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新緑がすがすがしい季節となりました
印刷業界の超繁忙期も徐々に落ち着き

そんな、工陽社が
新たな
進撃を始めた……

それは、P3をみてね！
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利府第二小学校の子供達が考えたいろんなゆるキャラ。
かわいいキャラが出来上がったからなにか物として残したい。
という校長先生のご依頼を受け、キャラクターをクリアファイル・
ステッカーにしちゃいました。
作成して行く中で子供達がよぉ～く考えたのが分かります。
子供たちのアイディアは大人では考え付きませんね。
とっても楽しいお仕事をさせて頂きありがとうございました。

今回はかわいいゆるキャラグッズ！！作成の　
お手伝いをさせていただきました。
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東日本大震災から3年がたちました。当社では震災後毎年、塩釜市・多賀城市・七ヶ浜町・利府町の小学1年生に当社
オリジナルの「小学生のための防災手帳」を配布してきました。さらに今年は、松島町を加えた2市3町の小学新1年
生に配布しました。そしてなんと、今回「カタポケ」というアプリからスマートフォンでも見ることが出来るように
なりした！小学生だけではなく、大人にも役立つ
情報が満載の防災手帳を、ぜひ活用してみてはい
かがでしょうか。

（カタポケダウンロード、防災手帳閲覧方法）

by komatsu

無料 App カタログポケット 「カタポケ」

新聞にも掲載されました！！

iOS 版はこちらから
（App store）

Android 版はこちらから
(play ストア )

※黄色の表紙が目印です。
App store、google store
から「かたぽけ」を検索して、
ダウンロード

かたぽけを起動して 「防災手帳」で検索！
※iOS/Androidで
　メニューボタンの位置が
　異なります。 



　

年内完成を目指して、いよいよ6月から工事が始まり
ます。
築何十年の工陽社の社屋ですが、1978.6.12の宮城沖地震、2011.3.11の東日本大震災の震度7の揺れにも耐え、何
度となく水害にも見舞われ、傾きはしたものの、倒壊することもなく頑張って仕事をさせてくれた社屋！
人それぞれ思い入れがあると思いますが老朽化で歪みもあり取り壊しとなります。新しく建てる社屋は今の駐車場
（事務所西側）に建設されます。
工事が始まりますと皆様やご近隣の方々にご迷惑をおかけすると存じますがお許しを賜りますようお願い申し上げま
す。

　今回の気になるお店は会社からすぐ近くにある
「中村ラーメン」さんです。
　幸楽苑さんも近くにありますが、こんなところに
ラーメン屋さんが！ということで行ってみました。
　ラーメンについてくる万能ニラ辛子味噌をスープ
にまぜていただくと今までにないラーメンの味を楽
しむことができます。豚骨スープに自信のあるお店
のようです。
　おすすめは「豚骨醤油ラーメン」です！ぜひみな
さんも行ってみて下さい。

中村ラーメン （尾島町）

あなたは大丈夫？
最近ＳＮＳの普及で我々の人間関係は大きく変わ
ってきており、実生活や仕事にまで影響を及ぼし
始めているそうです。
ある調査結果で『ＳＮＳで嫌われる行動』が掲載
されていました。

　■若い女子にやたらと友人申請
　■一緒に飲んだ写真をわざわざアップする
　■LINEでやたらと連投してうるさい
　■自撮りの写真ばかり投稿する
　■毎朝決まった時間に「おはようございます」
　　と一言だけ書き込む
　■中身のないどうでもいい投稿にも、
　　いちいち「いいね！」を押す
　■レスが数秒で帰ってくる女

等々、何気にやってしまう行動ですが、以外と嫌
われる原因にもなるようですね！こんなことを気
をつけながら毎日を楽しくすごしたいですね！

工陽社新社屋
　　　　年内完成予定!!
工陽社新社屋
　　　　年内完成予定!!
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編集後記

印刷屋さんの仲間 第3弾!! Part.6Part.6印刷屋さんの仲間 第3弾!! 今回は「子どもの頃の思い出」です

KOHYOHSHA CO., LTD.

私の子供の頃の思いでは、お母さんが作ってくれるサンドイッチです。幼稚園や小学校のお
弁当といったら必ず作ってもらった記憶があります。普通はハムやチーズ、きゅうり、たま
ご、シーチキン、レタスなど…ですが、うちのサンドイッチは『たまごサンドイッチ』の
み！しかもうちのたまごサンドイッチはコンビニで売っているたまごサンドイッチと違って、
炒りたまごをサンドしているので甘さとマヨネーズがマッチしてとってもgood！大好きで
す。大人になってから知ったゆで卵のサンドイッチ、これまた美味！うちと違うことにビッ
クリしましたΣ(゜Д゜)！！
うちでは他にも、ロールパンにマヨネーズを塗ってコンソメ味のポテトチップスをこれでも
かぁー！というくらい挟んで食べたり、ちょっと変わったメニューのものがたたありました。
でもどれも美味しくてコンソメチップパンは娘も大好きで、今も時々無性に食べたくなるの
で作って食べてます。皆さんも是非お試しあれ♪

子どもの頃の思い出は、近所の友達や先輩、後輩と広場
で野球やサッカーをして遊んでいた事しかおぼえていま
せん。
今ではそのみんなが青年団などでいといろな活動をして
います。
東日本大震災の時には地元のみんなに助けられました。
「やっぱり、地元は最高です!! 」

自分の子供の頃の思い出と言うと野球をしていた事しかありません。
兄が野球をやっていた事もあり、幼稚園からずっと仙台の少年野球チー
ムに入っていました。なので夢はプロ野球選手！でした。毎日朝練、夕
練、休日は朝から晩まで練習。友達と遊びに行くとかの思い出はなく、
野球ばかりしていましたが、プロ野球選手になる事は勿論できませんで
した。しかし、野球が上手になる事も出来た他に得たものとして、とて
も良いチームメイトが出来た事が今でも宝であり、今でもなんでも話せ
る仲間です。

その野球を通して得るものを自分の子供にも知ってほしく、娘であるが少年野球チームに入れようと体験で連
れて行ったが、見事に野球が嫌いで「絶対にやらない！サッカーがしたい」と、今では女子サッカーチームに入り頑張っておりま
す。本当は野球をやってほしかったが、仲間とのチームワークなどの事はサッカーでも得る事ができるので、自分が出来た宝を娘に
も得てほしいと思い、今では娘の女子サッカーを応援して行こうと思います。
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営業課　土生木　綾

営業課　土生木　敦

工務課　製造　佐藤　長守

毎日忙しく頑張っているSJIメンバーの ストレス解消法 はなにかな？

ストレス解消方法といえば食べること、お酒を飲むこと…不健
康な感じがぷんぷんするので、体を動かしてストレス解消でき
ればいいな(´Д` )と思う今日この頃。

ストレス解消方法といえば食べること、お酒を飲むこと…不健
康な感じがぷんぷんするので、体を動かしてストレス解消でき
ればいいな(´Д` )と思う今日この頃。

私のストレス解消法は、読みたい雑誌を見ながらポテトチップ
スのコンソメ味を一袋、一人でバリボリ食べることです！中学
の時からずーっと変わっていません（笑）お供はコーラが定番
でしたが、今はアイスコーヒーと♡夜中のポテチ危険です
（笑）
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でしたが、今はアイスコーヒーと♡夜中のポテチ危険です
（笑）

私のストレス解消方は…う～ん何だろう？夜に甘いものを食べ
るかな！でもこれは危険なので、自分でセーブしています。昔
はよく、カラオケに行って大声を出したり、バスケをして体を
動かしたり、外で発散してましたねぇ～今は家に帰るとチワワ
が出迎えてくれるので、その姿に癒されてます(*≧∀≦*)
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ストレス解消法。いろいろありすぎます。なにかな～子供と一
緒にトッキュウジャーの悪者役してる時かな？う～ん。いや、
もずく酢を食べながらビール呑んで子供にちゃちゃ入れてるこ
とかな～？やっぱり難しい。とりあえず、嫁が一番！！って事
にしとこう(笑)

毎日忙しく頑張っているSJIメンバ
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ストレス解消法。いろいろありすぎます。なにかな～子供と一
緒にトッキュウジャーの悪者役してる時かな？う～ん。いや、
もずく酢を食べながらビール呑んで子供にちゃちゃ入れてるこ
とかな～？やっぱり難しい。とりあえず、嫁が一番！！って事
にしとこう(笑)

若い時は友人等とカラオケや車の運転又パチンコ等で発散し
ていましたが、最近はやはり食べる事・寝る事が多くなってい
ます……これといって趣味も無くいろいろと考えていますが、
やはり自分の体の事を本気で考えてこれからは運動をする様
にしていきたいですね！自転車やオゥーキング・水泳等を今後
やって行き、とにかく汗をかいて日頃のストレス発散と健康の
為に長続きできる様に頑張って行きます。

ま

ま（（（（（笑）（笑（笑（笑（笑笑（笑（笑（（ ）））））））（笑） ま

の
でででで がががが ポポ
（（（ ））））

（ ）時の時の時のののの時かからからずずずずずずずずず っっっっっとととと変変変わ変わわわわってってていまいまいままままい せんせんせんん（（（笑（笑笑）））お）お）おおお）お供は供は供ははコココ ララララがラがラがが定定の時からず っと変わっていません（笑）お供はコ ラが定定定定定
今でででしでしでしでしでしででででで たがたがたがたがたがたがたがたたが、今、今、今、今、今、今今今今今今今今はアはアはアはアはアはアはアはアはアアアイスイスイスイスイスイスイスイスコーコーコーコーーココ ヒヒヒヒヒーヒーヒーヒヒ と♡と♡と♡と♡と♡♡♡♡♡と♡と♡♡夜中夜夜中夜中夜中夜中夜中夜夜中夜中中中中のポのポのポのポのポのポのポのポテチテチテチテチテチテチテテチテチテチ危険危険危険危険危険危険危険危険危険危険険ででででででででしたが、今はアイスコーヒーと♡夜中のポテチ危険でチチ危険危険危険危険危険危険危険険でで危険危険険険でででででででで

）（（（（笑（笑（笑笑笑笑））））））（笑） まま

ればればればればればればればればばればれれば
番定番番定番定番番番番定番

ですですですですですですですですですですですすすです

若い若い若い若い若い若い若い若い若い若い若若 時時は時は時は時は時は時は時は時は友人友人友人友人人人友人友人友人友友 等と等と等と等と等と等と等と等と等と等等 カラカラカラカラカラカラカ オケケオケオケオケオケオケオ やや車や車や車や車や車や車や車車車 運の運の運の運の運の運の運の運運運転又転又又転又転又転又転又転又転転 パパチパチパチパチパチパチパチパチンコンンコンコンココココココ等で等で等で等で等で等で等で等で等で発散発発散発散発散発散発散発散発散散散散散散散散散散散しししししししししししし
てててていていていていていいて ましましましまししましましままま たがたがたがたがたがたがたがたが、最、、最、最最最最最最最最近は近は近は近は近は近は近近近はやはやはやはやはやはやはやはりり食り食り食り食り食り食食食べるべるべるべるべるべるるべるべ 事・事事・事・事事事事事事事 寝る寝る寝る寝る寝る寝る寝る寝寝寝 事が事が事がが事が事が事が事が事 多く多く多く多く多多多多多多 なっなっなっなっなっななな てててててていていていていていいいてい
ますますますますますますますますますま ……………… れこれこれこれこれこれこれれれといといといといといといと ってってってってってて趣味趣味趣味趣味趣味趣味趣味趣味趣味も無も無も無も無も無も無も無無くいくいくいくいくくいく ろいろいろいろいろいろろ ろとろとろとろとろとろとろ 考え考え考え考え考え考え考考考 ていていていていいいますますすますますますまま が、が、が、、、、ががががが
やはやはやはやはやはやはやははやはやや りり自り自り自り自り自自自自自分の分の分の分の分の分の分分分 体の体の体の体の体の体の体の体の事を事を事を事を事を事を事事を事 本気本気本気本気本気本気本気本本 で考でで考で考で考で考で考考えてえてえてえてええええてこれこれこれこれこれこれれれかからからからからからからからは運は運は運は運は運は運運運動を動を動を動を動を動を動を動をするするするするするるるるするす 様様様様様様様様様様様
にしににににしにしにしていていいいていてて きたきたきたきたきたきたいでいでいでででいでいでいですねねすねすねすねすねすね！自自自自自自自自自自！ 転車転転車転車転車転車転車転車転車車やややオやオやオやオやオやオゥゥゥゥゥゥ キンキンキキキンキンキンググググググググ 水泳水泳水泳水泳水泳水泳泳水水 等等を等を等を等を等を等を等 今後今後今後後今後今後今後後今後後後にしにしにしにしにしににに ててていていていていいきたきたたきたきたきたきたいでいいでいでいでででですねすねすねねねねすねすねすね！！自自自自自自自転車転車転車転車転車転車転 やオやオやオやオやオやオやや ゥーゥーーゥーゥーゥ キンキンキンキンキンキンキキ グ・グ・グ・グ・ググ 水水水水水水泳水泳水泳水泳水泳泳等を等をを等を等を等を等を等 今後今後今後今後後後今後今後今後後今後
やっやっやっやっやっやっやっやっや ててて行て行て行て行て行行ききき、き、きききききき とにとにとにとにとにとにとににかくかくかくかくかくかくかか 汗を汗を汗を汗を汗を汗を汗をかいかいかいかいかいかいかかかいて日て日て日日日日日日ててて 頃の頃のののの頃の頃の頃の頃の頃頃 ストストストストストストス レスレスレスレスレスレスススススス発散発散発散発散発散発散発散発散発散発散と健と健と健と健と健健健健健康の康の康の康ののの康の康の康のの康の康の
為為為為に為に為に為に為に為に為に為に為為 長続長続長続長続長続長続長続長続長続きできできできできできできできできききできできるきるきるきるきるきるるるきる様に様に様に様に様に様に様に様に頑張頑張頑張頑張頑張頑張頑張頑張頑張張ってってってってってってってって行き行き行き行き行き行き行き行行 ますますますますますすますますまま 。。。。。

若い時は友人等とカラオケや車の運転又パチンコ等で発散し
ていましたが、最近はやはり食べる事・寝る事が多くなってい
ます……これといって趣味も無くいろいろと考えていますが、
やはり自分の体の事を本気で考えてこれからは運動をする様
にしていきたいですね！自転車やオゥーキング・水泳等を今後
やって行き、とにかく汗をかいて日頃のストレス発散と健康の
為に長続きできる様に頑張って行きます。

3月、4月と全く勝てないベガルタ！私のストレス
解消が私の新たな『ストレス』になってしまった。
5月に入ってからはだいぶ調子も上がってきたの
で、よし！よし！
会社でも言いたい事はハッキリ言う性分ですが、
それでもまだ足りないのか？スタジアムでは対戦
相手？審判？に言いたい放題のヤジババァになっ
てしまっている（笑）
それがストレス解消法ですかね？？？ み

た
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3月、4月と全く勝てないベガルタ！私のストレス
解消が私の新たな『ストレス』になってしまった。
5月に入ってからはだいぶ調子も上がってきたの
で、よし！よし！
会社でも言いたい事はハッキリ言う性分ですが、
それでもまだ足りないのか？スタジアムでは対戦
相手？審判？に言いたい放題のヤジババァになっ
てしまっている（笑）
それがストレス解消法ですかね？？？


