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印刷屋さんの仲間 第4弾!!印刷屋さんの仲間 第4弾!! Part.5Part.5今回は「私の旅の思い出」です
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主人の退職を機に夫婦で旅をするのが多くなりました。ほと
んど秘湯巡りをしているのですが、（主人は温泉好きが高じ
て温泉ソムリエの資格を取得しています）今回は八幡平の高
所にある雄大な自然に囲まれた八幡平最古の湯として長い歴
史を持つ蒸の湯温泉に行きました。
山の上に行く途中、美しい白樺並木があり、７月なのにひん
やりして本当に涼しい所でした。宿に着いてみると昔の校舎
のような木造でできていて、ひなびた建物が懐かしく感じま
した。部屋は洋風で外観とはちがう雰囲気がありました。内
湯は洗い場が大きな木をくりぬいた物でちょっとびっくり。
露天風呂は周囲は人工的な物が何もなく、岩場から噴煙がモ
ウモウと立ち上がっていて秘湯ムードは満点ですが、湯につ
かっているのがちょっと怖かったです。
夕食の品数は豊富で、手作り料理、みずの実、
山わさび、山ぶどう等がとてもおいしかったで
す。特別何があるというわけではないのですが、
何となく落ち着いて安らげる雰囲気がある所で
した。次の日は奥入瀬渓流に寄り、美しい緑と
水の岩場がつくる繊細な自然が溢れている中に、
自分の目で一度見たかった姥百合（うすいグリ
ーンがかった白い花びら）に出会えて感動し、満喫してきま
した。
先日は西の方へ行き、二見浦に浮かぶ夫婦岩、松坂の御城番
屋敷、日本の神々の最高位とされる天照大御神を祀っている
伊勢神宮へお参りしてきました。外宮、内宮があり、どちら
もきれいな自然と厳かで神聖な雰囲気を感じながら、大鳥居
をくぐる時一礼をして神域に入り、正宮等を感謝を込めて参
拝してきました。伊勢の街は食べ歩きも楽しい所なので、も
う一度ゆっくりと行ってみたい所ですが、秘湯巡りも楽しい
ですよ!!

サッカー好きとしては、アウェー観戦も旅行の楽しみの一つです。
魅力あるJチームのスタジアムはかなりの割合で訪れております。
その中でも札幌、福岡、広島等は何度も行きたくなりますね！札
幌はドームで飲むサッポロクラシックビール、福岡は中州での
ラーメン、広島はお好み焼きにもみじまんじゅう。弁当で言えば
群馬のとりめし、これは最高で
す！ワールドクラスでは2006年
のドイツワールドカップでのドイ
ツビールにソーセージが忘れられ
ませんね！
また、二度と行きたくないスタジ
アムは大分で、アウェイチームへ
の洗礼か、スタジアムでは食べる
ものが全て売り切れ、ひもじい思
いをさせられた上にJ2へ降格した土地です。逆にJ1に昇格をきめ
た水戸ではシーフードピラフを食べ食中毒になり帰りのツアーバ
スを止めトイレに駆け込んだという苦い経験もあります。どこの
土地も観光だけで行けば素敵なところなんでしょうが、＋サッ
カーとなると勝敗が旅の楽しみに影響しますし、なんと言っても
「食」が旅の勝敗をつけますね（笑）

福島アクアマリン
5年前位に行った福島アクアマ
リン。あの時は、東日本大震災
の前だったのでほのぼのとして
いた場所でした。平日の電車で
通学中の高校生等がいる中、ビ
ール片手にゆらゆら揺られて3
時間位で到着！駅を出て水族館

へGO！水族館まで歩いて向かいましたが、途中コンビニが
無い。トイレに行きたい。我慢する事30分到着。チケットを
急いで買ってトイレにGO！その後は、大人げないテンショ
ンで水族館を満喫。楽しかった。東日本大震災からまだ一度
も行けてないので、子供たちを連れて今度また行きたいな。
コンビニできたかな？
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み

工務課　製造　西村　栄子

工務課　制作　水越　郁子

営業課 小松　　新

塩釜市北浜の「藤松寿司」の 500 円すし
ランチが食べられます。にぎり、ちらし
が選べ、大盛りは 800 円とお財布にやさ
しいお値段です。
廻るお寿司にしか行ったことのない若
者！寿司屋のカウンターでワンコイン寿
司なんでどうでしょう！確か、土曜日も
やっていたけど…お店の前にランチ
の看板が出ていれば大丈夫ですよ！
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ワンコインで朝ラー(朝ラーメン)してき
ました。なぜか前日からテンションが上
がっていた私は早起きをして胃袋を起こ
し準備万端でいざ利府の「伊藤商店」へ
ＧＯ！店内にはすでにラーメンを食べて
いる人、人、人これから出勤？家族で朝
ラー？こちらは女子3人です(笑)さっそく
500円のラーメンを注文して頂きまし
た。うまーい！朝だけど全然
イケちゃう朝ラー!!!!!
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かなぁと、いざ考えるとなかなか出てき
ませんでした。そうだ！塩釜にワンコイ
ンラーメンがあったじゃないか！とはり
きっていたら、だいぶ前に違うお店にな
っていました（泣）なくなってしまって
からの後悔…。
食べてみれば良かったぁ（泣）
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前の職場の時に、仙台駅前周辺にかんの
やという地鶏を取り扱うお店があり、唐
揚げ定食等日替わりランチが500円！で
もやっぱり一番は親子丼！トロトロの卵
にゴロっとお肉、少し甘めのたれが食欲
を誘う。完璧な食レポですね！また食べ
に行きたいな。この情報は数年前の事な
ので、今はやっているのかやっていない
のか。今度確かめに行って最新
情報をお届けします。
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様々な情報としてテレビや雑誌等で見た
り聴いた事はありますが、実際には自分
はやった事が無く(すみません)でもいつ
かは500円で美味しい物を食べられる所
があれば是非行きたいと思います。
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表彰されました！！表彰されました！！

ワンコインワンコイン

何ができるでしょうかね？何ができるでしょうかね？

ま

ドイツ・カイザースラウテルンにて

平成27年10月10日㈰に塩竈市にて『第41回塩竈市花と緑の
日』の式典で当社が表彰状を頂く事になりました。長年に渡
り地域清掃に関わった事を評価され、地域の方が塩竈市に報
告をし、本市表彰選考委員会において当社が選ばれました。
表彰を受ける事は実に嬉しい事でした。最初は会社全体で始
まり、清掃をする人数は少なくなって来ましたが、長年（10
年、いやもっとかも！)の継続が今回の表彰に繋がったと思
います。これからも朝の短い時間の中で地域清掃を続けて行
きたいと思います。

　　　　　　　　　　　きれいな社屋がずっと　
続きますように……と願いをこめて　

土曜出勤の午後には社員全員で日頃、手の届かぬところを清掃をしています。
　　　　　　　　

社内クリーン大作戦社内クリーン大作戦
当社を代表して営業スタッフの
渡辺主任が表彰式に参列しました。
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工陽社オリジナルデザイン！この 7点は工陽社の社員が
デザインしたもので他社にはない
ものです。是非、ご利用くださいませ。
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年賀状準備の時節となりました。
当社では今年も年賀はがき発売にあわせパンフレットを作成しました。
まもなくお客様のお手元にお届け致します。
今年も工陽社オリジナルデザインなど豊富に取り揃えましたので、ぜひ
ご利用下さい！
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安心して下さい！
丸投げできますよ！
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丸投げできますよ！
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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。

おま
かせください！おま
かせください！

毎年、面倒だなぁと感じる宛名書き…
宛名書き オプション

ですけど…

見 

本
見 
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今回はお食事処ではなくて、工陽社近くにある整体院を
ご紹介します。名前は「ひとの和整体院」と言いますが
別名イケメン整体院とも言います（笑）。社内ではこの
名前で通じます。先生方みなさんが超イケメンで、とて
も明るく、さわやか！行くだけで癒されます。腕の方は？
もちろん最高です！10分間のお試しコースでも発汗がよ
くなりすっきりしてきました。いろいろなコースもあり、
ワンコインで受けられるストレッチ教室もあります。
ぜひ、お試しあれ！

ひとの 和 整体院（塩竈市尾島町）

まみまみの
気になる
お店紹介
　コーナ

まみまみの
気になる
お店紹介
　コーナー

秋と言えば、芸術の…スポーツの…読書の…食欲の…と
人それぞれに楽しめる季節ですね。
そんな秋に是非おすすめの運動があるんです。今回は
社内の一部の人たちが始めたラジオ体操のお話です。
実はこの『ラジオ体操』が凄いんです！『ラジオ体操』と
言ったら夏休みの早朝に子供たちが眠い目をこすりな
がら体操をするのがお決まりですが、とても簡単に効率
よく全身運動がたった３分位で出来るとあって、飽きず
にちょっとした合間に出来るので毎日続けられ忙しい
方にはぴったりな運動なのです。その効果は人それぞれ
ですが偏頭痛、足先の冷えやむくみが軽減されたり、ス
トレス発散、便秘も改善されたり、血圧が下がったとい
う人も。有酸素運動、筋トレ、ストレッチ、バランス運動
と総合的な運動ができる内容になっているので、きちん
と行うと脂肪の燃焼が促進し、筋肉が鍛えられ、姿勢
も整うなどといった効果があり、血行もよくなり基礎代
謝もアップします。運動が苦手な人でも音楽を聴くだけ
で自然と体が動いてしまう『ラジオ体操』続ければやせ
効果も期待できそうですね。この秋は自分にあった健
康的な身体づくりを考えてみてはどうでしょうか？ 

ひそかなマイブームひそかなマイブーム

今まで当社でもいろいろな研修に行ってきました
が、今回は今最重要視されている個人情報につい
て社員全員で研修を行いました。
当社では個人情報を保護する資格としてPP（プラ
イバシーポジション）を取得しています。
このPPでは、印刷業界や複写業界の業種の方々が
取得している資格です。
今後マイナンバー等さらに個人情報についていろ
いろな不安を感じている方が増えていると思いま
す。こういった皆様の不安を解消する為に社内研
修を行い、日々個人情報の管理の強化を図ってお
ります。
もし、印刷物等で個人情報の取り扱いに関して不
安や疑問を感じましたら、当社営業スタッフまで
ご相談ください。

担当：小松　新

社内研修社内研修

10月29日、年賀状が発売になりました10月29日、年賀状が発売になりました

パンフレットより掲載

個人情報の保護の　　　
強化を！

個人情報の保護の　　　
強化を！

社内会議室にて
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今まで当社でもいろいろな研修に行ってきました
が、今回は今最重要視されている個人情報につい
て社員全員で研修を行いました。
当社では個人情報を保護する資格としてPP（プラ
イバシーポジション）を取得しています。
このPPでは、印刷業界や複写業界の業種の方々が
取得している資格です。
今後マイナンバー等さらに個人情報についていろ
いろな不安を感じている方が増えていると思いま
す。こういった皆様の不安を解消する為に社内研
修を行い、日々個人情報の管理の強化を図ってお
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担当：小松　新
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10月29日、年賀状が発売になりました10月29日、年賀状が発売になりました

パンフレットより掲載

個人情報の保護の　　　
強化を！
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んど秘湯巡りをしているのですが、（主人は温泉好きが高じ
て温泉ソムリエの資格を取得しています）今回は八幡平の高
所にある雄大な自然に囲まれた八幡平最古の湯として長い歴
史を持つ蒸の湯温泉に行きました。
山の上に行く途中、美しい白樺並木があり、７月なのにひん
やりして本当に涼しい所でした。宿に着いてみると昔の校舎
のような木造でできていて、ひなびた建物が懐かしく感じま
した。部屋は洋風で外観とはちがう雰囲気がありました。内
湯は洗い場が大きな木をくりぬいた物でちょっとびっくり。
露天風呂は周囲は人工的な物が何もなく、岩場から噴煙がモ
ウモウと立ち上がっていて秘湯ムードは満点ですが、湯につ
かっているのがちょっと怖かったです。
夕食の品数は豊富で、手作り料理、みずの実、
山わさび、山ぶどう等がとてもおいしかったで
す。特別何があるというわけではないのですが、
何となく落ち着いて安らげる雰囲気がある所で
した。次の日は奥入瀬渓流に寄り、美しい緑と
水の岩場がつくる繊細な自然が溢れている中に、
自分の目で一度見たかった姥百合（うすいグリ
ーンがかった白い花びら）に出会えて感動し、満喫してきま
した。
先日は西の方へ行き、二見浦に浮かぶ夫婦岩、松坂の御城番
屋敷、日本の神々の最高位とされる天照大御神を祀っている
伊勢神宮へお参りしてきました。外宮、内宮があり、どちら
もきれいな自然と厳かで神聖な雰囲気を感じながら、大鳥居
をくぐる時一礼をして神域に入り、正宮等を感謝を込めて参
拝してきました。伊勢の街は食べ歩きも楽しい所なので、も
う一度ゆっくりと行ってみたい所ですが、秘湯巡りも楽しい
ですよ!!

サッカー好きとしては、アウェー観戦も旅行の楽しみの一つです。
魅力あるJチームのスタジアムはかなりの割合で訪れております。
その中でも札幌、福岡、広島等は何度も行きたくなりますね！札
幌はドームで飲むサッポロクラシックビール、福岡は中州での
ラーメン、広島はお好み焼きにもみじまんじゅう。弁当で言えば
群馬のとりめし、これは最高で
す！ワールドクラスでは2006年
のドイツワールドカップでのドイ
ツビールにソーセージが忘れられ
ませんね！
また、二度と行きたくないスタジ
アムは大分で、アウェイチームへ
の洗礼か、スタジアムでは食べる
ものが全て売り切れ、ひもじい思
いをさせられた上にJ2へ降格した土地です。逆にJ1に昇格をきめ
た水戸ではシーフードピラフを食べ食中毒になり帰りのツアーバ
スを止めトイレに駆け込んだという苦い経験もあります。どこの
土地も観光だけで行けば素敵なところなんでしょうが、＋サッ
カーとなると勝敗が旅の楽しみに影響しますし、なんと言っても
「食」が旅の勝敗をつけますね（笑）

福島アクアマリン
5年前位に行った福島アクアマ
リン。あの時は、東日本大震災
の前だったのでほのぼのとして
いた場所でした。平日の電車で
通学中の高校生等がいる中、ビ
ール片手にゆらゆら揺られて3
時間位で到着！駅を出て水族館

へGO！水族館まで歩いて向かいましたが、途中コンビニが
無い。トイレに行きたい。我慢する事30分到着。チケットを
急いで買ってトイレにGO！その後は、大人げないテンショ
ンで水族館を満喫。楽しかった。東日本大震災からまだ一度
も行けてないので、子供たちを連れて今度また行きたいな。
コンビニできたかな？

ま

こ

あ

み

工務課　製造　西村　栄子

工務課　制作　水越　郁子

営業課 小松　　新

塩釜市北浜の「藤松寿司」の 500 円すし
ランチが食べられます。にぎり、ちらし
が選べ、大盛りは 800 円とお財布にやさ
しいお値段です。
廻るお寿司にしか行ったことのない若
者！寿司屋のカウンターでワンコイン寿
司なんでどうでしょう！確か、土曜日も
やっていたけど…お店の前にランチ
の看板が出ていれば大丈夫ですよ！
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ワンコインで朝ラー(朝ラーメン)してき
ました。なぜか前日からテンションが上
がっていた私は早起きをして胃袋を起こ
し準備万端でいざ利府の「伊藤商店」へ
ＧＯ！店内にはすでにラーメンを食べて
いる人、人、人これから出勤？家族で朝
ラー？こちらは女子3人です(笑)さっそく
500円のラーメンを注文して頂きまし
た。うまーい！朝だけど全然
イケちゃう朝ラー!!!!!
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かなぁと、いざ考えるとなかなか出てき
ませんでした。そうだ！塩釜にワンコイ
ンラーメンがあったじゃないか！とはり
きっていたら、だいぶ前に違うお店にな
っていました（泣）なくなってしまって
からの後悔…。
食べてみれば良かったぁ（泣）
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前の職場の時に、仙台駅前周辺にかんの
やという地鶏を取り扱うお店があり、唐
揚げ定食等日替わりランチが500円！で
もやっぱり一番は親子丼！トロトロの卵
にゴロっとお肉、少し甘めのたれが食欲
を誘う。完璧な食レポですね！また食べ
に行きたいな。この情報は数年前の事な
ので、今はやっているのかやっていない
のか。今度確かめに行って最新
情報をお届けします。
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様々な情報としてテレビや雑誌等で見た
り聴いた事はありますが、実際には自分
はやった事が無く(すみません)でもいつ
かは500円で美味しい物を食べられる所
があれば是非行きたいと思います。
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表彰されました！！表彰されました！！

ワンコインワンコイン

何ができるでしょうかね？何ができるでしょうかね？

ま

ドイツ・カイザースラウテルンにて

平成27年10月10日㈰に塩竈市にて『第41回塩竈市花と緑の
日』の式典で当社が表彰状を頂く事になりました。長年に渡
り地域清掃に関わった事を評価され、地域の方が塩竈市に報
告をし、本市表彰選考委員会において当社が選ばれました。
表彰を受ける事は実に嬉しい事でした。最初は会社全体で始
まり、清掃をする人数は少なくなって来ましたが、長年（10
年、いやもっとかも！)の継続が今回の表彰に繋がったと思
います。これからも朝の短い時間の中で地域清掃を続けて行
きたいと思います。

　　　　　　　　　　　きれいな社屋がずっと　
続きますように……と願いをこめて　

土曜出勤の午後には社員全員で日頃、手の届かぬところを清掃をしています。
　　　　　　　　

社内クリーン大作戦社内クリーン大作戦
当社を代表して営業スタッフの
渡辺主任が表彰式に参列しました。


