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「小さな印刷屋のカメラ部」

普段の業務で撮影から補正まで行っているスタッフ
が「より“伝わる”写真」をコンセプトに、カメラ・撮影・
補正に関する様々なノウハウや日々の風景などを発信
しています。
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ぜひお願いします♥
“いいね”

社内の取り組み、おトクなキャンペーン、米沢の情報…etc 発信中！

かわしま通信編集部が密着！

写真を学ぼう！スマホカメラ講座
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Winter 2022

おきたまでいちばんゆるい８ページ。

65Vol.

ご自由にお持ちくだ
さいTAKE FREE

謹賀 新 年
新年、あけましておめでとうございます。
日頃より弊社をご利用いただき感謝申し
上げます。激変している世の中では、意
思決定のスピードと行動に移すスピード

が重要だと考えております。成功も失敗も節目なく、全て
が成果を出すためのプロセスと捉え、今年も果敢にチャレ
ンジしてまいります。本年もよろしくお願いいたします。

株式会社川島印刷　代表取締役　川島 良範
2022 年 1月

日頃より「かわしま通信」をご愛読いただき、誠にありがとう

ございます。現在かわしま通信編集部では、お客様により充

実した内容を発信するためのWEBアンケートを実施して

おります。全10問で、3分程度で完了する簡単な内容です。

ご回答いただいた内容につきましては、今後のかわしま通

信制作の参考にさせていただきますので、ぜひご協力くだ

さいますようお願い申し上げます。

かわしま通信 満足度調査！

WEBアンケートご協力のお願い
かわしま通信Vol.65 アンケート回答受付期間

2022年１月13日木～３月31日木
右記QRコードを読み取るか、
下記URLを入力して
ご回答ください。

https://forms.gle/Rp4WmmdsCiBq5r4y7
▼URLはこちら



かわしま通信編集部が密着！

風景をきれいに撮るコツ！

スマホカメラ講座スマホカメラ講座
川島印刷のカメラマン・Ｕさん＆Ｈさん監修の、スマホカメラでもワンランクアップできる
撮影テクニック講座。今号では、出掛けた先でも撮ることが多い「風景」の構図に挑戦。
天気が良い日は、外に出掛けたくなりますよね。「あ、いいな」という風景を撮影すること
も多いはず。カンタンなテクニックを使って、今までと違う写真を撮ってみましょう。

ガラス越しに撮影しようとすると、光の反射
等が写り込んだりします。そこで防ぐ手軽な
方法は、窓ガラスにカメラをくっつけて撮る
ことです。ガラスにくっつけて光が反射する
隙間をなくしてしまえば写り込みを気にせ
ず撮影できます。一番シンプルな方法です。
撮影する角度があまり変更できないなど撮影
の自由度がなくなってしまう場合もあります
が、光の反射は防ぐことができます！

第七回

\ 写真を学ぼう !  /
テーマ

風景
構図

ガラス越しの被写体を
キレイに撮るコツ！

オススメ風景構図２選 その②
額縁構図 写真の中にさらに枠を作り、まるで額縁で囲んでいるかのような写真に仕上げる構図。窓や建物

などを利用しながら、写真の中に四角を作り、額の写真をいれたような構図のことをいいます。
額縁の中に写真を入れ込んだような構図のため、自然と奥の風景に目線が誘導されます。もっと
も大きな効果は、周辺を額のようなもので囲むことで視線を中央に誘導することができるという
ことです。また、写真の周辺を単調にすることで、落ちついた構図になります。

今回は一眼カメラとスマホカメラで撮影した
写真を比較してみました。やはりスマホカメ
ラには限界があり、例えば月を撮影した写真
は一眼カメラなら、キレイに残したい状況を
プロのように記録することができます。
SNSなどにアップする写真も、一眼カメラで
撮った写真だとまわりの反応も変わってくる
かも？一度、一眼カメラを手にしてみては？

スマホカメラで撮影（デジタルズーム）
撮影した画像が小さく、大きく引き
延ばすことによって、被写体が荒い
画像になります。

一眼カメラで撮影（光学ズーム）
望遠レンズに交換できるため被写
体を大きく鮮明に写すことができ
ます。

番 外 編

放射線構図
複数の線が一点（収束点）から放射状に
伸びた構図のことをいいます。
写真に奥行きを表現したいときは放射線
構図がおすすめです。手前から奥まで
ずっと続いていくような臨場感と奥行き
を表現することができます。
背景の放射線を意識すると、いつもより
も動きがあり被写体を引き立たせること
ができます。

一眼カメラフォト
スマホカメラとの違い

当社のカメラマンが選ぶ！オススメ風景構図２選 その①

Before After

収束点
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年齢：１歳　　　性別：♂
好きな食べ物：バナナ、ヨーグルト
　　　　　　　  乾燥させた鳥ササミ
特技：ベッドメーキング
　　　(毛布を上手に平に敷いて寝る）

Name：マロ
GUESTGUESTGUEST

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！

押忍！今回のゲストは、高畠町にお住ま
いの弊社社員Ｋ宅の犬の「マロ」くんに
お越しいただきました！

今回の飼い主様は、高畠町にお住まいの弊社社員Ｋ宅様でした。ありがとうございました。押忍！

マロを家に迎え入れて10ヶ月経ちました。とてもやんちゃで、
食いしん坊で、ちょっと神経質(臆病)なわんこです。とにかく
噛むのが大好き！手当り次第(口当たり？)にカミカミして破壊
するので、プラスチックのおもちゃは与えられなくなりました。
靴下やスリッパも大好物‼常に裸足で過ごさないと、靴下や
スリッパと一緒に足も思い切り噛まれます。これは超痛い！
最近は家の中で排泄をしたがらず、朝晩のお散歩まで我慢して
待っているので、悪天候でもお散歩が欠かせなくなりました。

マロ ♂マロ ♂
とにかく噛むことが大好き♥

はじめて
「マロ」と出会った
瞬間です！

はじめまして、

ご主人様！
はじめまして、

ご主人様！

結構
やんちゃです…

結構
やんちゃです…

おりこうにしてますけどなにか？

ちょっと気難しくて、なかなか抱っこをさせてくれないけ
ど、マロの方から、あそぼ～とタオルを咥えて近寄ってき
たり、ツンデレなところもとても可愛い。でも、もっと
いっぱい抱っこしたり撫でたりしたいな。 社員Kの母

マロ Episodeマロ Episodeマロ Episode

ニッニッ

リードをつけて、毎日外を散歩します。
歩き足りないと散歩コースを2周します。

黄昏のマ
ロ

黄昏のマ
ロ

題 名題 名

します。
します。

ご主人様との散歩
が大好きな「マロ

♥」

ベッドメーキ
ング

まかせてっ！

川島印刷ではSDGｓの観点から、年末年始のご挨拶用
に配布しているオリジナル卓上カレンダーに使用して
いたプラスチックケースと個包装OPP袋を廃止し、す
べて紙製品に変更しました。使用後は各パーツを分別
無しでまとめてリサイクルできるように、材料・加工・労

力全てにおいて
ECOなモノを
つくりました。
用紙は環境にや
さしいFSC森林
認証紙から選択
し、カレンダー
本体の日付や六
曜部分の書体
には、文字のか
たちが分かりや
すく判別しやす
いUDフォント
を使用し制作し
ています。紙製
スタンドは糊や

両面テープ、ハサミ等を使用しなくても道具無しで
手で組み立てられるスタンドです。またスタンドには
年月日を入れておらず、ある程度の強度も有るため、
翌年以降も使用できるデザインになっています。材料・

加工・労力の全
てにおいてECO
で環境に配慮し
た製品づくりを
これからも進め
ていきたいと
思います。

SDGsの取り組みSDGsの取り組みSDGsの取り組みSDGsの取り組み
株式会社川島印刷

Before　2021 年版

After　2022 年版

全て紙製に変更しました！

SDGs達成に向けて私たちにできることSDGs達成に向けて私たちにできること

社内で発生するごみの中には、ペットボトルや可燃ご
み、不燃ごみなどがあります。ペットボトルはラベル
とキャップに分別し、缶・ビン・プラスチックに分け
て回収ボックスにて分別を行っています。その他、印刷・
断裁・製本等で発生した損紙等は、古紙回収業者へ
依頼し全て古紙リサイクルしています。一般ごみは可
燃ごみ・不燃ごみとダンボールに分別し、できる限り
のリサイクルを図っています。社員全員が分別・リサ
イクルを意識し取り組んでいます。ごみの削減はこれ
からも続く課題の一つです。私たちにできることを続
けていきたいと思います。

各項目の詳しい取り組み内容は当社ホームページを CHECK ▼ ▼ ▼各項目の詳しい取り組み内容は当社ホームページを CHECK ▼ ▼ ▼

最新情報を随時発信していきますのでぜひご覧ください♪最新情報を随時発信していきますのでぜひご覧ください♪
4 55

川島印刷で徹底している 「 ごみの削減（分別・リサイクル）」

ツンデレでキュートなわんこ♡ツンデレでキュートなわんこ♡

ごみの分別・リサイクル
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米沢牛丼米沢牛丼
女将特製

焼チーズカレー
女将特製

焼チーズカレー

源泉100％ かけながし

露天風呂（天の湯）
源泉100％ かけながし

露天風呂（天の湯）

1,100円1,100円 1,100円1,100円
甘めの味付けで旨味がたっぷり、柔らかい米沢牛の
牛丼。ラジウム玉子と共に口に運べば､贅沢な味が美味
しすぎて箸が止まりませんでした。

天然石を利用した源泉100％かけながしの温泉です。
小野川の景色を眺めながら、また夜には星空を見なが
らゆっくりとのんびり、貸切風呂として楽しんでいただ
けます。

※温泉でのマナー・正しい入り方
●湯船に浸かる前に体を洗う、かかり湯
をする。心臓から遠い手足などから

　ゆっくりお湯をかけ、お湯の温度に体
　を慣らすのがポイントです。

んまいもんたんけんたい取材班は、米沢市の小野川温泉「宝寿の湯
（旧寿宝園）」様へお邪魔してきました。
温泉街から奥へ、川を挟んだ高台にある宿
です。日帰り入浴は午前中から受付を行っ
ていて、入浴後にのんびりと過ごせるカフェ
スペースもあります。テーブル席とカウン
ター席があり、ゆったり空間。テーブルから
の眺めもいいので窓際がオススメです。窓
の外に足湯があり、取材の最後にメンバー
全員で足湯を堪能させていただきました。

足湯カフェも営業していて、温泉から
上がった後は、ドリンクやアイス
クリームが楽しめます。宿泊の際は、
バーカウンターとしてアルコールも
いただくことができます。

温泉を楽しむこと、足湯カフェを楽しむこと、宿泊してのんびりくつろげたり
と楽しく過ごせます。他にもいろいろなイベントやキャンペーンをしているの
で、SNSもご覧いただければと思います。
※関谷さんは、サッカーがとてもお好きな方で、SNSにも力を入れています。
イベントの開催情報などぜひチェックしてみてください。

ふらっと立ち寄った時にも利用する
ことができます。硫黄の香りが特徴
的で､入浴した後はすべすべ肌になり
ます。
※冬季は積雪のため、足湯はお休み
　いたします。温泉をご利用ください。

女将特製焼チーズカレー。辛さ控えめ、スパイスとチーズ
の相性バツグンでとても美味しかったです。

宝 寿の湯

立ち寄り湯・足湯

関谷さんからのPR

かわしま通信を読んだ来場者に

宝寿の湯タオルをプレゼント！ 
期間：2022年２月28日まで

薪ストーブの暖かさに心が
落ち着きました。

TikTokも
やってるよ！

オススメ

立ち寄り湯
入浴時間拡大

10：00～21：00

ご予約・お問合せ（お電話でのご予約受付は9：00～21：00）

足湯カフェ／営業時間：10：00～ 21：00　ランチ／ 11：30～ 14：00　定休日：毎週水曜日

〒992-0076 山形県米沢市小野川町2584
mail ／ hojunoyu@gmail.com　HP／ https://www.hojunoyu.com

HPはこちら

☎0238-32-2214

午前中から入れる
ようになりました！

貸切露天風呂

大人（中学生以上）小人（３歳以上小学生まで）

300円
家 族 風 呂

予約
不可

1組
60分

※タオル・バスタオルの料金は含んでおりません。
　足湯をご利用の方はタオルをご持参ください。

600円
1,500円

小野川
駐在所

龍華食堂
小野川郵便局

鈴木
理容所

P

P

宝寿の湯

甲子
大黒天
本山

せいの食堂

丸田屋

弁天食堂

旅館
組合
駐車場大黒様の

すぐそば

\気持ちぃ！/

小野川温泉
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かわしま通信 Kawashima Tsushin Vol.65
Winter 2022　2022年1月発行

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

2022年4月 発行予定　
かわしま通信はときどき発行します。

次号
Spring 2022

66Vol.

「小さな印刷屋のカメラ部」

普段の業務で撮影から補正まで行っているスタッフ
が「より“伝わる”写真」をコンセプトに、カメラ・撮影・
補正に関する様々なノウハウや日々の風景などを発信
しています。

川島印刷　公式 Instagram

＠kawashima.prtKawash ima Camera C lub

川島印刷 検索

川島印刷Facebook

ぜひお願いします♥
“いいね”

社内の取り組み、おトクなキャンペーン、米沢の情報…etc 発信中！

かわしま通信編集部が密着！

写真を学ぼう！スマホカメラ講座
かわしま通信編集部が密着！

写真を学ぼう！スマホカ
んまいもん★たんけんたい

宝寿の湯
んまいもん★たんけんたい

宝寿の湯宝寿の湯

押忍！肉球部 他

Winter 2022

おきたまでいちばんゆるい８ページ。

65Vol.

ご自由にお持ちくだ
さいTAKE FREE

謹賀新 年
新年、あけましておめでとうございます。
日頃より弊社をご利用いただき感謝申し
上げます。激変している世の中では、意
思決定のスピードと行動に移すスピード

が重要だと考えております。成功も失敗も節目なく、全て
が成果を出すためのプロセスと捉え、今年も果敢にチャレ
ンジしてまいります。本年もよろしくお願いいたします。

株式会社川島印刷　代表取締役　川島 良範
2022 年 1月

日頃より「かわしま通信」をご愛読いただき、誠にありがとう

ございます。現在かわしま通信編集部では、お客様により充

実した内容を発信するためのWEBアンケートを実施して

おります。全10問で、3分程度で完了する簡単な内容です。

ご回答いただいた内容につきましては、今後のかわしま通

信制作の参考にさせていただきますので、ぜひご協力くだ

さいますようお願い申し上げます。

かわしま通信 満足度調査！

WEBアンケートご協力のお願い
かわしま通信Vol.65 アンケート回答受付期間

2022年１月13日木～３月31日木
右記QRコードを読み取るか、
下記URLを入力して
ご回答ください。

https://forms.gle/zgPh9r3diAPDJqU86
▼URLはこちら




