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新年明けましておめでとうございます。昨年はご厚情ご支援を賜り厚く御礼を申し上
げます。
皆様におかれましては健やかな新年をお迎えの事とお慶び申し上げます。
さて、東日本大震災から本年3月で5年をむかえます。弊社では「復旧･復興･再生･再
興」を第一に取組んで参りました。また、今後も積極的に地域･住民の皆様や全ての
お客様と連携連動を図り、確実な「復旧･復興･再生･再興」を成し遂げられる様心掛
けて参ります。更には既にご報告しました様に、昨年5月11日より新社屋にて業務を
開始致しました。新たな職場環境の中で誠実な営業･業務活動を通し皆様に満足の高
いサービスをお届けします。どうぞこれまで同様のご愛顧を宜しくお願い致します。
結びに、本年が最良の年と成ります様、皆様のご健康とご繁栄をご祈念申し上げます。

株式会社　工陽社
代表取締役　鈴木嘉仁
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皆様の記憶に残っておりますでしょうか？
そう、工陽社のオリジナルLINEスタンプ「髭まる社長」がリリー
スされたのがちょうど１年前、今も細々と売れております。
今からでも遅くはありません。まだ、購入されてない方、もうす
でに購入された方でもお友だちにプレゼントしてみてはいかがで
すか？

LINEをお使いの方
1　スタンプショップ

↓
検索
↓

髭まる社長 or
社長 or
髭 or
↓

2　スタンプ情報

1 2 スタンプの一部をご紹介します！

スタンプについて分からない方は当社スタッフまでお尋ねください。
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挨拶や式典等に欠かせないノベルティグッズ。どこに頼めば作ってくれるかな？
とお悩みの方も多いと思います。名入れをお願いしたい！写真を入れたオリジナルグッズが欲しい！そんな時
にはご連絡下さい。デザインが係わる物ならすべて対応します。上記の写真の通りメモ帳・タオル・クオカー
ド・マウスパッド・クリアファイル・ジャンパーはもちろん！この他にも多数の実績があります。興味があり
ましたらカタログもございますので一度見てみてはいかがでしょうか？見ているだけで楽しいですよ。
カタログだけでもご用意致しますのでお気軽にお問い合わせください。

あれから1年

スタッフジャンパー

マウスパッド クオカード

タオル

メモ帳

クリアファイル



毎年の恒例行事の一つ忘年会！塩釜市小松崎「松なが」さんにて
行いました。今回は忘年会と昨年末工陽社を定年退職された佐藤
敏行さんの送別会もかねた忘年会になりました。
これから営業が一人少ない状態で仕事に取り組む事となりますが、
社員全員で心を一つに“一致団結”し新たな年に向けて頑張るぞ
と気持ちを一つにした忘年会でした。

2015.12.26 松なが（塩釜）

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

（利府町赤沼）

利府葉山の住宅街にあるイタリアンのお店「レストランカフェ VER DURA
（ヴェルドゥーラ）」。 こんなところに素敵なレストランが！知る人ぞ知
る～といった感じのレストランで、期待に胸を膨らませ店内へ。私達が注
文したのは2,600円のコースでしたが、前菜から驚きの連続で、おしゃれ
すぎ！おいしすぎで！なんと表現してよいのかわからないほどの美味しさ
でした。「とうもろこしの冷製スープ」や、熱々で濃厚なバターソースが
タコと茸にとてもよく合っている「たこと茸の壺焼き」が最後の一滴まで
飲み干したくなるほどの、忘れられない味で、前菜でこんなに驚いていて
いいのだろうか、と思うほどでした。メインのお肉もとろけるような柔ら
かさで絶品！コースとは別で注文をしてみたピザや「昔ながらのトマトク
リームナポリタン」は思い描くナポリタンとは違って、これまた絶品！な
ぜこんなに美味しかったのだろうと、後日ネットで調べてみたところ、シ
ェフの前職は東北自動車道長者原サービス上り線レストランの料理長との
ことでした！う～ん、納得。新メニューコンテストなどでは３度もグラン
プリを受賞されているそうです。
今回はディナーでしたが、ランチでもランチとは思えぬほどの贅沢が味わ
えるので、みなさんもぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか！
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年の恒例行事の つ忘年会！塩釜市小松崎

静電気のはなし
　寒い季節、誰もが経験し
たことがあるのではないで
しょうか？ドアノブやセーターを脱ぐときの
あの『パチッパチパチ』痛いしビックリしま
すよね。何度もバチッとくると金属に触るだ
けでも恐ろしくなってきます。静電気は一体
何が原因で発生するのでしょう？
　また簡単に除去できる方法はあるのでしょ
うか？

静電気の原因は摩擦！
　気温と湿度が低いこの時期だからこそ静電
気は起きる条件が整っているのです。
衣類を何枚も重ね着し防寒着を脱ぎ着する機
会がどうしても多くなってしまい、衣類同士
の摩擦が静電気を起こしカラダに帯電してし
まいます。静電気をまとったまま金属等の電
気を通す物質に触れようとすると一気に放電
されパチッ、ビリッ !!!!!! となるわけですね。

簡単にできる静電気対策
　いろいろな対策グッツは売っていますがお
金を掛けずに少しの配慮で抑えることができ
るので試してみてはいかがでしょうか
・室内の湿度は50～60％位に保つことを意
識して、加湿器がないときは濡れたタオル
を部屋に干しておくのもいいでしょう。観
葉植物を置く等もおすすめです。
・からだの乾燥は大敵！全身うるおいで満た
してあげましょう。顔、からだ、手のスキ
ンケアをしっかりして保湿しましょう。
　金属等の電気を通す物質に触れるのが怖～
いという場面でも大丈夫！
・ウェットティッシュで指先を濡らすことで
静電気を軽減することができます。
・最初にコンクリートやレンガ、地面、木な
どに触れて放電させる。



編集後記

印刷屋さんの仲間 第4弾!! Part.6Part.6印刷屋さんの仲間 第4弾!! 今回は「私の旅の思い出」です

KOHYOHSHA CO., LTD.

　旅行…というと、修学旅行と会社の親睦会の一泊旅行
ぐらいなので、今回は「旅行」と言えるかは疑問ですが、
昨年のゴールデンウィークに姉の家族と磯遊びに行った
ことについて書こうと思います。
　その磯は牡鹿半島の真ん中くらいにあり、姉の旦那様、
私の義兄の実家があったところの近くの磯です。
　私自身が海の目の前に住んでいながら、なぜわざわざ
磯遊びに…と思いますが、「まぁ、ゴールデンウィーク
に小3の娘をどこにも連れていかないのもなぁ…」ぐら
いの軽い気持ちで行ったのですが、三陸（？）の磯は、
この辺の磯とは比べものにならない位とってもきれいで、
ゆたかな海でした。小さいころから磯で遊び、慣れ親し
んできた私ですが、同じ宮城県なのにこうも違うものな
のか！と驚きでした。磯遊びの醍醐味といえば、つぶ貝
をとったり、磯のいろいろな生き物を観察したり…を想
像していたのですが、それが、いってみるとなんと！つ
ぶ貝は見たことがないくらい巨大！ムール貝（？）もビ
ックリするほど巨大で美味しそう！そしてなんと、牡蠣
がゴロゴロと磯にころがっているではありませんか！
え？牡蠣って磯にいるものだっけ？と思いながら興奮し
ていると、義兄の話では、牡蠣の養殖をしている所から
波が荒い時に外れて流れ着いたのではないか、とのこと。
その他にもふのり、めかぶなども豊富でした。あまりた
くさん取ると、密漁になってしまうとのことで、良心の
範囲でとどめて帰ってきました。
　震災で以前磯だったところが、ほとんど水没してしま
ったことや、もっともっと豊かだった話を義兄から教え
てもらいました。海がこんなに豊かなのは、山もとって
も豊かだからだなあと行ってみて思いました。環境と自
然について考えさせられた一日でした。

　私の母の実家が関東とい
うこともあり、一年に一回
は欠かさずに行っている東
京。お墓参りも済ませ、多
摩モノレールに揺られるこ
と約20分。『多摩センタ
ー駅』で降り、数分歩いた
先に広がるのは我が聖地『サンリオピューロランド』です。
ここはサンリオのキャラクターと触れ合う事ができ、その
数多のサンリオキャラの中でも一際存在感を放つハローキ
ティにお会いする為、ここを訪れました。真っ先に向かっ
たのは外観はまるでお城のような『レディキティハウス』。
中には和室やベッドルームなど、キティちゃんをモチーフ
にした可愛らしいお部屋が並び、壁や小さな装飾など注意
しないと見落としてしまいそうな細かい所にも遊び心があ
り驚きました。
　進んだ扉の先で待つキティちゃんに熱いハグで迎えられ、
そして写真撮影。後ろにいた女の子の「キティちゃん大き
い…」の一言が忘れられません(笑)
　その他には各種アトラクションやキャラクターによるパ
レードやミュージカル、広いショッピングスペースもあり、

屋内型なので天気に関係な
く楽しめる施設となってい
ます。次回はキティちゃん
の誕生日のお祝いをするた
め11月に訪れたいです！！
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工務課制作　渡辺　道子 工務課制作　千葉麻貴子

明けましておめでとうございます(*´∀人)
2016年も宜しくお願いします‼今年のう
ちのお正月は初詣に行き、おみくじを引い
て、除夜の鐘を鳴らし、チョコバナナを食べ
る。（あっ！おしるこも食べた(笑)）そして、
初売りに寒い中並んだがお目当ての福袋は
完売Σ(ﾟДﾟ υ)ゲット出来ずに帰ってきて、両実家にご挨拶に
行き、美味しいおせちをたらふく食べる、すると2,3㎏増える。
体重計に恐る恐る乗ると…ヽ(;ﾟ;Д;ﾟ;; )ｷﾞｬｧｧｧっと！そんなこ
んなでお正月休みが終わる。毎年こんな感じで、いつもと変わら
ないお正月を過ごしました！また１年頑張って発行して
いきますのでご愛読の程宜しくお願いします( v^-゜)♪
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正月といえばやっぱり食っ
ちゃ寝。くっちゃね。正月
はなぜあんなにぐーたらし

たくなるのかなぁ。お陰さまで毎年体重
増加です。中々落ちなくて大変。これか
ら体重落とします。痩せてく私を
見ていて下さい。
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ここ数年、お正月は寝正月。初詣、初売
にも行かず、ただただお正月番組（お笑
い）をみて、大笑い…
今は初売に出かけなくても、ネットで福
袋を注文すると1月1日には届くという時代。便利と言えば便
利ですが、どんどん風情がなくなる世の中になった
ものです。
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明けましておめでとうございます！本年もどうぞよろしくお願
い致します！
私のお正月は、ぐーたらな寝正月でした(笑)そして、お正月なら
ではの連続で放送されるドラマやマンガを見続けました！外へ
出たのは神社へお参りと、携帯屋さん！午前中にお店に入り、帰
りはなんと夜の８時に！これには本当に参りました(泣)
あっという間のお正月休みでした。
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『お正月の過ごし方』自分の場合、
毎年恒例になっている、「初日の
出」の撮影です。 元旦だけの撮影
だけでは天候次第で変わるので会
社が休みに入ってから毎日の様に
場所を変えて撮影を行っていま
す。 今年は七ヶ浜町松ヶ浜にて撮影を行いま
した。 でもやはり元旦に撮れる日の出は一番
気持ち良いです。毎年その場で撮影をすると

思う事は「よし今年一年頑張るぞ！！」って必ず手を合わせなが
ら自分に言い聞かせています。
本当に気持ちが良いです。
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　　　　　　　▶
一昨年末退社した
印刷屋さんメンバ
ーの武田氏よりメ
ッセージが届きま
した


