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2022年7月 発行予定　
かわしま通信はときどき発行します。
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Summer 2022

67Vol.

「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！

Spring 2022

おきたまでいちばんゆるい８ページ。

66Vol.

ご自由にお持ちくだ
さいTAKE FREE

雪も溶け、ようやく春の暖かさを感じられるよ
うになりましたね！
今年はかなりの大雪で、運転初心者の僕は毎日
緊張しながら通勤していました。そんな冬も終

わってみればあっという間で、もう入社して一年が経ったんだ
なと早く過ぎた一年に驚いています...。
春になると何か新しいことを始めたくなるような新鮮な気持ち
になります。この気持ちを大事に、色んな事に挑戦できる一年
にしていきたいです！

もうすでに一年が...

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！
スマホカメラ講座

んまいもん★たんけんたい

はるカフェ
んまいもん★たんけんたい

はるカフェ
押忍！肉球部　他押忍！肉球部　他

かわしま通信 満足度調査！

かわしま通信Vol.66 アンケート回答受付期間

2022年４月１日金～５月31日火
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/5sUsMc8H2Xn6BotQ8
▼URLはこちら

WEBアンケートご協力のお願いWEBアンケートご協力のお願い

KAN通信KAN通信

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。



かわしま通信編集部が密着！

構図を意識してみよう！

スマホカメラスマホカメラ講座講座
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。今号では前号に引き続き、出掛けた先でも撮ること
が多い「風景」。今号では対象物の配置や分割に注目して、様々な構図を紹介して
いきます。構図に意識を向けるだけで、綺麗な景色がさらに良く撮影できますよ。

第八回

\ 写真を学ぼう !  /
テーマ

風景
構図

なんとなくいつも同じ構図・表情の写真に
なりがち。今回は、スマホカメラならではの
撮影方法やアングルのコツを取り入れ、ネコ
ちゃんを中心に、生き生きとした表情をとら
えるワザを紹介します。可愛く撮影するため
の一番簡単なテクニックは、目線の高さを
動物に合わせること。人の目線の高さから
撮影すると、ゆがみやすくなってしまいま
す。1～1.5ｍほど離れた位置からちょっと

ズームして捉えることで画面が真っ直ぐ整いやすくなり、目線もきちんと
合わせられます。また、リラックスできる環境で撮影することも大切な
ポイント。ネコちゃんは、かごや箱の中で丸まって眠るのが大好き。リラッ
クスして寝ているときも絶好の撮影チャンス。安心している可愛らしい
ポーズは、ペットと飼い主の信頼関係があってこそ撮れる写真です。

番 外 編

目線の高さを動物に
合わせましょう。

春の花といえば真っ先に思い浮かぶのが「桜」です。
桜が咲き誇っている姿を見ると、自然とカメラを向
けたくなります。一本桜は画面いっぱいに見せると
迫力が出ます。年輪を重ねた貫禄ある姿が魅力。桜
全体を見せることにこだわらず、枝先などはカット
してもよいので、画面いっぱいに桜を捉えることで
迫力や力強さを出したいですね。日の丸構図だと力
強さを出せますが、脇役があるときは左右のバラン
スを考慮して構成を考えてみましょう。

桜撮影のカテゴリーでは、「沼や湖への映り込み」「水
の張られた田への映り込み」などが考えられますね。
桜のリフレクション※撮影のポイントとしては、風
の無い時や早朝、夕暮れ時、ライトアップが狙い目。
映り込む面積を大きくするために、できる限りロー
アングルが良いです。シンメトリー構図と言えば
左右対称ですが、よく使われる上下のシンメトリー
構図と言えば水面反射によるリフレクションです。
これを使えばシンメトリーが難しい自然の情景も
うまく対称にすることができます。

桜の写真を
美しく見せるコツ！

桜のシーン別撮影テクニック！

当社のカメラマンが選ぶ！オススメ風景構図２選

トンネル構図
周りを囲んで、トンネルのように撮影
する構図です。メインとなる被写体
をより印象的に見せることができま
す。対象物に目が行くように誘導する
働きがあります。撮りたい対象だけで
はなく、あえて近くの木の枝などを被
写体の上にかぶせて撮影すると、対象
がさらにぐんと惹きたちます。

対比構図
大きさ、色、明暗、形などで被写体を対比させる
構図です。被写体を対比させることでお互いが
引き立つ効果や写真にメリハリがつきます。視覚
的なおもしろさが生まれやすい構図です。シンメ
トリーと似ていますが、必ずしも画面を等分にす
る必要はありません。

※リフレクション（映り込み）
写真撮影でのリフレクションは主に水面への映り込みを言います。
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GUESTGUESTGUEST

飼い主様からのお言葉飼い主様からのお言葉

ももちゃん Episodeももちゃん Episodeももちゃん Episode

見ないで！見ないで！

家にきたころのももちゃん家にきたころのももちゃん家にきたころのももちゃん

ソファーは僕がソファーは僕が

座るためにある座るためにある

年齢：３歳　　　性別：♂
好きな食べ物：
チュール、メイドインJAPANキャットフード
カニ 
特技：おしゃべりするところ

Name：ももちゃん

梅が咲いている季節に、
我が家に迷い猫として
やってきたので、オスだ
けど、名前がももちゃん
になりました。体重が６
㎏近くあるため、母が
抱っこするとよくギック
リ腰になっています。ね
ずみのおもちゃが大好き
で、遊んでぇと呼びにきます。こちらが疲れてやめる
と、また呼びにきてエンドレスで終わりません。

話しかけると必ずニャーと返事をしてくれます。
ももちゃん占いがあって、天気予報など当てた
りしますｗ
臆病だけど、絶対に爪を出したりしない、優し
い猫です。毛の色が、所どころ違うため、角度
によると違う猫みたいって言われます。鳴く猫
のため、静かになると逆に心配になります。

ブラッシングブラッシング
どうぞ～どうぞ～

猫はこたつでまるくなるとよく言い
ますが、ももちゃんはこたつに入り
ません。今まで出逢った事のない変
わった猫ちゃんですが、そこがまた
かわいくてたまりません。

寝たふりｗ寝たふりｗ

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！

新入部員募集！

部費FREE ￥０

今回の飼い主様は、米沢市にお住まいの伊藤様宅でした。ありがとうございました。押忍！

押忍！今回のゲストは、米沢市にお住まいの
伊藤様宅、猫の「ももちゃん」にお越しいただ
きました！

おしゃべりなにゃんこ♡おしゃべりなにゃんこ♡

ご飯ご飯
ちょうだいちょうだい

ニコニ
コ

ニコニ
コ

「デマンド」とは30分間に消費された電力の平均値を言いま
す。１ヶ月間の中で、最も高かった値が1年間の電気基本料金
に影響します。目標デマンド値を設定し超過しそうになると
メールで警告が送られ、目標デマンド値が超える前に、不必要
な箇所の電気を抑えるなどの対策をとることができます。
『夏場や冬場に職場の空調を一斉につけた』
『工場で複数の機械が同時に稼働した』
など、不意のデマンドのピーク発生を抑制することで低減がで
き、適正な契約電力の削減につなげています。

電気の使用状況を監視するデマンドコントロールシステム
を導入して契約電力の削減。

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

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

・毎日紙で確認していた資料をデータ化
・打ち合わせ時のメモは手書きのペン入力
・事例集も電子化し、まとめて保存
など、業務の効率化を図りつつ、紙の無駄遣いをしない
よう努めています。すべてを電子化するわけにもいきま
せんので、大判印刷物を原寸でデザイン確認する時には
紙のほうが良いですし、視認性の良さや書き込みのしや
すさは紙の方が上です。電子化の良さ・紙の良さを見極
め、限りある資源を有効に使います。

その実例の一つが「用紙在庫引当予定一覧」です。
印刷会社としての主材料である用紙の在庫と消費予定が
一画面で見れるように、レイアウトを考えた問合せ画面
です。この画面を使って、いつ頃購入手配を掛けないと
いけないか、それと共に、消費予定が無い在庫があるか
を直感的に把握することにより、精度の高い材料手配に
繋がることを期待しています。ムダな在庫を無くすこと
は経営に寄与するだけではなく、使われることなく廃棄
されるものを無くすことで、資源の節約に寄与するので
はないかと考えています。

使わない電気を消すこと、紙の無駄遣いを減らすこと、封
筒や箱を再利用する等々…
日々できることは小さなことかもしれませんが、コツコツ
続けていけば環境に優しいだけではなく、会社のコストの
削減にも繋がります。捨てる前に「まだ使えるのでは？」
「何かに使えるかも？」と考えるようにしています。
「もったいない～」と言いながら楽しく再利用していま
す。川島印刷はつくる会社ですが、つかう責任もしっかり
と考え、今あるものも大切にしながら環境にやさしい会社
にしていきたいと考えます。

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♪

タブレットを利用し、無駄な紙の消費を抑える。

社内での様々な「もったいないこと・もったいないもの」
を意識する。

どうすればわかりやすい情報を社内に発信できるかを
考えています。
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クリームがボリュームたっ
ぷり！洋梨はシャキシャキ
感があり、白玉の大きさが
上品なサイズ。甘すぎない
あんこ、程良い堅さの寒天
がちょうど良かったです。
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上品なサイズ。甘すぎない
あんこ、程良い堅さの寒天
がちょうど良かったです。

※フルーツは季節によっ
　て変わります。
※フルーツは季節によっ
　て変わります。

きなこアイスにバナナ、大きくて甘い栗、下には
たっぷりのきなこプリンが。プリンはやわらかめな
ので、プリンの上にあるコーンフレークの層と絡め
て食べるとたまらない美味しさ！程よい甘さとサク
サク感。あずきも入っていて、和を堪能できるパフェ
はこれだけでもお腹いっぱいになるボリューム。

きなこアイスにバナナ、大きくて甘い栗、下には
たっぷりのきなこプリンが。プリンはやわらかめな
ので、プリンの上にあるコーンフレークの層と絡め
て食べるとたまらない美味しさ！程よい甘さとサク
サク感。あずきも入っていて、和を堪能できるパフェ
はこれだけでもお腹いっぱいになるボリューム。

厚みのあるパイにアイスクリームがたっ
ぷりと乗った、夢のようなアップルパイ。
シナモンとリンゴの香りがとても美味し
そうで食欲をそそられます。パイの温か
さとアイスの冷たさのバランスが絶妙で
した。大きくカットされたリンゴが入って
いて満足感があり、リンゴのシャキシャ
キとした食感も楽しめます。フォークと
ナイフで優雅にいただきました！

ひと口食べたら止まらない、少しスパイ
スの利いたカレー。野菜とひき肉、豆が
ぎっしり入っています。量が多いことは
もちろん、豆や具材が大きいため満足感
がありました。ほどよい辛さと、豆の甘
みが合わさって美味しかったです。

野菜たっぷり具沢山スープは、
ズッキーニや豆、キャベツやパプ
リカが入っていて、身体に染み
わたる優しい味です。おにぎり
は程よい塩味とゴマが入ってい
て、スープとよく合う！おにぎり
をスープに入れて雑炊風に食べ
ても◎。

野菜たっぷり具沢山スープは、
ズッキーニや豆、キャベツやパプ
リカが入っていて、身体に染み
わたる優しい味です。おにぎり
は程よい塩味とゴマが入ってい
て、スープとよく合う！おにぎり
をスープに入れて雑炊風に食べ
ても◎。

　今回は、米沢市直江町の「はるカフェ」様へ
お邪魔してきました。
　お店は2019年11月にオープンした隠れ家カ
フェ。店内にはハンモックと薪ストーブがあり、
おしゃれであたたかな雰囲気です。
　ランチのパスタやカレー、デザートはどれも
ボリュームたっぷり。お腹ペコペコでも大満足
になる量です。その中でも野菜たっぷり日替わ
りスープランチが人気とのこと。おすすめはバ
イトマスターのきまぐれコーヒー。限定3食の
きなこプリンパフェも要チェックです！

店内のあちこちに置いてある猫の置物…。天童市の「陶工房 布
施猫笑店」様の商品で、メニューの箸置きでも使われていました。
店主様は猫を飼いたくても飼えないという状況ですが、猫が好
きすぎて今の状態に至っているのだとか。取材班、すっかりかわ
いい猫に魅了され、それぞれ箸置きを購入しました�

筆ペンを使って書を楽しむ会で
す。講師をお招きして定期的に開
催しているそうです。

はるカフェ

3 食限定

・野菜たっぷりスープ
・副菜３品
・生野菜サラダ
・雑穀おにぎり
（またはガーリックバタートースト）
・ドリンク
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はるカフェ
～ランチ講座 ・ ナイト講座～

ほうじ茶付き

スープが
なくなり次第
終了

スープが
なくなり次第
終了

クリームあんみつ
￥750（税込）

日替わりスープランチ
￥1,050（税込）

根野菜と豆豆キーマカレー
￥880（税込）
根野菜と豆豆キーマカレー
￥880（税込）

アップルパイ
￥660（税込）

きなこプリンパフェ
￥700（税込）
きなこプリンパフェ
￥700（税込）

〒992-0056
山形県米沢市直江町３-12
営業時間　9:30 ～ 18:00
　　　　　( L.O. 17:00) 
ラ ン チ　11:00～15:00
定 休 日　火曜・第２日曜
※のれんの出ていない日

☎0238-27-9268
　 @chiharuwabi
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米
沢
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121 ●ニトリ●ニトリ
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★

●市営西部野球場●市営西部野球場
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かわしま通信 Kawashima Tsushin Vol.66
Spring 2022　2022年４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7月 発行予定　
かわしま通信はときどき発行します。

次号
Summer 2022

67Vol.

「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！

Spring 2022

おきたまでいちばんゆるい８ページ。

66Vol.

ご自由にお持ちくだ
さいTAKE FREE

雪も溶け、ようやく春の暖かさを感じられるよ
うになりましたね！
今年はかなりの大雪で、運転初心者の僕は毎日
緊張しながら通勤していました。そんな冬も終

わってみればあっという間で、もう入社して一年が経ったんだ
なと早く過ぎた一年に驚いています...。
春になると何か新しいことを始めたくなるような新鮮な気持ち
になります。この気持ちを大事に、色んな事に挑戦できる一年
にしていきたいです！

もうすでに一年が...

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！
スマホカメラ講座

んまいもん★たんけんたい

はるカフェ
んまいもん★たんけんたい

はるカフェ
押忍！肉球部　他押忍！肉球部　他

かわしま通信 満足度調査！

かわしま通信Vol.66 アンケート回答受付期間

2022年４月１日金～５月31日火
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/5sUsMc8H2Xn6BotQ8
▼URLはこちら

WEBアンケートご協力のお願いWEBアンケートご協力のお願い

KAN通信KAN通信

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。


