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あなたの作ったデータをそのままきれいな印刷物にします！

ウイン -オムニマージュ

お手持ちのデータを活用してみませんか

　近来、パソコンの普及により子供から大人まで、インターネットや様々なソフトによるデータな
ど、デジタルデータが簡単に作ることが出来るようになりました。
　しかし、作ったデータを自分のプリンターなどで印刷するには、品質、時間、技術、金額などに
限界があります。そんな問題を解決するのが私たちプロの「印刷屋さん」ではないかと思います。
　自分で作ったデータをそのままのイメージで印刷したい、ポスターにしたい等様々な物に活用し
たい。こんな問題をWIN-OMNImage(ウイン-オムニマージュ)が解決致します。
　このソフトは様々なWindoｗsデータに対応し、イメージ通りに短納期、高品質、低コストにて
印刷出来る特徴があります。手持ちのデータをどうしようか、どこに相談しようかと思っている方。
あなたの悩みを解決、作ったデータ・眠っているデータが皆さんにお役に立てるよう私達がご協力
致します。
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イベント紹介

（お問い合わせ先）東北区水産研究所　業務推進課
　　　　　　　　　電話　022-365-7439・FAX　022-367-1250
　　　　　　　　　メール　myg-suisin@ml.affrc.go.jp
詳細はホームページのイベント情報をご覧ください。
　　　　　　　　　http://tnfri.fra.affrc.go.jp/event.html

い　つ：平成 19 年 8月 18 日 10 時～ 15 時
ど　こ：東北区水産研究所（塩釜市新浜町３－２７－５）
　　　　　調査船「若鷹丸」（塩釜港岸壁）

い　つ：平成 19 年 8月 18 日 10 時～ 15 時
ど　こ：東北区水産研究所（塩釜市新浜町３－２７－５）
　　　　　調査船「若鷹丸」（塩釜港岸壁）

特別企画
「若鷹丸停泊船上にて海洋模擬実験」
対象：小学５、６年生（保護者1名同伴）
　　①若鷹丸の船内見学と説明
　　②海水の温度・塩分の観測体験
　　③プランクトンや小さな魚の分類体験
（事前申込み先着順、午前・午後各 5組）
　　　　　右記の連絡先にお申し出下さい。

「水産研究所ってどんなとこ？」

　
「また、トイレットペーパーが……」

　「風が吹くと桶屋が儲かる」は遠い昔の話！原油高で加工製品は値上がり、一昨年よりガソリンの高騰

が延々と続き、更には一般家庭用品であるトイレットペーパー・ティッシュBOX・マヨネーズ・油脂関係

がのきなみ価格上昇！！

　トイレットペーパーがなければ何で拭く？マヨラーからマヨネーズを取り上げたらどうなる？こんなふ

うに身近なところから国民の生活は確実に脅かされてきているのです。

　印刷業界も例外ではなく、印刷用紙の価格も昨年から各大手製紙メーカーが揃って数回にわたり値上げ

を行ってきました。今年7月に昨年より数えて3回目の値上げが実施され、全商品が10％以上アップしま

した。弊社と致しましても今まで、お客様には「より安く、良い物を」をスローガンに紙の値上げ分を企

業努力でカバーしてきましたが、大変きびしい現状となってきました。

　弱い立場の一般家庭、企業に至ってもいつになったら風は吹いてくれるのでしょうか？

「古紙100％配合品を10月から全廃へ」
　国内の製紙業界では、古紙100％配合品が10月から全品廃止となります。リサイクルの広がりに伴い古

紙の繰り返し使用による古紙の品質低下という現状があります。今後は用途や品質に応じて古紙とバージ

ンパルプをバランスよく配合する事で最も環境に負荷の小さい形で古紙の総利用量を高めて行く模様です。

古紙利用については「古紙のリサイクル」と「森のリサイクル」に配慮した用紙として今後ご提案してま

いります。

　これからも弊社と致しましては、安定した高品質な製品作りを目指しお客様の満足度を向上させるべく

社員一丸となって頑張ってまいります。何卒ご理解をいただきますよう宜しくお願い致します。

独立行政法人 水産総合研究センター ・タッチプール　・タッチプール　
 　海の生き物どんな感じ？ 　海の生き物どんな感じ？
・観察しよう！・観察しよう！海の海のプランクトンプランクトン
・どんな世界？電子顕微鏡の中・どんな世界？電子顕微鏡の中
・知ってる？  DNA・知ってる？  DNA（遺伝子）（遺伝子）のことのこと
・何色かな？海藻いろいろ・何色かな？海藻いろいろ
・探検しよう！調査船「若鷹丸」・探検しよう！調査船「若鷹丸」

・タッチプール　
 　海の生き物どんな感じ？
・観察しよう！海のプランクトン
・どんな世界？電子顕微鏡の中
・知ってる？  DNA（遺伝子）のこと
・何色かな？海藻いろいろ
・探検しよう！調査船「若鷹丸」

独立行政法人 水産総合研究センター
ご家族そろってご参加下さい。ご家族そろってご参加下さい。ご家族そろってご参加下さい。

参加無料



健康
ひとくちメモ

腰痛を防ぐために　～くらしの注意～
毎日のくらしの中で腰への負担を減らす工夫をしましょう。

工陽社工陽社

なんでもランキンなんでもランキン
グ！工陽社

なんでもランキン
グ！

貴社の広告を無料で掲載します！載せてみませんか？／当社営業スタッフにお問い合せ下さい。

あ
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ヒゲスズに聞いてみよう！
Q 校正ってどうするの？

印刷屋さ〜んこと

文字の修正記号

本を規格を 本の企画を

記号を活用してもらえると
　　　　　　　うれしいな！

グリツド グリッド

かっての かつての

原稿の作成 原稿作成

の企画

合せて 合わせてわ

トル or
トルツメ

組版は一般に 組版　一般に
トルアキ or
トルママ

文字の
修正

小書きの
仮名に

直音を示
す仮名に

削除し
詰める

削除し
空ける

文字を
挿入する

open  am9:00～pm7:00　close  毎週月曜日

まだ間に合う！　花火大会情報
　一昨年から塩竈市ではみなと祭を7月海の日に実施。それに伴　一昨年から塩竈市ではみなと祭を7月海の日に実施。それに伴
い前夜祭の花火大会も前日に移行しました。い前夜祭の花火大会も前日に移行しました。
　昨年・今年と花火大会は雨！雨！雨！すっきりくっきりした　昨年・今年と花火大会は雨！雨！雨！すっきりくっきりした
花火が見たい人も多いはず！今年の夏の思い出の締めくくりに、花火が見たい人も多いはず！今年の夏の思い出の締めくくりに、
お近くだったり、ちょっと足をのばして、どか～んと一発！花お近くだったり、ちょっと足をのばして、どか～んと一発！花
火大会を見に出かけてみませんか？火大会を見に出かけてみませんか？

　一昨年から塩竈市ではみなと祭を7月海の日に実施。それに伴
い前夜祭の花火大会も前日に移行しました。
　昨年・今年と花火大会は雨！雨！雨！すっきりくっきりした
花火が見たい人も多いはず！今年の夏の思い出の締めくくりに、
お近くだったり、ちょっと足をのばして、どか～んと一発！花
火大会を見に出かけてみませんか？
仙台七夕まつり花火大会 8月 5日　16,000発
ザ・祭in多賀城（多賀城陸上駐屯地） 8月11日　？発
白石夏まつり花火大会 8月12日　3,000発
わたりふるさと夏まつり 8月14日　3,000発
松島灯籠流し花火大会 8月17日　8,000発
全国花火競技大会「大曲の花火」 8月25日　15,000発

多賀城市下馬1-1-6
Tel  : 022-362-9909 　Fax  : 022-796-1373

アキラ・ユニセックス　ヘアーサロン

がんばれば
日帰りできるよ！

この他たくさんの記号があります。ご覧になりたい方は担当営業までお問い合せ下さい。

校正とは、簡単にいうと間違いがあるかないかを
チェックすることです。
校正でも文字校正・色校正とそれぞれ仕上がり工
程により校正の仕方があります。
お客様にも「版」が出来上がった際には「校正」をお
願いしています。もちろん社内でも校正専門の社
員による校正を行い、お客様により満足していた
だけるものをお届けするために頑張っています。
　

一般的注意
・長い時間同じ姿勢や動作を続けないように気をつける。
・中腰の姿勢をとらないようにする。
・体重を増やさないようにする。
・喫煙をやめる。

寝る時
・自然な背中のカーブが保てないほどのやわらかいベッ
　ドやふとんは良くありません。
・うつぶせは良くありません。
・自分がもっとも楽な姿勢で休みましょう。

立っている時
・両足をそろえて長時間立つ事は避けましょう。
・中腰になるときは、背中を伸ばしたままで膝を曲げて
　中腰になりましょう。

座っている時
・椅子の高さは、膝と股が同じ高さになるように、台
　などで調節しましょう。両足が宙ぶらりんに浮いた
　り、つま先だけしかつかないものは良くありません。
・畳の上に座る場合には、あぐらを避けて正座をする
　ほうが腰には負担が少なくてすみます。

立ち上がりの時
・椅子から立ち上がる時は、背中をまっすぐにしたま
　ま立ち上がりましょう。

物を持ち上げる時
・できるだけ体を品物に近づけてお腹に力を入れ、膝
　を曲げ腰を十分に降ろして持つようにします。

８月は長期のお休みの方も多いでしょう！そこで

『私の夏休み』 と題して何処へ行ってみたいですか？

家族旅行もいいでしょう！カップルでバカンス♪

もちろんふら～り一人旅も！いいですね (^O^) ／

皆さんは何処へ行きたいですかぁ～？

１位　北海道

　　　夏と言うこともあってか多かったです。

　　　各自行きたい所はバラバラでしたが、

　　　まとめて北海道～！はデッカイドウ～！

２位　沖縄

　　　いいですねぇ～青い海、 白い砂浜、

　　　なんと 1位と１票差でした。

３位　ディズニーランド＆ディズニーシー

　　　子供から大人まで遊べて楽しめます。

その他にも屋久島、 酒田、 宮崎、 上高地、 などが出

ました。

私はディズニーランドに行ってカリブの海賊の一員になりた

いです。 キャプテン・ジャック　スパローに会いたい！
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印刷屋さんの仲間 Part.3Part.3印刷屋さんの仲間

　工陽社に入社した当時から総務の仕事をしていま
す。
　お客様に満足していただけるような接客・応対を
心掛け、ＩＳＯ取得時から推進スタッフとして、お
客様の満足する製品を提供でき
るように日々活動しています。
　そんな私は、良き仲間にも
出会い、一緒に食事をしたり
旅行をしながら楽しんでいます。

　工陽社に入社してあっという間にウン○○年が過ぎ、

入社当時はまだ若かったので（？）何も解からないま

ま、日々仕事をしていたように思います。 

　私が入社した当時は、活版・タイプから始まり 

（勤続年数が解かる かな…）、写植・ワープ

ロ・電子組版・編 集機と印刷業界の

進歩に併せて進 んでいます。私自

身も、タイプ・ ワープロ・電子

組版・編集機 と色々機械に携

わって、技術・ 知識・情報等も

習得しながら、 日々仕事に取り

入れて頑張って います。 

　そんな私のスト レス解消法（？）は、

と言うと番犬ならぬ 愛犬の「ジョンコ」、

わが家に来て今年で２年 目になるオスの犬です。

私をご主人様（？）とは思わないで私に突進して向か

ってきます。そして人間と犬のスキンシップ（ケン

カ）になり、最後には、私は赤タン・青タンをつくり

ながら噛まれ、犬は叱られ（犬のキモチとすれば迷惑

かな）。犬とのスキンシップがストレスの解消になっ

ています。 

　社員の皆は、もうなが～くこの工陽社に勤務してい

る人達ばかりです。皆の足を引っ張りつつ、助けられ

ながらおくれを取らないように、日々の仕事を頑張っ

ています。 

鈴 木 衣 子　総務課／経理・事務担当

　毎日のお仕事ご苦労様です！
　私は勤務ウン十年になり、身体の方もあちらこち
らとガタがきており、更○○障害のまっ只中でもあ
ります。でも、そんな私にもそれをはねかえす位、
癒してくれるものがあります。
　それは広大な庭？に咲く草花や山野草、今は清楚
で可憐なシャラの花、その下には風情のあるネジ花、
河原ナデシコ、紫陽花、等々…が咲いています。
　もう一つ癒してくれるのは、いやなことを一瞬に
して？忘れさせてくれる若い人たち、イケメングル
ープの虜になってます。そのパワーをもらって若返
ってます!?〈決して孫達ではありませんよ!!〉彼ら
のライブは迫力があって最高です！
　今後もそれらを糧にして、ひとつひとつの仕事を
しっかりと頑張って間違いのない日々にしていきた
いと思っています。

西 村 栄 子　工務課／製造担当　製本

千 葉 典 子　工務課／制作担当　生産

　今号も“新システムの紹介”“最新経済情報”“イベン
ト・祭事情報”“暮らしの情報”等内容盛りだくさんで
お送りしました。特に“健康ひとくちメモ・腰痛を防ぐ
ために”では『日々の暮らしの中で注意しながら生活に
工夫を加える事で負担を減らせる』を箇条書きで判り易
くまとめています。どうぞ仕事場や家庭内でお役立て下
さい。
　私ヒゲスズも“メタボ君メンバー”で腰への負担は大
きく、腰痛には日々悩まされております。取り敢えずは
箇条書きの内容を忠実に試してみようかと密かに思って
います。
　ところで皆様は夏休みの計画を立てられましたか？計
画を実行・実現する事も楽しいですが何をしようかとあ
れやこれや考えるのはもっと楽しいですよね。資料を集
めたり、インターネットで検索したり、家族や友人と打
ち合わせ（時としてもめますが…）したりと楽しい思い
出作りに少し時間を使ってみてはいかがでしょうか。
　次回は秋バージョンです。
　どうぞ次号もお楽しみに ! !

編集後記

ヒゲスズ

小あじ

にんじん

ピーマン

玉ねぎ

サラダ油

塩

8尾

1/3本

1コ

1/2コ

適量

適量

①小あじはゼイゴと内臓を取って水洗いし、水気を
　よくきり、塩少々をふって30分位冷蔵庫に入れて
　おく。
②ピーマン、にんじんは細く千切り、玉ねぎは薄く
　スライスしておく。
③ふた付きの容器に甘酢液をつくっておく。
④小あじに小麦粉をはたき、油でよく揚げる。
⑤色よく揚がったら、そのまま直ぐ甘酢液に漬ける。
　（ジュッと音がなる）
　その上に野菜をのせ、ふたをして冷蔵庫で 1時間
　位冷やして食べます。

お願い！　皆さんのご家庭の自慢料理のレシピ教えてもらえませんか？ み

甘酢液
　酢
　砂糖
　しょうゆ

1.5cup
1/2cup
小さじ 1/2

・酢加減や甘さは好みで
・野菜も好みでOK!
・南蛮を入れれば、南蛮漬け

作り方

わがわが家の
お料理自慢お料理自慢
わが家の
お料理自慢

夏が旬の魚「鯵」の甘酢漬

Cさん編

・・・ ・・・

あじ

・・・・


