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今年4月、多賀城駅北側に多賀城市立図書館、子育
てサポートセンターができ、南側には多賀城駅南立
体駐車場ができました。
今回は新しくなった多賀城市立図書館に行ってきま
した。
館内のテナントにはスターバックスも入り、コーヒ
ーをのんびり飲みながら読書を楽しむ癒しの空間に
かわりました。図書館内には、その場で読書が出来
るように色々な場所にソファーや椅子が用意されて
いて、気になった本が見つかった時には近くの椅子
でのんびり読む事が出来ます。また、幅広い年代が
楽しめるようになっています。学生には学習スペー
スが用意され、子育てで忙しいパパママ世代もキッ
ズスペースがあるから安心してくつろげます。その
他にも3階にはおしゃれなレストランがあるので読
書の合間にランチやディナーが楽しめます。
まだ伝えきれない魅力がたくさんある図書館です。
皆さんぜひ足を運んでみてください。
（詳しくは3ページをご覧ください。）
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今から13年前に印刷屋さんにて「感光紙の生産が数年後に
は停止する事が決まっています」と一度記事にしました。
それが現実に。今年の2016年3月をもってついに感光紙の
生産が終わってしまいました。昔と比べれば青焼きを求め
るお客様は激減し全ての複写業務はCAD化に移行し長年に
渡って主力業務だった青焼きがついに終りを迎える事にな
る…はずでしたが、未だに青焼きを求めているお客様の声
が有り、更に感光紙の使用期限が約１年ですが、青焼きの
お客様の期待に応えて、今年の4月から１年間、間に合う感
光紙を在庫し、青焼き業務を続けて行く事になりました。
しかし機械も大分傷んでいるのが現状です。今まで以上に
機械を大事に使いながら残りわずかな青焼き業務をして行
きます。
また、今まで使用してきた大型複写機6050機を4月から新
たに6055機に入れ替えしました。これから先、青焼きが全
て終わった後は間違えなく普通紙が主力になります。いず
れにしてもこれからはあらゆる物がデータ化になり、それ
に対応すべく当社でもデータ入力・出力に対しての設備を
整えていますので、どんな事でもご相談して下さい。

青焼き業務が後１年！！青焼き業務が後１年！！

写真上　青焼き機
　　下　今後活躍が期待される大型複写機6055
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いまさら、PDF？と思われる方も多いと思いますが、
1993年にAdobe社より発表されてから次々と進化をと
げ、現在ではパソコンを使う私達にとって必要不可欠な
ものとなっています。

PDFファイルとは
PDFファイルは、電子化された文書です。インターネッ
トなどでよくPDFファイルが利用されています。例えば
インターネットで公開されている機器のカタログ・取扱
説明書、申請書、スキャンした際のファイルなどで よ
くPDFファイルの形式が使われています。誤操作などで
編集されにくい、見栄えがきれいで見やすいといった特
徴があるため、WordやExcelなどのファイルをPDFフ
ァイルに変換してメール送信することもあります。PDF
ファイルを閲覧するにはソフトを、Adobe Readerとい
います。PDFファイルを閲覧するソフトでは最も有名な
ものです。

PDFの特長
・PDFファイルはフォントを埋め込むため、そのフォン
トが入っていないパソコンでも作成した時と同じよう
に表示させることができます。印刷も可能。

・文字だけでなく、画像なども含めることができ、ファ
イルが自動的に圧縮されるためデータサイズも小さく
なるというメリットがあります。

・すばやく目的のページにアクセスできたり、セキュリ
ティー対策としてパスワードの設定、印刷の許可・不
許可、テキストのコピー防止などの機能も付いていま
す。

PDFファイルの作成
代表的なソフト（有料）には、アドビシステムズ社の
「Adobe Acrobat」があります。
このソフトでは、ほかのアプリケーションで作成した文
書をPDFに変換したり、変換後の文書に電子マーカーで
書き込みも可能となり、PDFの作成・編集ができます。
マイクロソフト社のOfficeをもっていれば、Word、Excel 、
PowerPointで文書を作成した場合、そのままPDF形式
に変換して保存することもできます。

PDFのセキュリティー設定
PDFのセキュリティー設定では、PDFを特定の受け手に
しか見せないようにする閲覧制限や、意図しない変更・
利用をされないよう、PDF内の情報の取り出しや編集の
禁止などが設定可能です。
セキュリティーの制限解除の方法はパスワードが一般的
ですが、電子証明書を使うなど高度な方法も利用できま
す。
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今回は宮城県からど～んと離れた東京都日本橋
にある洋食屋「たいめいけん」を紹介したいと
思います。テレビやネットなどでおなじみの
「たんぽぽオムライス1,950円」見てのとお
り、ふんわりまろやか！ボルシチ50円（こちら
はメインを注文した人のみ）想像どおりのおい
しさでした。
お店は東京駅八重洲北口から徒歩15分くらいな
ので東京へお出かけの時、是非よってみてはい
かがですか？開店前からちょっとした行列には
なりますがほどほどの待ち時間で「たんぽぽオ
ムライス」が食べられますよ！

オープン前から気になっていた多賀城市図書館。
やっと足を運ぶことができたので図書館内の施設についてまと
めてみました！
１階のスターバックスは休日だったこともあり、借りた本や、
同じフロアで購入した本などを読みながらコーヒーをゆったり
飲んでいる人たちでいっぱいでした。
本屋の中に雑貨もあり、それがまた素敵なものばかりで見てい
るだけで時間があっという間に過ぎていきます。ファミマも入
っているので何かと便利なところもいいですね。
２階はTSUTAYAのレンタルもあり、これもまたスタバと同じ
くみなさん待ちにまっていたのではないでしょうか。うれしい
かぎりです！
そして、行ってきました！３階のレストラン「PUBLIC 
HOUSE」。店内は広く、窓際の席などはゆったりな丸ソファ
ーでくつろぎ感たっぷり。ピザやパスタ、サラダ、どれも美味
しく外れがありませんでした！サラダはボリュームたっぷり、  
home made レモネードはおしゃれな瓶型のコップで見てい
るだけで楽しくなります。次回は果物たっぷりのホットケーキ
がとても気になるので、挑戦してみたい私です(笑)
みなさんもぜひ一度、足を運んでみてはいかがでしょうか？
とても美味しかったですよー!!
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？ 館内は撮影禁止（後日知りました）とのことで
スケッチ風アレンジで！
食べ物は載っけてもいいよね！
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熊本地震　お見舞い申しあげます。
このたびの平成28年熊本地震により、
被害を受けられました皆様に、心より
お見舞い申し上げると共に、被災され
た皆様の、一刻も早い復旧・復興を
祈念いたします。

私達も応援しています。
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編集後記

印刷屋さんの仲間 第4弾!!印刷屋さんの仲間 第4弾!! Part.6Part.6今回は「私の旅の思い出」です
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静岡での思い出
旅行は好きなので、あちこ
ち出かけることが多いので
すが、中でも一番インパク
トが強かった、静岡県沼津
のことをご紹介します。行
先は沼津港深海水族館。今
まで映像や図鑑でしか見たことのなかった深海の生きも
のたちの生態展示が行われているというので、静岡に住
んでいる友人をさそって、見に行きました。短い足にド
ーム状の体に小さな耳、難しいことを考えているような
目をしたメンダコや、普通の水族館にいる者より２倍は
大きいタカアシガニ、真っ白で巨大なダイオウグソクム
シ（深海のダンゴムシみたいなもの。大人の両手に乗ら
ないくらい大きい）を見て、子供に混じって一人で興奮
してしまいました（友人は退屈そうだった）。そして、
昼食はもちろん海鮮丼。塩釜と同じくらいに、静岡は魚
がおいしいところ。たくさんお刺身が乗ったどんぶりに
すっかり満足して、さてデザートに…と食べたのが本わ
さびソフトクリームです。わさびは好きなので、わさび

風味のアイスは嬉しい！と思ったので
すが、なんと静岡名産の本わさびをす
ったものがどん！と添えられていると
いうもの。バニラとマッチしてマイル
ド…というわけはなく、最後の最後ま
でつーんと辛かったのを覚えています。

私の旅の思い出は、毎年孫達と夏にみちのく杜の湖畔公
園へキャンプに出掛ける事かな？昨年は、妹夫婦も誘い
コテージも早めに予約しました。当日、雨でしたがキャ
ンプ場はコテージを予約した家族連れで賑わっていまし
た。園内には温泉の露天風呂や子供たちが遊べるふれあ
い学習資料館が有り、資料館も雨のため子供たちで溢れ
ていました。私達もキャンプ場内を散策する事も出来ず、
孫達と一緒に資料館に展示されてある災害記録（東日本
大震災の映像や写真）・昆虫標本などを見たり、顕微鏡
を準備して出掛けたので植物の観察をしたり、夜は花火
をしながら雨でも楽しい思い出になりました。
今年は雨が降らないように前もってテルテル
坊主を作ろうと思います。
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家に帰ると必ずすることがある。それは、飼
っているペット（チワワ）をぎゅっとハグす
ること。家に着いて玄関を開けると目が合っ
た瞬間にご主人様が帰ってきたぁー‼と部屋
の中を走り回りだす。ただいまぁーと私が近
づき手を伸ばすとコロンと寝てお腹を見せま
す。超かわいい(*≧з≦)一頻り撫でてあげて、
ぎゅーとハグをしている時間が私の癒しのひ
ととき。１日の疲れを忘れさせてくれるので
欠かせません！それから夕飯の支度やら家事
をしてます。
今日も帰ったら癒してもらおーっと。
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今回はルーティンと言うことで、いろいろ考
えたが願掛け的なことをしない私、小松。
で、日々の日常生活の中で間違い無くやって
いること発見しました。朝の忙しい時間の子
供たちとのバトル！毎日やっております。起
きないんです。なので、パパ直伝布団返しが炸
裂しその後ワープ！茶の間に引きずり出しま
す。今ではこれをすると一日の始まりという
感じです。
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毎日の始まりは神様と仏様へのお水やりです
が、ゲン担ぎといえばサッカーホーム戦の
時、スタジアムに向かう途中のマックでハン
バーガーとコーラを買うこと。最近は『エグ
チとコーラ』でしたがあまり効果がないので
『チーズバーガーとコーラ』に戻したら勝て
たので、やっぱりね！っていうカンジです。
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私の一日は、めざましテレビの占いをみて始
まります。良くも悪くも見ないことには始ま
らず…。見れなかった日は、見た時の最下位よ
りも悪い気がしてなりません(笑)
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自分はこれと言って何もこだわりは有りませ
んがこの印刷屋さんで「初日の出」の写真を
2009年から今年の2016年まで8年間場所を
変えて(七ヶ浜・塩釜・利府・松島等)撮ってきま
した。最初は寒い中なかなか足が向かなかっ
たけど今となっては“一年の始まりは「初日の
出」撮影”となっています。寒い中で「初日の
出」が登るまでの時間又登り始めの時間が本
当に清々しい気持ちになります。
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ルーティン
「決まった手順」「お決まりの所作」
「日課」などの意味の英語。

たとえば「ルーティンワーク」は、業務
上、毎回決まって行う作業を指す。コン
ピュータプログラムでは特定の処理を実
行するための一連の命令群をルーチンと
呼ぶ。野球では先発の打順を「先発ルー
ティン」などと言う。

最近では、スポーツの試合のここぞとい
う場面で、集中力を高めたりゲンを担い
だりする意味合いで行われる選手独自の
儀式的な所作を、ルーティンを呼ぶこと
も多い。

私のルーティンは？


