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4頁フルカラー
にてバージョン
アップ！

最新オンデマンド印刷機導入
FUJI XEROX  Docu Color 5151PFUJI XEROX  Docu Color 5151PFUJI XEROX  Docu Color 5151P
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クオリティの高い画質を是非ご覧下さい 担当の営業にお申し付け下さい。

カラー印刷を少数ロットできれいに印刷しカラー印刷を少数ロットできれいに印刷し
たい。たい。
必要な時に、必要な数量だけほしい。必要な時に、必要な数量だけほしい。
それがオンデマンド印刷です。それがオンデマンド印刷です。
そんなお客様のご要望にお応えします。そんなお客様のご要望にお応えします。

カラー印刷を少数ロットできれいに印刷し
たい。
必要な時に、必要な数量だけほしい。
それがオンデマンド印刷です。
そんなお客様のご要望にお応えします。

お客様の撮影された写真（プリント・データ）で

オリジナルカレンダーを作ろう!
ご家族の写真入り、団地・会社様のPRにも!!

毎
年
ご
好
評

10月29日（木）平成22年　年賀はがき発売（詳しくは2面をご覧ください）

一般カレンダーもご用命は当社にて

A3ポスター・チラシ・リーフレット・カレンダー・カード等
ご用命下さい。
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いよいよ今月29日より年賀状が発売になりますいよいよ今月29日より年賀状が発売になりますいよいよ今月29日より年賀状が発売になりますいよいよ今月29日より年賀状が発売になりますいよいよ今月29日より年賀状が発売になります
今年も年賀状印刷の時期になりました。
今月29日（木）より郵便局株式会社から年賀ハガキが発売になります。
と同時に当社でも年賀状印刷の注文を開始いたします。
数多くの見本の中からお選び下さい。お客様だけのオリジナル年賀状の作成も併せて承ります。
昨年好評をいただきました企画のオリジナルカレンダーは、
今年新しく導入されました　FUJI XEROX  Docu Color 5151Pにて
今までよりさらに美しく、鮮明な仕上りになるのは間違いなしです。
また、年賀状宛名書きについても数多くのお客様のご要望にお応えして年賀状時期特別価格にて
承ります。たくさんのご注文お待ちしております。

パソコンでやってみたいけれど、面倒だなと思う方。自宅のプリンターのインク代がけっこ

うかかるよね！っとお考えの方。手書きで出したいけれど、時間のない方や手書きに自信の

ない方。工陽社にお手伝いさせてください！

・住所録はデータ（ワード・エクセル等）でも、お手持ちのアドレス帳でもOK!!

・宛名の書体は、楷書・行書・明朝・ゴシック・丸ゴシックの中からご希望に応じます。

　　料　金　基　本　料　金　　　　　　　1,000円
　　　　　　データ持込・出力　はがき１枚　　30円

　　　　　　データ入力・出力　はがき１枚　　50円（アドレス帳等持込み）

尚、毛筆・硬筆書きをご希望の方、その他不明な点は担当営業にご相談下さい。
お預かり致しました情報は宛名書き以外には使用いたしません。

企画

第1 オリジナルカレンダーを作ってみませんか？

第2 年賀状宛名書き承ります
企画

企画

第1

第2
企画

や　　で撮った
生写真、データどちらもOK !

昨年までオリジナルカレンダーＡ３サイズのみでしたが、今年は、さらに

パワーアップしてＡ２サイズもご用意いたしました。

あなたのかわいいお子様、お孫さん！趣味の成果？　なんでもお好きなも

のの写真、イラストを2010年版カレンダーにしてみてはいかがでしょう。

また、会社の営業日用カレンダー（少数）等にもご利用いただけます。

横型・縦型各2パターンをご用意しております。

・写真、イラストはデータ、生写真のどちらかを持込んでください。

　　　料　金　　データ持込・出力　　　　A3 １枚　500円

　　　　　　　　　　　　　　２枚目以上　A3 １枚　300円

　　　　　　　　データ持込・出力　　　　A2 １枚　2,000円

　　　　　　　　　　　　　　２枚目以上　A2 １枚　1,500円

　ラミネート加工等、他詳しくは　担当営業にお問い合せ下さい。

喪中のご挨拶はお忘れでないですか？
喪中ハガキの文例も何点か用意しております。
今回、郵便はがきで出される方のために控えめな絵柄も用意いたし
ました。喪中ハガキを送る時期としましては、一般的に10月下旬～
12月中旬に投函するのが望ましいと思いますので、この時期にご用
命下さいませ。
※遅くとも郵便局の年賀状受付開始日以前に着くように出すことを
　おすすめします。遅れてしまった場合は、無理に出さずに年始の
　松の内があけてから、寒中見舞いとして欠礼のご挨拶をしても良
　いかと思います。 301
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　最近、ユニバーサルデザインは日常のあらゆる場面で
多くのものに取り入れられています。
　が、ユニバーサルデザインとは何ぞや？と思われる方
も少なくはないと思います。
　一般的にいうと、高齢であることや障害の有無などに
かかわらず、すべての人が快適に利用できるように製品
や建造物、生活空間などをデザインすることなんだそう
です。
　たとえば、頭を洗っている時は目がみえないからシャ
ンプーのボトルにはさわってわかる印がされている、外
国人などのために、文字の代わりに絵文字を使っての各
種表示を行う。パソコンの画面表示をみやすくする等、様々な場面でユニバーサルデザインがなされている
わけです。
　そこで、我々印刷業でのユニバーサルデザインは何か？　誰でもが見やすく、わかりやすい印刷物を提供
するということになるとは思いますが、お客様の意向、デザイン性により一概に全ての印刷物がユニバーサ
ルとはいかないのが現状だと思われます。
　その中で、当社の印刷物でも使用している書体の「モリサワ」より「ユニバーサルデザイン書体」が

　　読み間違えにくいこと ＋ 文字のかたちがわかりやすいこと ＋ 文章がよみやすいこと
の書体設計のコンセプトとして発売されました。
　このような書体を利用することにより多くの人の目に触れたり、
必要な情報を的確に伝えることのお手伝いができることと思います。
　当社にも年内中にはこの「ユニバーサルデザイン書体」が導入さ
れますので、ぜひご利用されてみてはいかがでしょうか？
詳しくは担当営業にお訪ねください。

ユニバーサルデザインって聞くけど何ですか？
ユニバーサルデザインの7原則 
The Center for Universal Design, NC State Universityによる原文

・どんな人でも公平に使えること

・使う上で自由度が高いこと

・使い方が簡単で、すぐに分かること

・必要な情報がすぐに分かること

・うっかりミスが危険につながらないこと

・身体への負担（弱い力でも使えること） 

・接近や利用するための十分な大きさと空間を確保すること 

印刷屋さん豆知識
パート3

健康
ひとくちメモ もしかして「新型インフル」？

症状がある場合の Q&A
Q
A A
感染すると重症になる？ Q どの医療機関に行けばいい？

　ほとんどの人は軽症で回復
　今回の新型インフルエンザの場合、ほとんどの人が軽
症で回復している。
　ただし、ぜんそくなどの慢性呼吸器疾患や慢性心疾患、
糖尿病などの代謝性疾患、腎機能障害、ステロイド内服
などによる免疫機能不全の患者は、感染すると重症化の
リスクが高くなる。また、妊婦や乳幼児、高齢者も重症
化すると報告されており、かかりつけ医がいる人は発症
時の対応を事前に相談しておくことが望ましい。

　電話で調べ、受診方法を確認
　高熱などの症状が出て新型インフルエンザが疑われ、
どの医療機関を受診したらわからない場合、各地域の保
健所の発熱センターに電話をすれば、紹介してくれます。
　いざという時は、直接医療機関には行かず、まず、電
話をして指示に従う。（通常の患者とは別の出入り口を
決めている場合がある）
　「息が苦しい」「意識がもうろうとしている」など症
状が重い場合は、早く入院可能な医療機関を受診する。

Q
A A
自宅療養の注意点は？ Q 外出してもいい目安は？

　こまめな手洗いなどを心掛けて
　軽症者は自宅で療養する。
　患者本人は、早期回復へ向け、水分補給と十分な睡眠
をとるようにし、処方された薬を医師の指示通りに最後
まで服用することが大切。
　一方、家族は、患者と接する時はなるべくマスクを着
用し、看護した後は手をこまめに洗う。

　少なくとも熱が下がって2日目までは控えて
　厚生労働省は「少なくとも熱が下がってから2日目ま
で」、さらにできるだけ「発熱、せき、のどの痛みなど、
症状が始まった日から7日目まで」は外出を控えるよう
呼びかけている。

資料：㈱モリサワ様
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編集後記

ヒゲスズ

工陽社工陽社なんでもランキングなんでもランキング
！

工陽社なんでもランキング
！

2009年10月・11月・12月　イベント情報2009年10月・11月・12月　イベント情報

急になんでこうなったのかよく覚えていません
が。いぎなり、我が工陽社の社員一人一人に干
支を聞いてみた。
そこでわが社に一番多い干支は何かと思い調べ
てみる事に･･･

　１位　　　未　　　６人/２１人中
　２位　　　酉　　　４人/２１人中
　３位　巳、子、亥　２人/２１人中

工陽社に一番多い干支は未でした。
未は一見、おとなしそうに見えますが、芯が強
くて頑固。周囲の状況を見ながら、きちんと計
画を立てて行動します。
２位の酉は面倒見がよく世話好きです。好奇心
旺盛で活動的。いつも忙しそうにしています。
こんな性格の人達が占めている
工陽社です.

秋の風物詩「いも煮会」
秋になると河原のあちこちで見られる風景の
１つ、家族や親しい仲間で鍋を囲んで紅葉を
楽しみながら食べて、飲んでと楽しい一時を
過す恒例行事ですが、元は山形の最上川の船
着場付近で名産の里芋が日持ちしないことで、
大量に食べるために船頭さんらが適当に料理
したのが「いも煮」と言われているそうです。
同じ「いも煮」でも、宮城では豚肉を使って
味噌で味付けをしますが、一方山形では牛肉
を入れて、醤油で味付けをします。地方によ
って異なる味付けですが、どちらもとてもお
いしい「いも煮」です。

　　近郊にはいも煮会場と
　　　　なるところがいっぱい
河原だと名取川や広瀬川、奥新川、それから
ダムだと釜房ダムや南川ダム、牛野ダムの付
近で楽しむことができますね。他にも加瀬沼
公園やみちのく湖畔公園、仙台ハイランド、
名取スポーツパークにオニコウベスキー場な
ど、たくさんあります。
楽しみ方は人それぞれこの秋はいも煮どうで
すか？
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浜まつり

ぼっけ

民主党の大勝利、自民党の大惨敗で終わった衆議院議員総選挙。皆様の暮らし・お仕事に影響はございません

か？　遅かれ早かれ何らかの形で我々の周辺で良い変化・悪い変化を見る事が出来るでしょう。その時は傍観者

としてではなく、当事者として関わって行きたいものです。ところで、新型インフルエンザが徐々に我々の生活

に入り込もうとしている様です。感染予防には、外出から帰って来たら直ぐに手洗い・うがいを実践

する事が一番だそうです。秋の行楽シーズンを大いに楽しむには健康である事が何よりです。

皆様も体調管理には充分お気を付け下さい。
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