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印刷屋さんの仲間 第6弾!!印刷屋さんの仲間 第6弾!! 今回は「猫派・犬派？」です

4 KOHYOHSHA CO., LTD.

ま

こ

た

あみ

vol.40、年4回発行で10年間、節目で
もありますので、今号で社内情報委員
会から卒業させていただきます。
永い間ありがとうございました。
「印刷屋さん」はまだまだ続きますの
で、次号からは若い方達で、新しい
「印刷屋さん」を楽しく、創っていっ
てください。記事集めなど大変でした
が、動画創りなど大変楽しかったこと
ばかり思い出されます。
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祝第40号の発行、振り返るとなんと10年を
数えました。第1回目の打ち合わせが我娘の
誕生した日(12月4日)だと記憶しています。
早いものであれから10年様々な記事や写真
等を考えてここまでやって来ました(子育て
も？娘は今年10歳・小学校4年生になりまし
た)これもスタッフの支えがあって今日まで
頑張って第40号を迎える事が出来ました。
これからもスタッフと力を合わせ、知恵を出
し合いながら様々な情報を皆様に伝えて行き
ます。
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気づけば今回で第40号…印刷屋さんを発
行してきて10年かぁ～
スゴイ！まさかここまで続くとは誰が
思っていたか(笑)
思い返せば10年間、色々ありました。出
掛けて取材をしたり、いろんなものを
作ってみたり、スタッフの面子も変わり
ました。もう私は十分役目を果たしまし
た(自分で言っちゃった)次は若者に託し
ます。お願いね！
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入社して間もなく、このSJIへ。右も左も
わからぬまま、まわりのみなさんに教え
られなんとか記事作りに慣れてきた今日
このごろ。まとめてくれていた水越主任
が10年間の大役を終えメンバーから抜け
ることになり不安しかない私です(泣)

入社して間もなく、このSJIへ。右も左も
わからぬまま、まわりのみなさんに教え
られなんとか記事作りに慣れてきた今日
このごろ。まとめてくれていた水越主任
が10年間の大役を終えメンバーから抜け
ることになり不安しかない私です(泣)

まだ入ったばかりなのでわかりませ
んが、自分にできる事は、できるだ
けがんばりたいと思います。

まだ入ったばかりなのでわかりませ
んが、自分にできる事は、できるだ
けがんばりたいと思います。

祝40回!! 10年間という長い年月を掛けて
ここまでたどり着きました。こんな日を迎
えられて感無量です。最高の１日です。
と5年目のわたしが申しております！これ
からもがんばります!!
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なんと、6年ぶりの社内親睦旅行
新幹線で行く
　　日帰り旅行 in 函館！！
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9月10日㈯、親睦会で北海道(函館)日帰りの旅行へ震災後、
久しぶりに行って来ました。
早朝から新幹線にて北海道へ、お昼前には函館に着き朝市の
海鮮丼を食べ、 続いて函館山に登りました。天気も良く函館
市内を一望できる展望台からみる風景は、感動的なものでした。
移動距離が長かったけれど、久しぶりの旅行で本当に楽しく、
また食事も美味しく頂いた旅行でした。

（関連記事は3ページにもあります）
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猫派 犬派どちらでもない

わがままなところ
がかわいい
　　　　　・道子

手の仕草がかわいいから・幸子

どちらかと言えば犬です。
　　　　　　　・セツ子

どちらでもないです。　・栄子

どちらでもない。　　　・長守

どちらも好きです！飼ったこと
がないので、お友だちのおうち
のワンちゃん、ネコちゃんと会
えるのがたのしみです！・麻美

犬も猫も赤ちゃんの時はとって
もかわいいと思うのに大きくな
ると苦手です。　　　・千佳子

犬派！　・保美

人間の言葉がある程度解っているので、呼ぶとそばに
よって来て、時にはカワイイと思う。　　　　・典子

子どもの頃、秋田犬を飼っていたので愛着を感じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・和明

前世が犬っぽいから・新

犬を飼っているから・敦

人になつくので
　　　犬派です。
　　　　・雅之

昔、犬に追いかけられ嫌な思い
をした事があり、その時から苦
手になった　　　　　　・正人

どちらとも言えないが、孫が猫
を2匹飼っているので猫派かな？
　　　　　　　　　　　・衣子

もともと動物は苦手。現在 2匹の
わんこを飼っているので、飼えば
どちらでもＯＫなんじゃないかと…
今はぷーとぽこに夢中！・郁子

もともと犬派のはずが、

トラジローとキティちゃ
ん

のおかげで一気に猫派に
…

　　　　　　　　・麻貴
子

猫も好きだけど、我が家の
わんこ（チワワ）が一番
かわいい♡　　　　・綾

印刷屋さん40号（創刊より10年）を振り返って！印刷屋さん40号（創刊より10年）を振り返って！

犬も猫も両方ダメ。
生き物は人間が好き　　・嘉仁
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今回は、9月に行った社内旅行で立ち寄ったお店の紹介をし
ます。
函館山からロープウェイで降り、赤レンガ倉庫へ向かう途
中、元町界隈をぶらり、ぶらり…
なんか、大正ロマン漂ういい雰囲気のお店があるじゃないで
すか！囲炉裏のある古民家をカフェにしたようです。
抹茶、珈琲、ケーキ、パフェとメニューも豊富です。
いただいたバナナパフェはおいしさはもちろんのこと、ボリ
ューム満点でした。ちなみに一緒に行った製造のおじさんは
ここでもビール（サッポロクラッシク）でした（笑）。
　　　　　　また、行きたいなぁ～

豆知識
パート19

い ん

や
さ つ

茶房　菊泉　　函館市末広町

活版印刷

北海道新幹線が今年の3月に開業して、仙台→函館間を最速(はやぶ
さ)2時間半で行く事ができるようになったのは皆さんもご存じだと
思います。報道や雑誌などでたくさんの特集が組まれるほどの人気観
光スポットですね。新鮮な海鮮料理や女子にはうれしい美味しいス
イーツそしてドラマのワンシーンを思わせるような美しい景観。とて
も1日では回りきれない函館に行ってきました。
AM6：40に仙台を出発、前日まで函館に着いたら何処へ行こうかと
個々に検索していたようで車中は早朝にもかかわらず皆さんテン
ションが上がっていました。新函館北斗に着き「はこだてライナー」に
乗換え函館市内に向かいます。AM11：00函館駅に到着、朝も早かっ
たのでまずは昼食をいただきに函館朝市へ。約300軒のお店がひしめ
き合う生鮮市場。さすが港町！活気あふれるところは塩釜と一緒(笑)。
数多くの有名人も食べた海鮮丼を[海老・ほたて・サーモン・いくら・マ
グロ・かに]の中から3品を選びいただきました。イカ刺しも付いてと
ても美味しかったです。お腹を満たした工陽社御一行は次なる目的地
までバスに乗り、ロープウェイに乗り登ります。そう世界三大夜景の
ひとつ函館山です。夜景は見られませんでしたが、標高334ｍから見
渡す函館の景色は天候にも恵まれ函館港の湾曲がとてもキレイで展
望台からの眺めは最高でした。（プチ情報：夜景の中に浮かぶ「ハート」
の文字を見つけ出すと幸せになれるとか…）ここから先は自由行動、
各自調べてきた観光地めぐりをしてきました。お買い物をする人、
すっかり歩き疲れてお茶をする人、さまざまに時間を過ごし、
PM4:00金森赤レンガ倉庫に集合して函館駅へ向かいます。駅構内で
はラーメンを食べ、またお土産を買い帰路へと
つきました。行楽の秋、食欲の秋、思い返せばど
れだけ食べたのだろう？もちろん帰りの新幹
線では駅弁がでました。おいしいものって幸せ
～けど来週は健康診断が…結果が怖いよー!!!!
でも充実したすてきな一日でした。

新幹線で行く日帰り旅行 in 函館新幹線で行く日帰り旅行 in 函館 いくいくの
気になる
お店紹介
　コーナ

いくいくの
気になる
お店紹介
　コーナー

函館は塩ラーメンが有名
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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。

毎年、面倒だなぁと感じる宛名書き…

見 

本
見 

本
ぜひ、工陽社へおまかせください！

宛名書き

　活版印刷は、昔からある印刷方法で「活字」という言葉
を聞いたことはないでしょうか。よく若者の活字離れなど
というように、文字媒介を活字と表現する場合もあります
が、もともと「活字」は、文字を指す言葉ではなく活版印
刷に用いるもとになる、文字の彫られた印刷の材料の事で
す。
　活字は、素材はもちろん異なり金属で作られるのですが、
ハンコのような仕組みで、凸状に刻まれた柱状の文字に、
インキを付けて紙に押し付けて文字を印刷するという、シ
ンプルな仕組みです。仕組みが単純な分、活字を使って印
刷物を作る作業はアナログ的なものになります。活字は基
本的に、ひとつに一文字しか刻まれていません。文章を作
る場合は、大量にある文字の中から使う文字を探し出し、
それを文章の通りに並べなおすという作業が必要になりま
す。アルファベットであれば簡単なのですが、日本語とな
ると活字を探し出すだけでも大変なのです。しかも、活字
は文字のサイズごとに別のものが必要となります。例えば
文庫本一冊分の文章を、活字を使って印刷するとなると、
膨大な作業量が発生するということになります。
　現在はパソコンを使って、誰でも簡単に文字の入力がで
きますが、この活字を使う活版印刷は、「文字を探す」と
いう作業が必要な、職人的なものになるのです。また、活
字はアナログ的な手法で印刷しますから、使っているうち
に欠けたりかすれたりとだんだん劣化してきます。使えな
くなった活字は新しく作りなおさなければいけません。パ
ソコンを使って、プリンターから印刷するという手軽さを
見慣れている現代人から見れば、気の遠くなるような手間

隙がかかる印刷方法ということになるでしょう。
　ですが、最近はそのアナログさが逆に好まれ、あえて活
字を利用するケースもあります。一時は活字そのものの需
要の低下で、活字印刷そのものが廃れていましたが、その
味のある表現力は決してなくなりはしません。活字を作る
メーカーもほとんどなくなりましたが、今はコンピュータ
ーを使って、「活字」の代わりとなる凸版を作る事も可能
です。もちろん大量の文字を組むのはとても大変は作業に
なりますから、現在は名刺やカード類など、少量の文字を
使うものが主流になっています。（インターネットより）

　以上が「活版印刷」のおおまかな内容です。
　現在、弊社にも活版機がありますが、文字の組版印刷に
は使用しておらず、伝票などのナンバリング、ミシン入れ
のみの活用になっております。機械も昭和前半のもので、
フルに動かせないのが現状です。

活版機による
ナンバリング入れ

この11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。

今年も年賀状準備の時節となりました。
当社では来月の年賀はがき発売にむけて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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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！

いよいよ11月１日より
　　　年賀状が発売になります
いよいよ11月１日より
　　　年賀状が発売になります

工陽社
オリジナルデザイン

です！
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ハンコのような仕組みで、凸状に刻まれた柱状の文字に、
インキを付けて紙に押し付けて文字を印刷するという、シ
ンプルな仕組みです。仕組みが単純な分、活字を使って印
刷物を作る作業はアナログ的なものになります。活字は基
本的に、ひとつに一文字しか刻まれていません。文章を作
る場合は、大量にある文字の中から使う文字を探し出し、
それを文章の通りに並べなおすという作業が必要になりま
す。アルファベットであれば簡単なのですが、日本語とな
ると活字を探し出すだけでも大変なのです。しかも、活字
は文字のサイズごとに別のものが必要となります。例えば
文庫本一冊分の文章を、活字を使って印刷するとなると、
膨大な作業量が発生するということになります。
　現在はパソコンを使って、誰でも簡単に文字の入力がで
きますが、この活字を使う活版印刷は、「文字を探す」と
いう作業が必要な、職人的なものになるのです。また、活
字はアナログ的な手法で印刷しますから、使っているうち
に欠けたりかすれたりとだんだん劣化してきます。使えな
くなった活字は新しく作りなおさなければいけません。パ
ソコンを使って、プリンターから印刷するという手軽さを
見慣れている現代人から見れば、気の遠くなるような手間

隙がかかる印刷方法ということになるでしょう。
　ですが、最近はそのアナログさが逆に好まれ、あえて活
字を利用するケースもあります。一時は活字そのものの需
要の低下で、活字印刷そのものが廃れていましたが、その
味のある表現力は決してなくなりはしません。活字を作る
メーカーもほとんどなくなりましたが、今はコンピュータ
ーを使って、「活字」の代わりとなる凸版を作る事も可能
です。もちろん大量の文字を組むのはとても大変は作業に
なりますから、現在は名刺やカード類など、少量の文字を
使うものが主流になっています。（インターネットより）

　以上が「活版印刷」のおおまかな内容です。
　現在、弊社にも活版機がありますが、文字の組版印刷に
は使用しておらず、伝票などのナンバリング、ミシン入れ
のみの活用になっております。機械も昭和前半のもので、
フルに動かせないのが現状です。

活版機による
ナンバリング入れ

この11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。

今年も年賀状準備の時節となりました。
当社では来月の年賀はがき発売にむけて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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いよいよ11月１日より
　　　年賀状が発売になります
いよいよ11月１日より
　　　年賀状が発売になります

工陽社
オリジナルデザイン

です！



Vol.40
2016.10.20

発行／㈱工陽社　塩釜市尾島町8－5
TEL022-365-1151  FAX364-9965
URL:http://www.kohyohsha.com/

編集後記

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6弾!!印刷屋さんの仲間 第6弾!! 今回は「猫派・犬派？」です

4 KOHYOHSHA CO., LTD.

ま

こ

た

あみ

vol.40、年4回発行で10年間、節目で
もありますので、今号で社内情報委員
会から卒業させていただきます。
永い間ありがとうございました。
「印刷屋さん」はまだまだ続きますの
で、次号からは若い方達で、新しい
「印刷屋さん」を楽しく、創っていっ
てください。記事集めなど大変でした
が、動画創りなど大変楽しかったこと
ばかり思い出されます。
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祝第40号の発行、振り返るとなんと10年を
数えました。第1回目の打ち合わせが我娘の
誕生した日(12月4日)だと記憶しています。
早いものであれから10年様々な記事や写真
等を考えてここまでやって来ました(子育て
も？娘は今年10歳・小学校4年生になりまし
た)これもスタッフの支えがあって今日まで
頑張って第40号を迎える事が出来ました。
これからもスタッフと力を合わせ、知恵を出
し合いながら様々な情報を皆様に伝えて行き
ます。
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気づけば今回で第40号…印刷屋さんを発
行してきて10年かぁ～
スゴイ！まさかここまで続くとは誰が
思っていたか(笑)
思い返せば10年間、色々ありました。出
掛けて取材をしたり、いろんなものを
作ってみたり、スタッフの面子も変わり
ました。もう私は十分役目を果たしまし
た(自分で言っちゃった)次は若者に託し
ます。お願いね！
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入社して間もなく、このSJIへ。右も左も
わからぬまま、まわりのみなさんに教え
られなんとか記事作りに慣れてきた今日
このごろ。まとめてくれていた水越主任
が10年間の大役を終えメンバーから抜け
ることになり不安しかない私です(泣)
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まだ入ったばかりなのでわかりませ
んが、自分にできる事は、できるだ
けがんばりたいと思います。
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けがんばりたいと思います。

祝40回!! 10年間という長い年月を掛けて
ここまでたどり着きました。こんな日を迎
えられて感無量です。最高の１日です。
と5年目のわたしが申しております！これ
からもがんばります!!
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ここまでたどり着きました。こんな日を迎
えられて感無量です。最高の１日です。
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なんと、6年ぶりの社内親睦旅行
新幹線で行く
　　日帰り旅行 in 函館！！

なんと、6年ぶりの社内親睦旅行
新幹線で行く
　　日帰り旅行 in 函館！！

ま

9月10日㈯、親睦会で北海道(函館)日帰りの旅行へ震災後、
久しぶりに行って来ました。
早朝から新幹線にて北海道へ、お昼前には函館に着き朝市の
海鮮丼を食べ、 続いて函館山に登りました。天気も良く函館
市内を一望できる展望台からみる風景は、感動的なものでした。
移動距離が長かったけれど、久しぶりの旅行で本当に楽しく、
また食事も美味しく頂いた旅行でした。

（関連記事は3ページにもあります）

近年は空前のペットブーム！
今年は猫派が犬派を抜いて
猫ちゃんブーム！

工陽社の皆さんにも聞いちゃいました。
あなたは「猫派」「犬派」
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猫派 犬派どちらでもない

わがままなところ
がかわいい
　　　　　・道子

手の仕草がかわいいから・幸子

どちらかと言えば犬です。
　　　　　　　・セツ子

どちらでもないです。　・栄子

どちらでもない。　　　・長守

どちらも好きです！飼ったこと
がないので、お友だちのおうち
のワンちゃん、ネコちゃんと会
えるのがたのしみです！・麻美

犬も猫も赤ちゃんの時はとって
もかわいいと思うのに大きくな
ると苦手です。　　　・千佳子

犬派！　・保美

人間の言葉がある程度解っているので、呼ぶとそばに
よって来て、時にはカワイイと思う。　　　　・典子

子どもの頃、秋田犬を飼っていたので愛着を感じます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・和明

前世が犬っぽいから・新

犬を飼っているから・敦

人になつくので
　　　犬派です。
　　　　・雅之

昔、犬に追いかけられ嫌な思い
をした事があり、その時から苦
手になった　　　　　　・正人

どちらとも言えないが、孫が猫
を2匹飼っているので猫派かな？
　　　　　　　　　　　・衣子

もともと動物は苦手。現在 2匹の
わんこを飼っているので、飼えば
どちらでもＯＫなんじゃないかと…
今はぷーとぽこに夢中！・郁子

もともと犬派のはずが、

トラジローとキティちゃ
ん

のおかげで一気に猫派に
…

　　　　　　　　・麻貴
子

猫も好きだけど、我が家の
わんこ（チワワ）が一番
かわいい♡　　　　・綾

印刷屋さん40号（創刊より10年）を振り返って！印刷屋さん40号（創刊より10年）を振り返って！

犬も猫も両方ダメ。
生き物は人間が好き　　・嘉仁


