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お役立ちコミュニケーション情報誌

新年明けまして

　おめでとうございます。

　昨年中は弊社をご愛顧下さり誠にありがとう
ございました。心より御礼申し上げます。
本年も昨年に倍してご利用下さいますよう
宜しくお願い申し上げます。
　昨年弊社では、有限会社から株式会社へ
と商号を変更し、代表者も鈴木ヨシ子（現
会長）より鈴木嘉仁に交代しました。また、
社内組織も一部変更し、更にホームページ
のリニュアールも行い、社内活性化を進め
て参りました。
　お客様にはご迷惑ご面倒をお掛け致した
事と存じますが、少しでも良質なサービ
ス・良質な製品をお届けし、今以上に安心
して仕事のご依頼を頂けますようにと、誠心
誠意心掛ける為に講じた変更であった事を
ご理解頂きますよう宜しくお願い申し上げ
ます。
　本年は本誌を通し、お客様へ多くのお役
立ち情報をお届け出来るようこれまで以上
に取り組んで参ります。どうぞこれからも
ご愛読下さいますよう宜しくお願い申し
上げます。
　お客様各位のご商売が益々繁盛されご健勝
で過ごされます事をお祈り申し上げます。

株式会社　工　陽　社　　　　
代表取締役　鈴 木 嘉 仁　

平成 23年　元旦

　七ヶ浜町吉田浜　眺洋台より
工陽社　渡辺　撮影
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カメラ屋さんとの違い
　最近カメラ屋さんでも安価でフォトブックが作られますが、写真のコメントや写真の配置等で思いのほか制約が
あります。工陽社のオリジナルアルバムは、お客様がワード、エクセル、パワーポイント、一太郎等で作成したも
のをそのままプリントすることもできます。また、お客様と時間をかけて打合せをし作り上げていく等、お客様の
ご要望に応じて作成していきます。
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2011年　新春!! 印刷屋さんまちがいさがし
今年は印刷屋さんの仲間たちが〝なんちゃって伊達武将隊〟に。孫にも衣装……かな？（笑）

下のイラストをよーく見比べてください。10 ヶの間違いがあります。
10 個見つけた方は自分で自分にご褒美をあげてください。答えはホームページをみてくださいね！

－オリジナルアルバム作成－

卒園・卒業
お子様の成長を
記録します

結 婚 式
一生の思い出を
残します

趣　味
あなたの大切な物を

作品集に

2ヶ月もたつと卒業や引越しと2ヶ月もたつと卒業や引越しと
お別れの多い時期になります。お別れの多い時期になります。
楽しかったことや頑張った思い出が楽しかったことや頑張った思い出が
たくさんあると思います。たくさんあると思います。
そんな時、その思い出をオリジナルフォトブックにしてみてはいかがでしょうか？そんな時、その思い出をオリジナルフォトブックにしてみてはいかがでしょうか？
学校や幼稚園の入学・入園から卒業・卒園までのお子様の成長記録としてや学校や幼稚園の入学・入園から卒業・卒園までのお子様の成長記録としてや
クラブ活動で同じ汗を流した仲間との思い出など、クラブ活動で同じ汗を流した仲間との思い出など、
仲の良いクラスや友達同士で楽しくオリジナルアルバムを作ってみてはいかがですか。仲の良いクラスや友達同士で楽しくオリジナルアルバムを作ってみてはいかがですか。
お気に入りの写真や思い出の品物など好きな所へ貼り付けて、お気に入りの写真や思い出の品物など好きな所へ貼り付けて、
コメントやメッセージ、お祝いの言葉を入れて作ることも可能です。コメントやメッセージ、お祝いの言葉を入れて作ることも可能です。
表紙には名前を入れて自分用に、お友達には一人一人の名前を入れてプレゼントしてもいいですね！表紙には名前を入れて自分用に、お友達には一人一人の名前を入れてプレゼントしてもいいですね！
他にも自分の趣味の作品集を作ってみたり、結婚式で撮った幸せ写真をオリジナルアルバムにしてみたり、他にも自分の趣味の作品集を作ってみたり、結婚式で撮った幸せ写真をオリジナルアルバムにしてみたり、
旅行の思い出をまとめたり、あなたのアイディアしだいでお気に入りアルバムが作れます。旅行の思い出をまとめたり、あなたのアイディアしだいでお気に入りアルバムが作れます。
1冊から作れますのでお気軽にご相談ください。1冊から作れますのでお気軽にご相談ください。

2ヶ月もたつと卒業や引越しと
お別れの多い時期になります。
楽しかったことや頑張った思い出が
たくさんあると思います。
そんな時、その思い出をオリジナルフォトブックにしてみてはいかがでしょうか？
学校や幼稚園の入学・入園から卒業・卒園までのお子様の成長記録としてや
クラブ活動で同じ汗を流した仲間との思い出など、
仲の良いクラスや友達同士で楽しくオリジナルアルバムを作ってみてはいかがですか。
お気に入りの写真や思い出の品物など好きな所へ貼り付けて、
コメントやメッセージ、お祝いの言葉を入れて作ることも可能です。
表紙には名前を入れて自分用に、お友達には一人一人の名前を入れてプレゼントしてもいいですね！
他にも自分の趣味の作品集を作ってみたり、結婚式で撮った幸せ写真をオリジナルアルバムにしてみたり、
旅行の思い出をまとめたり、あなたのアイディアしだいでお気に入りアルバムが作れます。
1冊から作れますのでお気軽にご相談ください。 詳しくは担当営業へお問合せください。

旅旅旅旅旅京旅京旅行行行碧の初東
旅旅旅旅京旅京旅京旅京旅行行行行行行行

－オリジナルアルバム作成－

卒卒卒業卒園園園園 卒卒卒卒卒業卒園園園・卒卒園卒園 結 婚結 婚 式式 趣　味

工陽社ホームページ　http://www.kohyohsha.com/　へGO !
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豆知識
パート7

iPhoneとGALAXYを使用してみて
い ん

豆知
い ん
さ つ

私達が毎日の生活や仕事をしている塩竈市。
実はこの塩竈市には知られざる「ろまん」があった事
をご存知でしょうか。今回は塩竈市に伝わるステキな
ろまんをご紹介します。

ろまん其の一
　東北で最も長い歴史を積み重ねてきたまち…塩竈。
塩竈は平安時代の頃より美しいものの代名詞として数
多くの歌にも詠まれていました。
　そしてその美しい塩竈を愛したのが、「源氏物語」
の主人公である光源氏のモデルの一人と言われる源融
(みなもとのとおる)でした。
　源融は今から千年以上も前に、塩竈に邸宅を建て、
そこから見える千賀ノ浦の風景をこよなく愛したと言
われています。そしてその邸宅を建てた場所というの
が塩竈の融ヶ岡なのです。まさに平安ろまん…

ろまん其の二
　その源融が造ったのが六条河原の庭園。そしてこの
庭園が日本式庭園の始まりとされているそうです。
（それまでは中国式だったそうです。）

　そしてなんとこの源融の庭園は塩竈の景色を模した
もので、日本式庭園の原点は塩竈だったとされている
のです。これぞ平安ろまん…

ろまん其の三
　平安ろまんと言えばやはり京都…。しかし実は京都
にも塩竈があるのをご存知でしたでしょうか？
　京都の下京区という所に本塩竈町、塩竈町、そして
本覚寺に塩竈神社があったり、塩竈山(えんそうざん)
上徳寺というお寺があったりと「塩竈」の名前がたく
さん見られます。
　実はこれも源融が六条河原に塩竈を模した庭園を造
ったことによって、塩竈の名前が地名として今に残っ
たとされているのです。
　心に響く…時を超えた…平安ろまん…

如何だったでしょうか？
私達の住む塩竈というまちはこんなにも「ろまん」に
溢れたまちだったんですね。
それではまた新たな「ろまん」を見つけた時にお会い
しましょう。

　世にスマートフォンのブームが沸き起こったのは
iPhoneのヒットによるものですが、昨年から日本の携帯
電話会社もスマートフォン市場に参入し始めました。
　そこで当社では社長がDocomoのスマートフォン
GALAXYを、そして制作のOが iPhone 3GS を実際に使
用しての感想をレポートしました。

●FLASHの対応・非対応
制作のO：GALAXYはFlashに対応しているのが強みで
すね、iPhoneはYouTubeなどの動画共有サイトの動画
は圧縮され荒く表示されますし、Flashを使用したサイ
トは見る事が出来ないのです。Adobe社とApple社の関
係が良好でない為に、iPhone用のFlash Playerを開発し
ていないので、この差は大きいと思います。もともと、
世界的にiPhoneのシェアが大きいのでweb業界もFlash
対応しないホームページを作る動きとなり、HTML5を導
入し始めてきて、大きな問題となっています。
ヒゲスズ：市場の独占と利益優先が引き起こした問題と
思いますが、将来的には相互乗合いが図れれば良いので
しょうが、難しいかもしれません。（昔のビデオのベー
タとVHSの争いにも似ていますが…）

●搭載OSについて
　iPhoneはiOS、GALAXYはGoogle社が開発している
アンドロイドを使用しています。
制作のO：iPhoneは素人でもアイディアひとつでアプリ
ケーション開発を自由に出来、app storeで売る事が出
来るのも大きな売りの一つですが、アンドロイドも同じ
く自由に開発出来、また端末にOSを組み込むのも自由に
して良いようですね。
ヒゲスズ：欲しいサイトへ辿り付くのに結構手間が掛か
ります。それを考えると、iPhoneアプリの数の多さと多
様性に感動すら覚えます。

●やはり電波は…
制作のO：iPhoneはソフトバンクなんですけど、電波が
良くないです。アメリカではSIMフリーなiPhoneも出て
携帯会社はDocomoでも使えるみたいですね。
その点、GALAXYは電波安定していますよね？
ヒゲスズ：「一日の長」的な物かもしれませんけど、そ
の事に関してはNTTに強みが有りますね。携帯としての
利用回数が多いオールドマンにとって電波安定は携帯の
本質からするととても大事な部分と考えます。

●肝心の電子書籍…
　アンドロイドは、電子書籍リーダーがいくつかあるみ
たいですね。ページをめくる感度も悪くないし、気にな
った語句があればすぐにweb検索も出来る。ただ、もと
もとの画面が小さいので読みにくい人には読みにくいか
もしれません。
ヒゲスズ：オールドマンにとっては〝読み易さ〟を考え
ると、とても厳しい環境と言えます。
制作のO：そうなると、iPadやアマゾンのKindleといっ
た本格的な電子書籍を読むタブレットや電子書籍リーダ
ーを購入した方が真の読書好きと呼べるかもしれません。
ヒゲスズ：ただし、使い慣れれば完全ではありませんが
解決するのではと考えます。いずれにしても、GALAXY
タブを使用して読書すれば問題解決かな…。

　これからますます普及する
と思われるスマートフォン市
場。多種多彩な商品が開発さ
れる中、自分のライフスタイ
ルにあった一台を選び、より
快適な生活を送りましょう。

んとこの源融の庭園は塩竈の景色を模したそしてな
本式庭園の原点は塩竈だったとされているので、日
れぞ平安ろまんです こ
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iPhone 3GS GALAXY
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とても穏やかな正月三箇日でしたが、皆様はどのよ

うに過ごされましたでしょうか。

“新年あけましておめでとうございます。

　　　　　本年もどうぞ宜しくお願い致します。”

　『卯年』の一年。皆様は何を期待されますか？私

自身は兎がピョンピョン跳ねる光景を浮かべながら、

不況からピョンと抜け出し、ピョーンと飛躍の年に

なればと願います。

　とは言え、それもこれも自身でしっかりと計画を

立て実践し、一つ一つ確認をした上で着実な歩みを

する事が大前提で、他人任せでは願い事は叶わない

と自身に言いきかせています。結局の所“己の道は

己で切り開く”しかないのですが、兎さんに手伝っ

てもらいたいものです。（笑）

今年もご愛読の程宜しくお願い

致します。

編集後記

ヒゲスズ

明けましておめでとうございます。
　今回のお題は「大好きなも
の！」私が大好きなものと言え
ば食べ物です。
　たくさんある中で手軽に食べ
られて体にも良い納豆は、私の
お酒のつまみにも最適です。前
は食べた後のネバネバを洗うのが大変でしたが簡単に
取る方法が分かってから特によく食べています。
　納豆のネバネバはアミノ酸のグルタミン酸がたくさ
ん繋がった物で食酢に合うと分解するようです。スポ
ンジに少量の食酢をつけて洗うとネバネバが簡単に取
れますよ。皆さんも納豆を食べた時、一度ためしてみ
て下さい。 鈴木　衣子

　気が付くと音楽を聴いてい
る。どれくらい聴いているか
と言うとオーディオが年に四
回は壊れる。春夏秋冬、四季
通して滞り無く聴いていると
いうのだから、もはや音楽の
奴隷と言っても過言ではない。
　聴く側で言えば、エリッ
ク・ドルフィー、マイルス・
ディビスを垂れ流したりする
のだが、演奏する側となると
巨大な音の塊をかき鳴らすギ

ター弾きとなります。
　愛用ギターは、Gibson SGとGreco335、クラシ
ックギター一本と何故かマンドリンがある。それと電
気を通した時にその音をねじ曲げたり、歪ませたりす
るエフェクターと呼ばれる物がある。この機材を見に
街の楽器屋に行くだけで欲求が満たされるという変な
フェチズムがあります。
　ジミヘンのようなファズサウンドから、ファンク、
ロック、ジャズ、電子音までどんな音色にでも変えら
れる。そのように色々な手段と色々と聴いて来た知識
によって表現の幅をどんどん拡張させていくのです。
　この音楽への探求心はいずれも衰える事は無いまま。
意外と楽器には無頓着なのでよく壊しますが、幸運に
も一回りも二回りも年齢の違う人達と一緒に即興演奏
する機会に恵まれて居ます。
　Gibson SGは、僕のメインギターです。トレモロ
アーム付き。マイク出力が巨大なので右手でのコント
ロールが難しいです。ただフィードバックさせたい時
などに使うと物凄く良い音を出します。奇人ギタリス
ト、フランク・ザッパが使っていました。あとはサン
タナとかかな。
　エフェクターは随時変動し
ます。ただ最新のデジタル処
理されたエフェクターは使わ
ず、70年代に発売されたビ
ンテージやアナログ回路で作
られたエフェクターを好んで
使用しています。
　私の好きな物（フェチズ
ム）でした。

小野　健宏

　昨年、印刷屋さん編集メンバーで3つの宮城のスポー
ツ観戦レポートを掲載しました。結論から申しますと、
生でみる試合からは、負けても、勝っても、選手から
も、それを応援する人々からも、なにかしら感動を得
られました。
　そんな今年の宮城のスポーツに、新たに楽天監督に
星野仙一氏、メジャーリーグから岩村・松井選手の加
入とベガルタ仙台には元日本代表・柳沢敦選手が加入、
89ersは現在2位とプレイオフ進出に向けて戦っている
最中で、わくわくドキドキの一年がまさに始まろうと
しています。
　私個人としましては、日ハムに入団した斎藤祐樹選
手が“Kスタのマウンド”に立つ日が待ち遠しくてなり
ません。また、ベガルタ仙台が今年もJ1の舞台で戦え
ることにもホッとしましたが、今年の順位は山形より1
つでも上にいけるよう応援もがんばらねばと…意気込
んでおります。
　今年も印刷屋さん編集メンバーで応援に行けたらい
いなぁ～………と願っております。　　　　　by みぃ

Part.5印刷屋さんの仲間 第2弾!! 今回のお題「大好きなもの」 ワク！ワク！2011年宮城のプロスポーツ

UD書体（ユニバーサル書体）については『印刷屋さ
んvol.12』にてご紹介させていただいておりますが、
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をコンセプトとして作ら
れたUD書体は、昨年から塩竈市の広報・議会だより
等でも主として使用され、塩竈市民の皆様により読み
やすい広報になっております。もちろん、この『印刷
屋さん』もUD書体を主として作成しております。何
年か前からは広報誌・冊子等には　　　　や再生紙を
使用しております等の標記がされてきましたが、UD
書体発売元のモリサワ様のご提案でUD書体を使用し
た成果品に対し　　　　　を標記できる事になりまし
た。このマークひとつでその成果品のコンセプトの一
つのアピールにもなるかと思いご紹介します。

UD書体（ユニバーサル書体）
ちょこっと
情　報


