癒してくれました！
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んまいもん★たんけんたい
今回、我々取材班は、昨年の秋頃オープンして巷で話題に
なっているやきとり屋「ちょい呑み 鳥笑 ( とりしょう )」
さんに取材に行って来ました！
暖簾をくぐり店内に入ると、昔懐かしいポスターが貼ら
れていたり、昭和に流行った曲が流れていたりと、
レトロな雰囲気を感じました。
すっかり昭和にタイムスリップしたようなノスタルジックな
気分になりながら美味しい料理で乾杯！！

月見つくね
2本 290円

ゴロゴロ食べ応えのあるジュー
シーで美味しい鳥もも！
噛めば噛むほど肉汁がジュワ～っと
広がる！

なんこつ好きにはたまらない！
おいしい…だけど歯ごたえ抜群！
顎が鍛えられる～！

我らが工場長 O 氏のオススメ！
タレがかかっている鳥つくねを
付け合わせの黄身に付けて食べ
るのが醍醐味。

）

げんこつ豚なんこつ
1本 300円

爵 （自称
〇ゅら男 正 体 は 店 長 で す 。
米沢のあ
※

太っ !!剛のもも
2本 270円

令和はメガハイボール
の時代！？

ビール
（通常サイズ）

レバー
2本 280円

ぼんぽち
2本 280円

柔らかさの中にまた歯ごたえの
ある食感！タレが絡まっておい
しい～！

プリプリした食感で脂がのって
いて美味しい～。塩味が効いて
いてお酒がどんどん進む！

メガハイボール

820円

通常の大きめのジョッキと比べても
この大きさ！ハイボールをたっぷり
呑みたい方にオススメ！

焼き鳥だけじゃない！も～っと！お酒を楽しめる絶品おつまみたち
疲労回復
にも！

ネギと
一緒に！

唐揚げ好き
必見！

おまかせサラダ
450円

にんにく揚げ
350円

もやし玉子
300円

懐かしい
ウッドのとりから
450円

毎日変わる数種類の
野菜が入ったサラダ。
瑞々しい～！

ほくほくの食感と
にんにくの甘みが
たまらない！

焼き玉子の中には
たっぷりのモヤシが！
さっぱり優しいお味。

外はサクッ！中はジュー
シ ー 。 や わ ら か く、ボ
リューム満点！

来てくれないと
夢に出てくるかも …
？

日替わり
サラダ

鳥笑様のすぐ近くに姉妹店を発見！呑み足りない！二次会でパーッとやりたい！
女子会したい！ etc…そんなあなたの要望を叶えたスナック、
「joie Bu-Bu（ジュワ・ブーブ）」！！
オシャレで広々とした空間なので、女性の方でもおひとりさまでも気軽に入れ
ちゃいます！ちょっとオトナな気分に浸りたいあなたにオススメ♪

女性の方も入りやすいスナック。
お店の明るい雰囲気とステキなママがいるおかげで、おひとりさまでも
楽しめますよ。お酒の種類も豊富で、美味しいお酒と軽食を独り占めし
ちゃうかも⁈ 初めてのお客さんでも歓迎してくれるはず !!!
勇気を出してスナックのドアを開けてみましょう (^o^)/
また、カラオケが常備されているので、歌声に
自信のある方は、広いスペースで自慢の歌声を
披露してみてください！リーズナブルで楽しめ
るようにママにお願いしちゃいましょう！地元
の方など、自分と異なる経験をしている方との
会話など楽しめます！一度足を運んでみてくだ
さい！

ちょい呑み

鳥笑（とりしょう）
〒992-0039
米沢市門東町 3 丁目 3-30
TEL.0238-27-8800
営業時間／16：30 ～ 22：00
（最終入店21：00・閉店22：00）
定 休 日／日曜日
駐 車 場／ 2 台 座席数／約 25 席

joie Bu-Bu

（ ジ ュ ワ・ブ ー ブ ）

〒992-0045 米沢市中央 1 丁目 14-19
TEL.0238-21-0055
営業時間／19:30 ～ 24:00

※結婚式二次会やゴルフコンペの表彰式など
開始時間が早い場合は別途ご相談ください。

定 休 日／月曜日
収容人数／最大 60 名様

（30 名様以上で貸切）

本日のテーマ

「最近の趣味」
制作部
髙仲 美帆

Title 目指せ一眼レフマスター
ご存知の方もいると思いますが、わたくし、一眼レフ

今回は今年のGWに行った金沢旅行での写真をちょっと

カメラにはまってしまいました。

だけ載せちゃいます！構図や光の加減やら難しいです

昨年の秋ごろ友人の影響で購入したのですが、それ

が、楽しい気持ちの方が強いので、これからもどんどん
色んな思い出を撮っていこうと思います。
オスス
メの
金沢グ
ルメ

以降みるみる一眼レフカメラに魅了されています。
今までは普通のデジカメやスマホで写真を撮ったり
していたのですが、やっぱり全然違いますね！！
画質や細かいところがとても綺麗に写るので撮影する
のがとても楽しいです！とはいえ、まだまだ初心者
なので操作に悪戦苦闘する時が・・・。そんな時は
我が社のプロカメラマンU氏に泣きついたりして
います（笑）

金沢城

金沢名物「あんころ餅」

NEW FACE
制作部制作課 デザインチーム

長崎 こよみ（ながさき こよみ）
初めまして！新しく制作課に配属されました長崎こよみです。東北芸術工科大学のプロ
ダクトデザイン（製品デザイン）学科に所属し、主にインタフェースデザイン
（アプリケー
ション等のデザイン・設計）を専攻していました。アイドルが好きで、特にモーニング娘。’
19 等が所属するハロー！プロジェクトの子たちが大好きです！落ち込んだときにつん
く♂さんの曲を聞くと、とても前向きな気持ちになります。皆さんも是非聞いてみてく
ださい（推し ： スマイレージ「ヤッタルチャン」）！まだまだ経験が浅く先輩方にご迷惑
をおかけしてしまうと思いますが、早く一人前のデザイナーになれるよう一生懸命頑張
りますので、何卒よろしくおねがいします！

年
出

齢 ： 22 歳
身

地 ： 秋田県秋田市

最 終 学 歴 ： 東北芸術工科大学 デザイン工学部プロダクトデザイン学科
趣

味 ： 食べ歩き、YouTube を見ること

好きなもの ： アイドル、ディズニー

6

卒業

こども園のしあわせうさぎ
押忍！今回ご登場のゲストは、米沢市の
戸塚山こども園様にお住まいの看板うさぎ
にお越しいただきました!

GUEST

クローバー
＆
ジャック
２匹とも１歳♪
性別 ♂
好きな食べ物 ： ドライフルーツ
嫌いな食べ物 ： クローバー、たんぽぽ

クローバー
少し神経質な性格で食欲に
ムラがあります…。

ジャック
食欲旺盛でモリモリ
食べます。

クローバー と ジャック

決めポーズ‼

2 匹はお散歩が大好き。 園庭の隅っこに行っては穴を掘って
しまいます。 ウサギなのにクローバーやタンポポなどの野
に咲く植物は嫌いです…。 人見知りなので慣れている人は
大丈夫ですが、 なぜかいつもお世話をしてかじられる職員
がいます。（なぜかなぁ？）もちろん子ども達は大丈夫です！
‼
ハイッポーズ

クローバーの
背中モフモフして
気持ちいい…

ジャック！
たくさん
食べてね！

クローバーもモリモリ
食べられるようになってね！

飼い主様からのお言葉
戸塚山こども園に遊 びに来て
ください。2 匹の看板うさぎが
お出迎え致します。

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
今回の飼い主様は、米沢市にお住まいの戸塚山こども園様でした。ありがとうございました。押忍！

7

マロン総選挙結果発表
前号で開催されたマロン総選挙！！結果発表！！投票先を決めかねた方は、
さぞ多かったことでしょう。
果たして、
1 位を勝ち取ったのはどのマロンなのか…！？投票の結果は以下の通りとなりました。

1位

マロン総選挙総合

投票結果

22 票

接戦の結果、
第１位を勝ちとったのは…なんと！「鈴木まろん」様！
マロン会の皆さんを横目に、まさかのダントツ 1 位！おめでとうございます！
“いい肉”を食べて、ぜひマロンによる素敵な社会を築いてください！
Q . 喜びのコメントを一言お願い致します！

いい肉食
わせろ
手っ取り早
く

正直自信はあったけど、嬉しいです！
勝利の美酒ならぬ、勝利のおやつでお祝いします ?

圧倒的な僅差でしたが、マロン会の候補者様の結果はこちら！

都合のいいネコです。

あべ

天上天下
唯マロン独尊

まろん
17

投票結果…

ゃ
ふて寝に

Q . 今回の結果について一言！

コメントは
ニャー（ない）です ( ^ω^ )

次号

まろん
投票結果…

4

16 票

票

マロンの、マロンによる、
マロンのためのマロン！

さとう

ら、
やられた
ぱなし！
やられっ

マロンが国に対して
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えよう。

マロン

吉澤

義務を放棄し権利を追求する！

投票結果…

15 票

負けたので、
寝ます (о´∀`о)
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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
表紙イラスト／羽賀明日香
取材協力／諏訪神社様
（南陽市）、
ちょい呑み 鳥笑様、joie Bu-Bu 様

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

のもと 1 位を勝ち取った方、勝ち取れなかっ
し続け、” マロンのための” 素晴らしい社会づ
くりに励んでいただきたいと思います！
これからも頑張ってください！（広報委員会）

2019年秋 発行予定

かわしま通信はときどき発行します。

こんにちは。梅津です。暑い夏を元気に過ごしていらっ
しゃいますか？？夏は暑くないと夏らしさを感じません！！！
ですが、熱中症や夏バテには気をつけてください！暑いからと
いって冷たいものばかりはダメですよ！疲労回復のためにも質
の良い睡眠を確保してください！あとは ・・・ 軽い運動を生
活の中に取り入れることをオススメします！！！
（やっぱり、卓球かな⁉良ければいつでもお相手しますよ♪）
梅津通信 令和初の夏！元気に満喫しましょ～ (^O^) ／

またまた
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

今回の総選挙！接戦の中、選考委員の応援

夏バテ予防は、食事・睡眠・軽めの運動かな？

2019年7月発行

発行／株式会社 川島印刷

主催者コメント

た方を含め、皆さんが掲げられた公約を実行

かわしま通信 Kawashima Tsushin Vol.55
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マロン
特別賞

順位はつきましたが、やっぱりどのマロンも魅力的ですね！

飛び入り参
加
あ
り
が
と
う
ございまし
た！

マロン会部門

鈴木まろん

マロン最 優 先 宣 言

