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川島印刷フェイスブック

　　　肌寒い季節となってきましたが、皆さん元気にお過ごしでしょうか？
　　ところで、みなさん、断捨離したことありますか？モノを捨てるのが得
意な人と苦手な人がいると思いますが、俺は最近、断捨離が気になってい
て…。「モノへの執着を捨て、不要なモノを減らすこと」で、生活の質の向上・
心の平穏・運気向上などを得ちゃおうかなぁって思っています(^_^)/断捨
離大好きという訳ではないのですが…。興味のあることは、やってみようか
な？と思います。あっという間に令和元年も残りあと数ヶ月です…。来年の
　　　　　運気を上げるために皆さんも今年中に「断捨離」をしませんか？

俺的には、すでに冬支度はじめました！

梅津通信

令
和
元
年
よ
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う
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川島印刷から外国語版印刷物のご案内ホテル旅館業 観光業 飲食業 の皆さまへ

ようこそ
歡迎／欢迎오신 것을 환영합니다

WELCOME

外国人観光客に向けた外国人観光客に向けた

おもてなしの準備はおもてなしの準備は
お済みですか？お済みですか？

外国人観光客に向けた

おもてなしの準備は
お済みですか？

近年、日本を訪れる外国人旅行者が増加しているなか、「外国人観光客へのおもてなし」にお困りではありませんか？
外国語で表記されている印刷物を早めに準備し、海外からのお客様をおもてなししましょう。

外国語のPOP・チラシ・パンフレット・
メニューなどの制作は川島印刷におまかせ！

米沢での制作実績
No.1

中国語（簡体字／繁体字）
英語・韓国語 対応

ネイティブチェック
対応可能

旅館案内
パンフ

飲食店
メニュー

観光案内
パンフ

外国語
印刷物
制作事例は
こちら！

米沢市うまいもの振興協議会様／
米沢市多言語観光パンフレット（英語・繁体字版）
米沢市うまいもの振興協議会様／
米沢市多言語観光パンフレット（英語・繁体字版）

米沢牛・山懐料理 吉亭様／
おしながき（英語・繁体字・簡体字版）
米沢牛・山懐料理 吉亭様／
おしながき（英語・繁体字・簡体字版） まずは、お気軽にご相談！

スタッフボイス／押忍！肉球部　他

旬のお店
Cafe towa

おきたまで魚を楽しむ



取材班が到着したのはイベント開始約10分前。会場はイベント開始
を待つ人たちでいっぱいでした。イベント開始のカウントダウン
がスタートし、「始まるぞ～♪」とのんきに構えていると「ゼローッ‼」
のかけ声と共にたくさんの人が魚めがけて勢いよく猛ダッシュ‼
まぐろに集まる人、お買得商品の争奪戦に、メンバー全員ただただ
圧倒されてしまいました（笑）。とりあえず、何かを食べようと買った
海鮮丼がとても美味しく、試食で食べた唐揚げや揚げ餅も絶品
でした。（試食でちゃっかり楽しむスタイル♪）

魚市場大開放
新鮮な魚と絶品料理に舌つづみ

　海の次は川魚～♪
白鷹鮎まつりに緊急参戦！！

豊かな自然に癒され、心安らぐひととき

海

川まるで宝石のようにキラキラ輝く海鮮丼。お値段なんとおひとつ1,000円‼

大量に焼かれている鮎の塩焼き。香ばしいにおいが食欲をそそります。
（おっとよだれが♥危ない危ない～）

1枚200円のほっけ。大特価すぎる‼

鮎の塩焼きにこの行列‼早く食べたいな～

鮎の
塩焼き

玉こんにゃく

どんどん焼き

パネルを見ると顔をはめ込まずにはいられない2人…。

もはやにおいだけでご飯が食べられる（笑）

鮎が取れるヤナ場。川の流れが早くて驚き‼

朝早くからとても賑わっていました。

秋刀魚の詰め放題。皆さん必死です‼

なんて贅沢な
朝ごはん♪

ネギトロが
　とてもなめらか！

べにたかちゃんと
パシャリ!

イクラとカニが　
  こぉーんなに！

プリップリの
甘エビ♪

おきたまで

魚を楽しむ
今回取材班メンバーは、

第17回米沢卸売団地まつり P-PAL
感謝祭に参加してきました‼
初参戦の私達は「何が行われるのだろう。」と
ワクワクとドキドキを胸に秘め、寝るのが好きな
メンバーもこの日は朝早起きして参加することに。
果たして私たちは、内陸地方の米沢で新鮮な
魚介類を楽しむこと
ができるのか⁈

到着した私達は、駐車場での待ち時間を吹き飛ばす意味も込めて食いしん坊
タイムを満喫するためにいざ会場の中へ。お目当ての鮎の塩焼きに
どんどん焼き、更に定番玉こんも‼（あれっ？確かNさんはだんごも…）
きれいな川の水と自然の美しさと共に思う存分楽しむことが
できました。とにかく、んまいもんには目がない私達。

心もお腹も大満足の日となりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
P-PAL感謝祭を楽しんだ私たち。このまま帰るのかと思い
きや、Mさんの「鮎まつり行きませんか？」の一言で、急遽
第43回白鷹「鮎まつり」に参加することに‼
会場となる道の駅白鷹ヤナ公園へ向かい、駐車場付近
に到着すると、なんとお昼前には30分待ちという

状態に。予想をはるかに超える人の多さ
にとても驚きました。

とりあえず安定の玉こん！
あったら必ず食べちゃう（笑）

炭水化物大好き
なメンバーが
買わない訳が
ありません！

超～絶品！
絶妙な塩加減！
並んだ甲斐アリ！
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「食と健康と遊び」をテーマにした
新感覚のおしゃれなカフェ

明るい日差しが降り注ぐ、落ち着いた雰囲気
のお店。ゆっくりくつろぐも良し、お友達と
楽しい時間を一緒に過ごすも良し。家族連れ
の方でもゆったり過ごせます。
コーヒーはもちろん、手作りデザート、自家
製野菜を中心に、地元食材を使ったメニュー
も楽しめちゃいます！

〒992-0055 山形県米沢市御廟 2-3-47 2F
TEL.0238-20-5883
営業時間／cafe …10：00 ～ 11：30

Lunch ＆ cafe…11：30 ～ 15：00
Dinner＆ cafe…17：00 ～ 21：00

（日曜のみ 15：00 ～ 19：00）
（金、土 ～ 23:00）

※お昼からでもお酒OKです
※10:00-14:00まで禁煙

定 休 日／毎週水曜日、第三火曜日
SNS ／ Facebook

INFORMATIONINFORMATION

優雅にお得にランチ＆お茶をするなら、「cafe towa」さんへ。ランチだけでなく、おいしいディナー、
お酒…さらに、ベビーマッサージやヨガなどの健康イベントなども時々開催。新感覚のカフェ

「cafe towa」さんをご紹介します！

おいしいランチでおなかも心もまんぷくに♪

豪華なティータイムで優雅なひとときを

※表示価格は全て税込価格です。

レモンとバターの相性が抜群！
さっぱりとしたやさしい味のパスタ。
プリプリの大きなエビは、頭ま
でやわらかく、ジューシーで食べ
応えあり◎！

秋ナス、さんま…と秋たっぷりの
食材という誘惑がとてつもない贅
沢なパスタ。さらに、濃厚なトマ
トソースが絡まってたまらないおい
しさ！数量限定なのでお早めに!

ランチセットの前菜とドリンク
（酵素ジュース）。
フレッシュなサラダと、アサリ
がおいしいクラムチャウダー、
トマトとアンチョビのブルスケッ
タ。酵素ジュースはプレーンｏr
アサイーブレンドから選べます！

ソフトシェルシュリンプの
レモンバターソース
¥1,400

秋ナスとさんまのトマトソース
¥1,400

cafe towaさん自慢の酵素ジュース。
自家製の酵素シロップをソーダで
割った、シンプルだけどこれがまた
おいしい！すっきりとした甘さで朝
にぴったりのドリンク。

酵素ジュース（プレーン）
¥500

10月限定のティラミス風チーズ
ケーキ。甘さ控えめなのにとって
も濃厚！いつまでも食べていたく
なる味で、チーズケーキ好きには
たまらない！

季節のチーズケーキセット
¥990

外はサクッ、中はフワッとやわら
かな食感。ハチミツと酵素ジャム
をつけても丁度良い甘さ！アール
グレイの風味がふんわりやさし
い。

アールグレイティのスコーンセット
¥900 （ハチミツ・酵素ジャム付）

定番！ 数量
限定

ランチセット
メニュー

旬の

お店

お
店
に
来
た
ら

ま
ず
は
こ
れ
！

お久しぶりです。前回は休載してごめんね。
自分探しの旅に出て、sexyに磨きをかけていました！
まずはとびきりの梅酒でもいかが？

食べ過ぎを抑えたいなら、甘酒を炭酸で割ったものを飲
んでみて!!小腹がすいた時は、間食代わり。食前に飲んで
おけば、胃が膨らんで満腹感も得られるよ！
朝飲めば、胃腸も動いてお通じもSexyらしい。

4年に一度のＷ杯だもの、盛り上がっていいに決まってる
よ!!僕の友達で、ここにもよく飲みに来ている、ラガーマ
ンに紹介したいくらい!!大喜びすると思うよ！こわもてだ
けど…。足の毛だけ擦れててSexyにツルツルだよ！

【最新版】人気の卓球ラケット、注目ラケットの画像をみ
ちゃうかな？最新の特殊素材が気になって！職人さん達
による妥協をしない商品開発で生まれた最新ラケットは
Sexyに注目されること間違いなし！

Bartender UME
-  バ ー テ ン ダ ー 　 う め  -

川島癒やし空間　Plum Sex y

※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。

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Sexyに答えてくれる
大人の社交場です。

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。

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

あのー実は、この度ラグビー熱にどはまりして
しまいました…。
　　　　　　　（ペンネーム：にわかって言わないで…）

食欲の秋!!食への欲求が…。どうにもとまら
ないです。どうしたらいいでしょうか？
　　　　　　　　（ペンネーム：お通じも良くし隊）

ＵＭＥさんのついネットで見てしまう画像って
何ですか？　
　（ペンネーム：今だけ半額の文字に弱い子ちゃん）

（作）
寒河江画伯

注：ボーッと生きてはいけません。

ときどき叱られることで大人たちは
改めて気付かされるのです…。
知っているつもりでも知らないことが
この世の中にはたくさんある、ということに。

ボーッと生きてると
　　　　　叱られる？かも？
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による妥協をしない商品開発で生まれた最新ラケットは
Sexyに注目されること間違いなし！

Bartender UME
-  バ ー テ ン ダ ー 　 う め  -

川島癒やし空間　Plum Sex y

※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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時には雑に時にはSexyに答えてくれる
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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

あのー実は、この度ラグビー熱にどはまりして
しまいました…。
　　　　　　　（ペンネーム：にわかって言わないで…）

食欲の秋!!食への欲求が…。どうにもとまら
ないです。どうしたらいいでしょうか？
　　　　　　　　（ペンネーム：お通じも良くし隊）

ＵＭＥさんのついネットで見てしまう画像って
何ですか？　
　（ペンネーム：今だけ半額の文字に弱い子ちゃん）

（作）
寒河江画伯

注：ボーッと生きてはいけません。

ときどき叱られることで大人たちは
改めて気付かされるのです…。
知っているつもりでも知らないことが
この世の中にはたくさんある、ということに。

ボーッと生きてると
　　　　　叱られる？かも？
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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

新入部員募集！

震災の翌日に生まれた強運のチワワ

押忍！今回ご登場のゲストは、なんと、かわしま通
信編集メンバー MIHOのご実家からお越しいただき
ました「さすけくん」です。
強くたくましい（？）おおきなチワワです！よろしく
お願いします！

今回の飼い主様は、千葉県にお住まいの、編集部MIHOのご家族でした。ありがとうございました。押忍！

たくましく大きくすくすく育ってくれたけど、可愛いか細いチワワを
見かけるとつい、「あっ…本物のチワワ…」と思ってしまいます(笑)
お散歩中、出会った人によく「犬種はなんですか？」とよく聞かれます
が、れっきとしたチワワです！！
夏場は暑さで食欲が落ち、少し体重が落ちましたが、最近またおなか
周りがふっくらとしてきたのですぐに体重は戻るかも…？

体重5.8kgの巨大なチワワEpisode 1

毎朝、近所のワンちゃんの遠吠えが聞こえると、
「わぉんわぉん」と吠え初め、大合唱がしばらく続きます。
隣で寝ていて非常にうるさいけど、我慢我慢…。

この度は我が家の長男さすけを部員に加えて頂きあり
がとうございます。ボールやおもちゃよりボロ布が大
好きで、個性的な表情(変顔)でいつも家族を癒してく
れる可愛いさすけです。皆さんよろしくお願いします！

ワンちゃんたちの大合唱

飼い主様より

Episode 2

さすけ
年齢 ： 8歳
性別 ：  ♂
好きなもの ： さつまいものおやつ（「これさえあればごはん何杯でもいけるぜ！」と思っているはず…？）
苦手なもの ：大きな音、虫（かなりのビビりでハエすら怖がり逃げ惑う）

「丼の追求」
本日のテーマ

今年開催されました。米沢どん丼まつりに行ってきま

した！2日間に渡り開催されるイベント。初日はどう

しても行けず…。2日目のお昼にお腹の調子を合わせ

て開催場所へと向かいました。食事スペースは、ほと

んど埋まっていたので、座ることは不可能と判断…。

その前に、どの丼を選ぶか!?お目当ては、勿論！米沢

牛黄木のプレミアム丼の数量限定！でしたが…。そん

なに甘くないですよね(^_^;)あるわけがありません

…。気合いを入れて行かないと‼全然場違いな私…。

お値段も相当なものでした！（食べた方の感想を聞きた

いですね…。）その他を選ぶにしてもほとんどが売り切

れ状態、ここまで来たからには、食べるしかないので！

その中で選んだのが、やまがた地鶏の親子丼と米沢一番

豚キーマカレー丼を選びました！卵とカレーの誘惑には

勝てませんでした。来年こそは、もっとお目当ての丼を

食べたいと思います！

どん丼まつり
制作部

鈴木貴美子Title

オススメの丼もの！

　丼まつりに行ったのは、今回で４回目くらいになり

ます。パンフレットを見て、どの丼を食べようか迷う

のも楽しみの一つです。今回は米沢牛黄木さんの特別

丼をお目当てに行ったのですが、私が会場に着いた時

点で売り切れてしまっていました。楽しみにしていた

ので残念だったけど、河鹿荘さんの牛肉がいっぱい

乗っている丼を食べて満足して帰ってきました！食べ

る事が好きなので、また来年も行きたいイベントです!!

何度でも…
プレス部
三浦　由貴Title

寝
起
き
は
ブ
サ
イ
ク
に

な
り
が
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に
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が
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好
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♪
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川島印刷フェイスブック

　　　肌寒い季節となってきましたが、皆さん元気にお過ごしでしょうか？
　　ところで、みなさん、断捨離したことありますか？モノを捨てるのが得
意な人と苦手な人がいると思いますが、俺は最近、断捨離が気になってい
て…。「モノへの執着を捨て、不要なモノを減らすこと」で、生活の質の向上・
心の平穏・運気向上などを得ちゃおうかなぁって思っています(^_^)/断捨
離大好きという訳ではないのですが…。興味のあることは、やってみようか
な？と思います。あっという間に令和元年も残りあと数ヶ月です…。来年の
　　　　　運気を上げるために皆さんも今年中に「断捨離」をしませんか？

俺的には、すでに冬支度はじめました！

梅津通信

令
和
元
年
よ
！
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川島印刷から外国語版印刷物のご案内ホテル旅館業 観光業 飲食業 の皆さまへ

ようこそ
歡迎／欢迎오신 것을 환영합니다

WELCOME

外国人観光客に向けた外国人観光客に向けた

おもてなしの準備はおもてなしの準備は
お済みですか？お済みですか？

外国人観光客に向けた

おもてなしの準備は
お済みですか？

近年、日本を訪れる外国人旅行者が増加しているなか、「外国人観光客へのおもてなし」にお困りではありませんか？
外国語で表記されている印刷物を早めに準備し、海外からのお客様をおもてなししましょう。

外国語のPOP・チラシ・パンフレット・
メニューなどの制作は川島印刷におまかせ！

米沢での制作実績
No.1

中国語（簡体字／繁体字）
英語・韓国語 対応

ネイティブチェック
対応可能

旅館案内
パンフ

飲食店
メニュー

観光案内
パンフ

外国語
印刷物

制作事例は
こちら！

米沢市うまいもの振興協議会様／
米沢市多言語観光パンフレット（英語・繁体字版）
米沢市うまいもの振興協議会様／
米沢市多言語観光パンフレット（英語・繁体字版）

米沢牛・山懐料理 吉亭様／
おしながき（英語・繁体字・簡体字版）
米沢牛・山懐料理 吉亭様／
おしながき（英語・繁体字・簡体字版） まずは、お気軽にご相談！

スタッフボイス／押忍！肉球部　他

旬のお店
Cafe towa

おきたまで魚を楽しむ


