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お役立ちコミュニケーション情報誌

７月６日㈰、グランディ 21・第７駐車場にて開催された
「みちのくフリーマーケット」に工陽社有志で出店しました。

震災から 3年 4ヶ月がすぎ、
何かまだ私達にできることはないのかな！
など話し合ってきた中で、とても小さなことですが
フリーマーケットに参加し、
その売上を復興に役立ててもらおう！という趣旨で
社員の協力のもと、たくさんの品物を提供してもらい、
全て完売しました。

ご協力頂いた方々ありがとうございました。

後日、塩竈市に「東日本大震災の復興のために」と
寄付してきました。
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７月６日㈰、グランディ 21・第７駐車場にて開催された
「みちのくフリーマーケット」に工陽社有志で出店しました。

震災から 3年 4ヶ月がすぎ、
何かまだ私達にできることはないのかな！
など話し合ってきた中で、とても小さなことですが
フリーマーケットに参加し、
その売上を復興に役立ててもらおう！という趣旨で
社員の協力のもと、たくさんの品物を提供してもらい、
全て完売しました。

ご協力頂いた方々ありがとうございました。

後日、塩竈市に「東日本大震災の復興のために」と
寄付してきました。

『フリマ』に
ちょうせ～ん!!!!!!!!!!!!!!!

『フリマ』に
ちょうせ～ん!!!!!!!!!!!!!!!

「オリジナルメモ」も
大好評!!
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豆知識
パート17

instagram
iPhoneまたはAndroid端末で写真を撮影し、
共有するスマートフォンアプリ。写真に特化
しており無料でダウンロードできます。使い

方はtwitterのようにフォローした人の写真がタイムラインに
流れ、「いいね！」やコメントを付けることも可能です。
また、アップロードも色んなフィルターが入っていて簡単に
雰囲気のある写真に仕上げることができ、写真メインのSNS
のため、言葉では伝えられない風景もinstagramで簡単に世
界中に発信することができます。

話題のアプリ

Path
「path」は、ほとんどfacebookと似たよ
うな機能を持っているのですが、１番の特
徴は「友達が150

人まで」の制限付きということ。増
えすぎてしまった人間関係に疲れた
人にはぴったり、「本当に仲の良い
人だけ」と情報共有ができるという
ことらしいです。
　メッセージ機能や写真投稿はもち
ろん、自分の睡眠なども記録できる
とのこと、非常に優れたユーザーイ
ンターフェースにも高い評価がされ
ています。

その他にも…特定の趣味だけに絞った次世代instagramたち
・インテリア、DIYに特化した写真共有「RoomClip」
・旅先の思い出写真をシェアする「Tripcolor」
・「おいしい」を共有する、グルメ限定写真SNS「ミイル」
・一瞬だけの写真共有？スナップチャット

などなど…自分にぴったりのSNSを探すのも楽しいかもしれ
ませんね。

KOHYOHSHA CO.,, LTD.
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まもなく・・・・解禁！！解禁！！

えっ？ うっそぉ～
ちょ～ぅ
楽しみなんだけど

あのキャラが

このスマホで！
使えちゃう？
かも！かも！

工陽社の 秘 プロジェクト
！！

秘 の為細かい説明は出来ま
せんが、、、ちょっとだけ

説明しちゃいます！！

スマートフォンを使ってい
る人なら８割は使っている

であろう

あのアプリケーションに

工陽社のあのキャラが登場
？？

笑いあり！涙あり！方言あ
り！丸髭あり！スタンプあ

り！

近々公開予定！！皆さん楽し
みに待っててね～！！

　　　　　　　　　　Com
ing  soon...

い ん

や

豆知
いい んん

やややや
さ つ

ちょっとだけ
みせてやるか？
みえるか？？
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し
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！



塩釜商工会議所での広報研修会で出されたお弁当
「kettle」。配られた時の第一声が「かわいい！おし
ゃれ！おいしそう！」でした。
いままで食べたお弁当とはまた違い、中身が本当にか
わいく食べるのが楽しくなるようなお弁当でした。味
もとてもおいしくて、食がどんどん進みました。
「kettle（ケトル）」は塩釜市西玉川にあるお惣菜の
お店で、東北地方の畑で採れた野菜が中心だそうです
季節に合わせたお惣菜10品ほどやパウンドケーキな
ども販売しているそうです。
時間や曜日に限りがありますが、みなさんもぜひ行っ
てみて下さいね！

kettle （西玉川町）

工陽社新社屋
　　　地鎮祭
工陽社新社屋
　　　地鎮祭

まみまみの
気になる
お店紹介
　コーナー

まみまみの
気になる
お店紹介
　コーナー

7月14日㈪、天気にも恵まれ
工陽社、工事関係者の参列のもと工事の安全を祈り、
祓ヶ崎稲荷神社・榊原宮司のもと、厳かに地鎮祭が
執り行われました。
東日本大震災の影響からか、材料の入荷が遅れ、
年内完成は難しい状況にありますが、これで、本当
に新社屋が出来る！という実感がわいてきました。
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塩
釜
の
風
物
詩

2014.7.20㈰前夜祭
21㈪本　祭



編集後記

印刷屋さんの仲間 第3弾!! Part.7Part.7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.

子供の頃の思い出はたくさんありますが、その中でも、夏になると
近くの川に遊びにいったり、夜は花火をしたことを覚えています。
川には「ハヤ」や「カジカ」がたくさんいて、川の中に座っている
だけで足の間に魚が入ってきて何匹も捕まえたことや、夜に庭の川
辺で線香花火をしたり、その川に螢が来た事は今でも覚えています。
また、朝、畑仕事から帰って来たじいちゃんがカブトムシやクワガ
タを捕まえて来てくれたり、畑で育てたスイカを食べたりするのも
子供の頃の楽しみでした。

私の子供時代は皆さんご存知の通りですね！！写真を見ての通りです！！これ以上
は何も言いません。
子供の頃の思い出はいろいろありすぎて何をしてたか思い出せません(笑)たぶんこ
の頃は人見知りしたり、工陽社の斜めな廊下でローラー付のイスで滑って遊んだり、
アランドロンにキスされたり自分自身では記憶にない事ばかり。最後は自慢以外の
何物でもありません(笑)
あっ、一つ大事な事を思い出した。昔県営アパートに住んでいた時に親父の長靴履
いて階段を降りたら頭をぱっかりわって三針縫っちゃいました(笑)　子供も私に似
たんでしょうね～こないだ頭をぱっかりわって救急車に搬送されちゃいました。
そんなこんなの子供時代でした。

私は３～５歳の頃、悪さばかりしていました。ハサミで雛人形の紐飾りを
みんな切ってしまったり、レコードプレーヤーに砂を詰めたり、ドライバ
ーで家中のネジを外したり（そのドライバーは家のどこかに隠したらしく、
いまだに行方不明）。何故こんなことするの？と叱られると、必ず「それ
をしたらどうなるのかなぁと思った」と答えたとか。大人から見たら「い
たずら」でも、当時の私にとっては、全てが「実験」だったのかもしれま
せん。

た

ま

こ

あ

ま

み

工務課　制作　武田　　智

営業課　小松　　新

工務課　制作　及川　幸子

やってきました、初フリマ！準備段階で「？？？」だらけでて
んやわんや。無事、当日を迎えましたが出店者の多さにおどろ
きました。いろんな人がいておもしろかったです。ホントにい
ろんな人がいますね…（笑）
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やってきました、初フリマ！準備段階で「？？？」だらけでて
んやわんや。無事、当日を迎えましたが出店者の多さにおどろ
きました。いろんな人がいておもしろかったです。ホントにい
ろんな人がいますね…（笑）

フリーマーケットは大成功でした。反省しなきゃいけない点は
あれと…これと…それと…たくさんありすぎて(笑)、みんなで
協力し合って達成出来たことがうれしかったです
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フリーマーケットは大成功でした。反省しなきゃいけない点は
あれと…これと…それと…たくさんありすぎて(笑)、みんなで
協力し合って達成出来たことがうれしかったです

フリーマケットに参加した事が初め
て、どんなお客様が来店するか、は
たして売れるのか、等いろんな事を
考えていました。商品を並べている
時からお客様が殺到し、前日の不安
はどこに、時間の過ぎるのが早く楽
しい時間でした。
当日の天気は曇りの予報でしたが実
際は快晴で、両腕・両足・首の後ろ
等が日焼けで真っ赤になりお風呂に
入るのが大変でした。
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フリーマケットに参加した事が初め
て、どんなお客様が来店するか、は
たして売れるのか、等いろんな事を
考えていました。商品を並べている
時からお客様が殺到し、前日の不安
はどこに、時間の過ぎるのが早く楽
しい時間でした。
当日の天気は曇りの予報でしたが実
際は快晴で、両腕・両足・首の後ろ
等が日焼けで真っ赤になりお風呂に
入るのが大変でした。 日差し sun! sun!  朝8時集合！のフリマ参加。

ワールドカップ期間中、しかも準々決勝の日で、
ちょ～ぅ！ちょ～ぅ！寝不足…な私
でも、よく売れたなぁ～　朝からお客さんいっぱいいたし…
マンゴーミルクの氷水おいしかった！　
　

人生初のフリーマーケット！あっつかっ
た！というのが一番最初に思いつく感想
ですが、いろんな人が買いにきてくれて
これ売れるのかっていうものも売れたり
して充実したフリーマーケットになりま
した。差し入れごちそうさまでした！

フリマは何度か出店した事がありました。
今回のフリマは暑かった。えぇーこっそり影に隠れてました。
すぐに家に帰ってシャワー浴びて寝ました！
　　　　　　　　　　次回やるとなっても春か秋がいいなぁー。

日日日日日

　　　

日差日日日日

でで

はじめてのフリマはじめてのフリマ

おつかれちゃんおつかれちゃん

◀
もうすでに武田智が出来上がってしまった

人生最高のモテキだったらしい▶


