
ムービー、つくりました！ムービー、つくりました！
今、TVなどで芸人さんや、朝の情報番組でパラパラ動画が静かなブームになって
います。私たちも作ってみたくなり動画を作成しました。今回は、ヒゲスズちゃ
ん人形を連れて鹽竈神社でロケをしてきました。

皆さんも作ってみ
たい！と思ったら工陽社
がお手伝いします！

第二弾、第三弾といろんな
ところにヒゲスズちゃんと
旅して行きたいと思いま
す。お楽しみに！

こちらから動画へ！
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「カラー印刷をしたい、でも予算が…」
と考えている貴方に！当社なら11月22日
までにご注文頂ければなんと10％引き
になります。

従来のスミ1色印刷も豊富な見本からお
選び下さい。又お客様のデータからでも
印刷が出来ます。どうぞなんなりとご相
談下さい。

貴方だけの年賀状を作りませんか!! お子さんや新婚
さん又ペットや風景等のオリジナル年賀状で今まで
と違った趣向を是非お試し下さい。

かんたんオリジナルカレンダー・業務用カレンダーのご注文も同時受付中!!

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!!
詳しくは担当営業にご相談下さい。

いよいよ11月1日より
年賀状が発売になります
いよいよ11月1日より
年賀状が発売になります

今年も年賀状準備の時節となりました。
当社では来月の年賀はがき発売にむけてパンフ
レットを作成中です。まもなくお客様のお手元に
お届け致します。
今年も下記のように多彩なサービスを準備致しま
した。担当営業までお申し付け下さい。
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お客様に合わせたサービスを！!!

№001

昨年中はいろいろとお世話になり

心よりお礼申し上げます

今年もどうぞよろしくお願い致します

平成26年　元旦

№002

今年は例年の見本に加え、
工陽社オリジナルの見本を

作成しました。

塩竈市

多賀城市

利府町 七ヶ浜町

たがもん

松島町 工陽社

どんぐり松ちゃん ヒゲスズ

たがもん

十符の里の妖精
リーフちゃん

（利府町観光協会キャラクター）
のりのりくんカッキーくん

（利府町観光協会キャラクター）

掲載見本 掲載見本

ご当地キャラクターをあなたの年賀状に  プラス  してみませんか？
『ゆるキャラ時代』の今、当社の年賀見本、またはお客様持ち込みデータに下記の塩竈市・多賀城市・七ヶ浜町・利府町・松島町
ゆかりのキャラクターを入れ込むことができます。年賀状で『ご当地自慢』をしてみてはいかがですか？

入れられるキャラクーは

工
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社 カラー印刷にはカラーで、
モノクロ・2色印刷には黒
1色で入れます。各関係市
町には了承いただいており
ます。



GAMA ROCK　GAMA ROCK　
今年も大盛り上がり！！今年も大盛り上がり！！
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9 月 22日に塩竈市みなと公園で開催されました。
去年から始まったGAMA ROCK！！
今年はなんと前売り券が SOLD OUTするくらいの人気ぶり。すごい！！
MUSIC ／ ART／ FOODを通して一人でも多くの人に塩竈の魅力を伝える事と東日本震災からの復興をテー
マに始まったそうです！！
そして今年は超大物ゲストが来てました！！
なんと大友康平！！とてもかっこよかったです。大人の色気素晴らしかったです。
来年はどんなフェスをやってくれるんですかねー？
楽しみです！！では皆さんまた来年！！

当社も忘年会などでお世話になっている小松館さん
がラウンジをリニューアルしました！！
シックでモダンな雰囲気がとてもオシャレ！！
挽きたてのコーヒーの香りでリラックスできました。
松島の海を見ながらのんびりとした時間を過ごされ
てみてはいかがでしょうか？

小松館好風亭 （松島）
　ラウンジリニューアル

風亭亭亭 （松島）

んまた来年！！

小松館好好風風亭亭亭

来年はどんなフェスをやっ
楽しみです！！では皆さんは皆さん

新くんの
気になる
お店紹介
　コーナー

新くんの
気になる
お店紹介
　コーナー

天高く馬肥ゆる秋　ですが！    
……食欲も増してきた季節です。
でも、年から年中眠い……そんなあなた！
いったい、いつ仕事するの！　今でしょ！
というわけで効率の良い仕事時間の紹介をします。

■【プラチナ時間】6時～9時
　プラチナ時間とは、朝起きてから始業時間まで。
　ここが一日で最も価値の高い時間帯です。睡眠によ
って頭は冴え、尚かつ出社時間というタイムリミット
もあるため、集中して精度の高い仕事をすることがで
きます。
■【ゴールド時間】9時～11時50分
　始業時間からランチタイムまでがゴールド時間です。
　仕事はじめということで集中力があり、量的に多く
の仕事をこなせる時間でもあります。
　ここでどれだけ頑張れるかが勝負。
■【ランチタイム】11時50分～13時
　この時間で大切なのは、何よりもしっかりと休憩す
ることです。頭をリセットして午後に備えるとともに、
余裕のある人は同僚や上司とのコミュニケーションの
時間に充てるなど有効的な時間の使い方もできます。
■【シルバー時間】13時～18時
　ランチ後から終業時間までがシルバー時間。
　多少疲れも出てくる頃ですから、適度に休憩を入れ
ながらやりましょう。

時間の使い方から変え、早起きをして
「プラチナ時間」を作ることから始め
てみるといいかもしれませんね。

インターネットより抜粋

2013.9.22
塩竈市みなと公園

▲お店のフラッグ・Tシャツは当社にて作製



鹽竈神社のパワースポット！！何十回も鹽竈神社には行ってたのに
あそこには初めて行きました。そんでもって私より先に娘がパワー
スポットを知っていたのに驚きです。『知ってたなら早く教えてよ
ー！』とりあえず、御利益があったのか？
どうかは…また、後日報告します。

動画撮影のため、鹽竈神社へ。お天気もよ
く、絶好の撮影日和となりました。
現地に着くまではどのような感じにな
るのか想像がつかずドキドキワクワク
でしたが、やり始めると、とにかく楽
しい！（笑）ほとんど役に立っていな
かった気がしますが（笑）編集してく
れた○みさん、○たさんのおかげで見事楽
しい動画が出来上がり、気がつけばいつも
見てしまう私です。
癒されてます！（笑）

スタッフと共に鹽竈神社へ！
ひさしぶりの“だんご・おでん”おいしかったぁ～
塩竈のsoul foodともいうべきかぁ～（いいすぎ!?）
いやしすぎたか？おでんの味噌！
お気に入りのバッグにつけちゃった（泣）

編集後記

印刷屋さんの仲間 第3弾!!印刷屋さんの仲間 第3弾!! Part.4Part.4今回は「子どもの頃の思い出」です

KOHYOHSHA CO., LTD.

幼少時代（小学校低学年）自宅の隣近所には、同級生が５人もいた。ほとんどの家庭が農家や
漁業に携わる家庭が大半だった。外食やおやつ等食べる機会が少ない生活の中で、学校帰りに
は友達の家や自宅で腹ごしらえに、握りめしやホットケーキ(小麦粉ﾌﾟﾗｽ砂糖のみ)を作って食
べた想いがある。生活環境は、四季を通じ海、川、里山と遊び回る環境には事欠かない。自宅
に近い海は、遊泳禁止区域で原則には泳ぐことはない。野蒜海水浴場が隣駅に有り、わざわざ
電車に乗り出かけたりもした。親父は今で言うアウトドア派で、オーソドックスな釣りを始め
シジミ貝やきのこ採り、はたまたドジョウやイナゴ採りなども一緒に連れて行って貰った。時
として怖かった父、また反面子煩悩でもあった親父も54歳の若さで他界したが、自分も同年代
になったが、あの頃の事も今尚心の中に良き思い出、悪い思い出等回想を通じて思い起こしま
した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工務課　岸　　雅之

私と工陽社との出会いは、どうやらこの時から始
まってたようです。
写真は、ミクニ幼稚園の卒園時のお遊戯会のもの
です。私は三人官女で、お内裏様が社長でした。
幼稚園時代の思い出はほとんどないのですが、当
時はどんな感じで遊んでいたのでしょうかね!?　
写真を見る限りこの時から社長と私は主従関係で
あったようですね（笑）

工務課　制作　水越　郁子

あれは確か小学校2年生の頃だ
ったと記憶している。仙台に住
む叔母が映画の子役の募集を聞
きつけ仙台に連れて行かれたの
である。今で言うオーデション
である。場所は覚えていないが
庭が広く和室が続く大きな家だ
ったのを覚えている。どのよう
なことをしたかというと絵をか

かせられたが参加人数が多かったのか、クレヨンが足りなくなりスタッ
フが、このときだけ使うのだろうがすぐ買ってきた。もちろん演技をし
てセリフも言ったが内容は覚えていない。おやつには大人のこぶし大の
大きなシュークリームが出て生れてはじめて食べた。芸能界とは贅沢な
ところだと子供心に感じた。叔母と祖母が映画の出演料は山分けにしよ
うと勝手な話をしていたが残念ながら落ちてしまい夢ははかなく消えた
のであった。今思えばあの時の映画の題名はなんだったのだろうか。吉
永小百合の年の離れた弟役だったのではと一人想像しては映画界のほん
の入り口に立ったことがいい思い出となっている。

営業課　佐藤　敏幸
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戦うヒゲスズ！！勇敢です！！
どんな場所でどんな事をするのか楽しみです。
次は松島水族館を希望します！！

自分も動画撮影のため鹽竈神社へ…といきたかったのです
が、諸事情により参加できませんでした。でも皆が

パワースポットに行ってきてくれたおかげ（？）
で自動販売機でジュースが当たりました…！
パワースポットさまさまです！。

秋空の下、動画撮影の為に鹽竈神社へ向
かい、撮影の為208段の階段を下から上
まで駆け上がり撮影をしたのです
が・・・さすがに疲れました。原因は運
動不足かな？でも本当に疲れました。以前

はこんな事は無かったのに・・・
最後にパワースポットと言われる場所へ行き

今後のためにも祈願してきました。運動の秋！以
前の体に戻りますように。頑張るぞ！！

“私が動画（ムービー）の主人公になってしまいました！”とは
言っても限られた所でのお話ですが…。
そもそもは何気に自身で描いた似顔絵から始り、編集スタッフが
加工し、そして今回のムービースター？へと成長。
あれ!?その次は着ぐるみのゆるキャラ！まさか…（笑）

写真はイメージです


