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お役立ちコミュニケーション情報誌

印刷屋さんの仲間 第4弾!!印刷屋さんの仲間 第4弾!! Part.1Part.1今回は「私の旅の思い出」です

4 KOHYOHSHA CO., LTD.

10月に山陰方面に
出かけてきました。
今話題の出雲大社や
岡山県倉敷の美観地
区はテレビや映画な
どに良く出て来る場
所で、周りには大原
美術館や古い町並み
がありとても綺麗な
ところでした。
出雲大社は宮様が嫁いだばかりで町全体がお祝いムード

に包まれていまし
た。お参りする時
は二礼四拍でする
そうです。
もう一度行く機会
があればゆっくり
時間をかけて回っ
てみたいと思って
います。

四季の玉手箱
バスツアー　福島県　芦ノ牧温泉～大内宿～塔のへつり

秋の連休に家族三人でバスツア
ーに参加しました。私は殆ど旅
行に出掛ける事が無く、今回生
涯二度目のバスツアー参加と成
りました。アクセス良好“会津
若松奥座敷｢芦ノ牧温泉｣”に昼
食と温泉と歴史的町並を飾る艶
やかな彩取りを堪能すべき出掛

けたのですが、出発前の不安が的中し“大内宿”の手前で大
渋滞に遭遇。ガイドさんの｢歩いた方が早いかもしれません｣
との指示に従い、乗員全員バスを降りて歩く事約15分にて
目的地到着。途端に雨が降り出し、雨具の無い我々はお土産
店の軒下で雨宿りするも、今度は雨具を買い求める人で店内
が渋滞。それでも、テレビでも紹介された｢ネギを箸替わり
に使う｣と言う名物“地蕎麦”を食べ、大内宿内を散策し、
“塔のへつり”を観光し目的成就。仙台駅に午後9時頃に到
着し、遅い夕食を取り帰途に就きました。申し上げられるの
は、紅葉の季節には朱色赤色黄色に染まった山々の景色が観
光客には人気で、ちょっと足を伸ばせば、大川沿いの名勝
“塔のへつり”の自然が創り出した幽玄の美が楽しめると言
う事です。

自分の旅の思い出と言うと、昨年の2月に娘のサッカー遠征で福島に行った時の事で
す。思い出と言っても遠征先が大雪で大変な思いをしたと言う事ですが…。
朝、宮城を出た時雪は降っておらず、福島に着いた時も雪は小降りでした。試合はフ
ットサルのため体育館で行い、外の状況は判らないまま夕方になり、試合が終了し宿
泊先に移動しようと外に出たら、自分の胸のあたりまで雪が積もっており、車を駐車
場から出すのが精一杯でした。やっとの事で道路に出たのはいいのですが行く先々は
雪でガタガタ道！タイヤは左右に振られ、一歩まちがえれば隣の車や電柱にぶつかる
勢いで、普通10分で着く宿泊先も1時間以上かかりましたがなんとか無事に着きました。
二日目は雪も少し収まっていた事もあり、大会は中止にはならず昼過迄行いました。
子供達は呑気にサッカーを楽しんでおり、結果全勝し優勝で終わりましたが、宮城ま
で運転して帰る親達はどう帰るか不安でした。案の定高速道路は使えず、一般道を通
って帰り、約6時間近く運転して事故無く帰ってきました。良い旅の思い出と言うよ
り、二度と2月の降雪地には遠出はしないと言う旅の思い出でした。
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行ってきました！オクトーバーフェスト！ビアー！の前に本題
の3Dプリンターの講習会(笑)　3Dプリンターすごい！ビアー、
飲めなかったけどもっとすごい！！！(笑)　食べ物めちゃウマ
でした！
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秋です…ダイエット中なのに…目の前には美味しい
物がたくさん…もちろん食欲は抑えられません
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外で食べて飲んで騒いで～♪最高に気持ちいいー！
たまにはいいですよね!?気分転換になりましたぁ。
また、明日からダイエットがんばろ～(笑)
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3Dプリンターの体験！
今までにセミナー等で3Dプリンターの事
は知っていましたが、実際にPCからの操
作を体験が出来、又仕上げまでの工程も
体験する事が出来ました。小さい物を作
って見ましたが簡単に作れ楽しく体験が
出来ました。その後の仙台にてビール祭
り？世界のビールが飲めるとあってスタ
ッフ全員で参加してビールの飲み比べを
やって見ました。しかしあまり飲めない
自分にとってどこのビールも同じ味に感
じました。でも美味かったです。
(ビールもおつまみも)
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この日、私達は3Dプリンター講習会に行ったはずなのに…
なぜか？オクトーバーフェスト!!
楽しかった！美味しかった！ソーセージに、プレッツェル
に、ビール！ビール！ビール！ドイツ！最高!!　
　

いやぁ～～うまかった。ビール最高！！
高級ビールはめっちゃ高くてびっくりしたけど。
次はなにかな？？ワイン！！ワインがいい！！
編集後記じゃなくて、気が付けば願望書いてる！！
　　　　　　　　　　でもワインがいい！！！

3Dプリンター＆レーザーカッター
体験してきました！！
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レーザーカッター
編

噂の3Dプリンタ実物は初めて見る事
ができて貴重な体験が出来ました。作
る物によって中身の密度を変えたり出
来ると聞いて世の中進んだなぁとしみ
じみ実感した日でした。
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んな驚きがあったオクトーバーフェスト
でした。今度は舞台の近くで
飲めればなと思います。

今回はレーザーカッターの講習会に行ってきました。

実は前回の３Ｄプリンターの講習を受けた時にたくさんの作品

を見学していて思いついちゃったんです。わが社一押しのキャ

ラクターヒゲスズのキーホルダーを！

もしかしたら３Ｄプリンターよりレーザーカッターの方が活用

出来るのではないかな？面白そうだな…と思い即座に予約を取

りサンプルデータを用意して講習会に臨みました。

←こちらが出来た作品です。木の素材の他にもアクリル樹脂や

ポリエステル、ガラス、布、革といろいろな素材をカット出来

るそうです。３Ｄプリンターとレーザーカッターに興味津々の

私たち次はどんな試作品を作る

か模索中です。

幸運を呼ぶストラップ！！

幸運を呼ぶクリップ！！

購入ご希望の方は当社スタッフまで

お問い合わせください（笑）

3Dプリンター編
最近話題の3Dプリンターを使っ
てみたくて、SJI（社内情報委員
会）のメンバー全員で行ってきま
した！！
3Dプリンターはデータの作り方も3Dで作らなきゃいけないので、なかなか大変でした。
そして一番つらかったのが、機械とソフトが共に外国産。ということは、はい英語です。
SJIのメンバーに英語が得意な人は……???お店の人に一つ一つ確認しながら、
進めていきました。
　　　　完成したものはシンプルな数字ですが、　　　　意外と時間が掛かりました。
　　　　次は、もっと素早く的確に頑張るぞー！！

レーザーカッターは
中国製でした
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ビールがおいしい頃、おいしそうな焼き肉の匂いに
誘われて「炭火焼肉ぐら」さんにいってきました。
いままで行った焼き肉屋さんとの違いは何と言って
もお肉の厚さ！ごろごろところがるような牛タンや
カルビを焼くとお肉からしたたる脂でファイアーの
連続！
とっても柔らかくてビールとの相性は最高でした。
上質の黒毛和牛をリーズナブルに味わえる炭火焼肉
ぐら、みなさんもぜひ行ってみてくださいね！

炭火焼肉ぐら （尾島町）

工陽社新社屋 進捗状況報告工陽社新社屋 進捗状況報告

たけこの
気になる
お店紹介
　コーナー

たけこの
気になる
お店紹介
　コーナー

みなさ～ん！
年賀状の準備は
  お済みですかぁ～
年賀状発売から2週間がたちました。
まだまだ、日にちがあるからいいやなんて思っていると、
お正月はすぐやってきますよ～！
自分でつくる年賀状も味わいがあって素敵ですが、工陽社
の年賀状も毎年、近隣で撮影している朝日の写真も格別！
また、工陽社オリジナルデサインの見本もどれもこれも素
敵です。
左記に紹介されている普通の年賀状にひと工夫の“ムービ
ー年賀”なんてどうでしょうか？
（詳しくは担当営業にご相談ください）

9月20日、待ちにまったガマロックフェスに夕方からに
なってしまいましたが行ってきました！
私が着いた時には会場に来ていたお客さんたちに、日中
から続いているであろういい感じの空気感を感じ、遅れ
をとってしまったなぁとちょっと損した気分になってし
まいましたが、そこはさすがガマロック。数分後にはあ
っという間にその雰囲気に溶け込めてしまいました。
10年間は続けていきたい、と話していた平間至さんと
ATSUSHIさん。フィナーレで話しながら涙を流す
ATSUSHIさんの姿に胸を打たれました。今年で3回目
を迎えたガマロック。あと7回、毎年楽しみにしている
お客さんたちのため、本当に続けて開催してほしい、と
心から願う一市民の私です。

2014.9.20 塩竈市みなと公園

7月14日の地鎮祭から約3ヶ月が過ぎ、基礎工事が本格的に始まりました。
ご近所の方々には騒音や交通等でご迷惑をお掛けしています。
今しばらくご理解と協力をよろしくお願い申し上げます。
今号から新社屋完成まで工事の進捗状況を写真等でお知らせしていきたいと思
います！どんな社屋になるのか！乞うご期待！

7月14日　　　　　　　　　　　　　　8月6日　　　　　　　　　　　　　　10月7日

10月10日　　　　　　　　　　　　　10月30日　　　　　　　　　　　　　11月11日

完成イメージです

今年で6回目となる「しおがまさま神々の月灯り」と称す

るイベントに行って来ました。

イベントというより、ゆっくりと夜の塩竈神社周辺を散

策するという感じでした。夜の塩竈神社で奏でられる演

奏も厳かで心静まるものでした。

本町の御釜神社でもライトアップがされており、町全体

で月灯りを楽しめる催しでした。また、御釜神社の向か

いの旧ゑびや旅館（元松亀園）さんではおでんや焼きそ

ばなどの飲食もでき、秋の夜の散策？夜遊びを楽しんで

きました。
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塩竈神社表坂ライトアップ

御竈神社ライトアップ

GOMENNASAI

前号でお知らせした工陽社の 秘 プロジェクト！！
審査に時間がかかりすぎ、まだ皆様に公開することが
できません。

　　　　本当に近々公開できると思います！！
　　　　　皆さん楽しみに待っててね～！！

　　　　　　　　　　　　　Coming  soon...
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う事です。

自分の旅の思い出と言うと、昨年の2月に娘のサッカー遠征で福島に行った時の事で
す。思い出と言っても遠征先が大雪で大変な思いをしたと言う事ですが…。
朝、宮城を出た時雪は降っておらず、福島に着いた時も雪は小降りでした。試合はフ
ットサルのため体育館で行い、外の状況は判らないまま夕方になり、試合が終了し宿
泊先に移動しようと外に出たら、自分の胸のあたりまで雪が積もっており、車を駐車
場から出すのが精一杯でした。やっとの事で道路に出たのはいいのですが行く先々は
雪でガタガタ道！タイヤは左右に振られ、一歩まちがえれば隣の車や電柱にぶつかる
勢いで、普通10分で着く宿泊先も1時間以上かかりましたがなんとか無事に着きました。
二日目は雪も少し収まっていた事もあり、大会は中止にはならず昼過迄行いました。
子供達は呑気にサッカーを楽しんでおり、結果全勝し優勝で終わりましたが、宮城ま
で運転して帰る親達はどう帰るか不安でした。案の定高速道路は使えず、一般道を通
って帰り、約6時間近く運転して事故無く帰ってきました。良い旅の思い出と言うよ
り、二度と2月の降雪地には遠出はしないと言う旅の思い出でした。
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営業課　土生木　敦

行ってきました！オクトーバーフェスト！ビアー！の前に本題
の3Dプリンターの講習会(笑)　3Dプリンターすごい！ビアー、
飲めなかったけどもっとすごい！！！(笑)　食べ物めちゃウマ
でした！
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秋です…ダイエット中なのに…目の前には美味しい
物がたくさん…もちろん食欲は抑えられません
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外で食べて飲んで騒いで～♪最高に気持ちいいー！
たまにはいいですよね!?気分転換になりましたぁ。
また、明日からダイエットがんばろ～(笑)
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3Dプリンターの体験！
今までにセミナー等で3Dプリンターの事
は知っていましたが、実際にPCからの操
作を体験が出来、又仕上げまでの工程も
体験する事が出来ました。小さい物を作
って見ましたが簡単に作れ楽しく体験が
出来ました。その後の仙台にてビール祭
り？世界のビールが飲めるとあってスタ
ッフ全員で参加してビールの飲み比べを
やって見ました。しかしあまり飲めない
自分にとってどこのビールも同じ味に感
じました。でも美味かったです。
(ビールもおつまみも)
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作を体験が出来、又仕上げまでの工程も
体験する事が出来ました。小さい物を作
って見ましたが簡単に作れ楽しく体験が
出来ました。その後の仙台にてビール祭
り？世界のビールが飲めるとあってスタ
ッフ全員で参加してビールの飲み比べを
やって見ました。しかしあまり飲めない
自分にとってどこのビールも同じ味に感
じました。でも美味かったです。
(ビールもおつまみも)

この日、私達は3Dプリンター講習会に行ったはずなのに…
なぜか？オクトーバーフェスト!!
楽しかった！美味しかった！ソーセージに、プレッツェル
に、ビール！ビール！ビール！ドイツ！最高!!　
　

いやぁ～～うまかった。ビール最高！！
高級ビールはめっちゃ高くてびっくりしたけど。
次はなにかな？？ワイン！！ワインがいい！！
編集後記じゃなくて、気が付けば願望書いてる！！
　　　　　　　　　　でもワインがいい！！！

3Dプリンター＆レーザーカッター
体験してきました！！

3Dプリンター＆レーザーカッター
体験してきました！！

レーザーカッター
編

噂の3Dプリンタ実物は初めて見る事
ができて貴重な体験が出来ました。作
る物によって中身の密度を変えたり出
来ると聞いて世の中進んだなぁとしみ
じみ実感した日でした。
また、そのあとの仙台オクトーバーフェ
ストでは外国ビールのおいしさに感動
しました。感動のあまり財布のひもが
ゆるみ過ぎたりで酔いが醒めた時に色
んな驚きがあったオクトーバーフェスト
でした。今度は舞台の近くで
飲めればなと思います。

今回はレーザーカッターの講習会に行ってきました。

実は前回の３Ｄプリンターの講習を受けた時にたくさんの作品

を見学していて思いついちゃったんです。わが社一押しのキャ

ラクターヒゲスズのキーホルダーを！

もしかしたら３Ｄプリンターよりレーザーカッターの方が活用

出来るのではないかな？面白そうだな…と思い即座に予約を取

りサンプルデータを用意して講習会に臨みました。

←こちらが出来た作品です。木の素材の他にもアクリル樹脂や

ポリエステル、ガラス、布、革といろいろな素材をカット出来

るそうです。３Ｄプリンターとレーザーカッターに興味津々の

私たち次はどんな試作品を作る

か模索中です。

幸運を呼ぶストラップ！！

幸運を呼ぶクリップ！！

購入ご希望の方は当社スタッフまで

お問い合わせください（笑）

3Dプリンター編
最近話題の3Dプリンターを使っ
てみたくて、SJI（社内情報委員
会）のメンバー全員で行ってきま
した！！
3Dプリンターはデータの作り方も3Dで作らなきゃいけないので、なかなか大変でした。
そして一番つらかったのが、機械とソフトが共に外国産。ということは、はい英語です。
SJIのメンバーに英語が得意な人は……???お店の人に一つ一つ確認しながら、
進めていきました。
　　　　完成したものはシンプルな数字ですが、　　　　意外と時間が掛かりました。
　　　　次は、もっと素早く的確に頑張るぞー！！

レーザーカッターは
中国製でした


