
特集 1　愛の収穫祭 〜わかめで結ぶ復興支援〜
10 月 25 日（土）に横浜ビール驛の食卓にて「愛の収穫祭―わかめで結ぶ復興支援―」を開催いたしました。
今回の企画は、（公社）シャンティ国際ボランティア会の気仙沼における活動をもっと多くの方に知ってもらい、かつ、
社会貢献に興味のある男女の出会いのあるイベントをしよう、と企画したものです。
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CSRの和へのご意見・ご感想は…
csr-wa@ohkawa-inc.co.jp まで

とつか宿お休み処様 ラムーナシニアクラブ様 工場見学会 新輪転・スリッター機 稼働開始
7 月 17 日（木）、戸塚の旧東海道まち案内をされている「と
つか宿お休み処」の皆さまと、近隣マンション自治会か
ら「ラムーナシニアクラブ」の皆さま、総勢 18 名様で
工場見学を開催いたしました。「この会社はどのような仕
事をしているのだろう？」と興味があったそうです。見
学後の交流会では印刷の質問や感想の他、地元の歴史を
教えていただけたり、地域の皆様と交流を図ることがで
きました。今後も工場見学を続けていきます。（梶原）

2014 年 6 月に、新しい輪転機とスリッター機が導入されま
した。
両機とも株式会社太陽機械製作所様の機械です。世界に1
台しかない大川印刷特別仕様の機械になります。事前に山形
工場でテスト稼働している機械を見て、感動しました。その後、
当社に導入され、大川社長のスタートボタンで機械の本格稼
働が始まりました。印刷スピードも上がり急な仕事にも対応
することでお客様に喜ばれるモノづくりの実現を目指します。 

（佐藤リーダー）

アメリカからインターンシップ生の受け入れ
夏の１ヵ月間、アメリカ人の高校生インターンシップ
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zczepanski さんの受け入れをしました。外国の
方が飲食店をより楽しめるおもてなしを考えようという
課題でベジタリアンやハラル（イスラム法上で許された
項目）で食事制限されている方も安心して食事を楽しめ
る“P

ポ イ ン ト
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heet”を開発しました。こちらも今
後の展開をお楽しみに！

（荒井）
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お礼状をいただきました 最後は恒例の集合写真

熱心に聴き入っておられる様子

従業員全員で記念写真

Nikki Szczepanski さん
先代のインターン生 中内さん（右）と一緒に愛の収穫祭に参加

Point & Talk Sheet

この印刷物は CSR に取り組む印刷会社が、FSC® 森林認証紙にノン VOC インキ（石油 
系溶剤 0%）など印刷資材と製造工程が環境に配慮されているグリーンプリンティング
認定工場でグリーン電力 34kwh を使用し印刷しています。また、メディアのユニバー
サルデザインを推進するNPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会が「より多く
の方が使いやすく見やすいメディア」であると認めた印刷物です。
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当日は気仙沼事務所スタッフの畠山様による講演、 
子ども達の支援活動の一環で集めたシーグラスを
使ったオーナメント作り、そして横浜ビールと美味
しい地野菜を沢山使ったお料理で席替えしながら 
フリートークを楽しんでもらいました。
畠山様は気仙沼在住で、「地域に育てられた実感があ
るから、私も地域に貢献したい」という言葉がとて
も心に残りました。参加者の方にも、楽しかった！
またやってほしい！という嬉しい感想を頂きました。

（中野）
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My allergy/restriction is not here.

私のアレルギー / 規制 は、ここにありません。

Meu alérgico / regulamento não está aqui mesmo.

我的过敏
/限制不在

这里。

나의 알레르기 / 규제는 , 여기에 없습니다 .

Welcome to our restrant

ピンク色のいつにも増して可愛らしい第 24号は
愛の収穫祭の記事がトップでした。私も参加しま
したが、シャンティ国際ボランティア会の方を中
心に皆さん話が盛り上がり良い時間を過ごすこと
ができました。24号、25号の編集長としてより
大川印刷の魅力が伝わる紙面を目指して頑張りま
すので、よろしくお願いします。（小林）

編集後記

司会を担当
しました

完成したオーナメント

（公社）シャンティ国際ボランティア会の皆さま

（左から清野様、東様、畠山様）

シーグラスを使ったオーナメント作り



はじめまして、明治学院大学国際学部 4 年の小林愛
あ か ね

鐘と申します。
これまで国際協力に興味がありフィリピン セブ島のスラムで教育
支援、ヨルダンでシリア難民の調査をしていました。この経験を
通して外部の人が入っていくよりも、地域に根付いた形でお金を
まわして活動する方が理想的であると感じ、大川印刷で勉強させ
ていただくことにしました。いつかこの仕組みを今まで関わった
国々に輸出したいというのが夢です。9 月末にインターンを始め
てから、初めてのことばかりで刺激を受ける毎日です。半年間ど
うぞよろしくお願いします。

おくすり手帳普及プロジェクト
クラウドファンディングに挑戦 !

今後の展開

大川印刷 第 14 代目インターン生 自己紹介

初のクラウドファンディングでみごと目標額を達成！

こんなに集まりました 着なくなった洋服でも社会貢献します

サン薬局 奈良様 東京大学 五十嵐様

使いやすくいつも持っていただけるおくすり手帳の開発をするために、地域 
ケアプラザの高齢者の方々や医療関係者を含め計 151 名の方々へ、おくすり
手帳について「感じること・求めること」をヒアリングさせていただきました。
新しいおくすり手帳開発にあたって頭を抱える日や悩む日もありましたが、

「おくすり手帳の大切さを伝えること」、「生活の安心・安全をサポートした
い！」という想いを強く持ちながら、ヒアリングをして改善、そしてまたヒ
アリングという繰り返しの中で、一つ一つ進展していったおくすり手帳はた
くさんの想いがつまっています。

クラウドファンディングとはインターネット上で不特定多数の人
から資金を調達できる新しい仕組みで、クリエイターやアーティ
ストだけでなく、企業、NPO、行政でも利用が広がっています。
単純寄付ではなく購入型という概念でプロジェクト起案者は必ず
支援者へのお返しを用意しているのが特徴です。また、募集期間
内に目標金額に少しでも達さない場合、支援金を受け取ることは
できません。今回「F

フ ァ ー ボ
AAVO 横浜」のクラウドファンディングを

利用し、皆さまのご協力のおかげで無事、目標金額を達成するこ
とができました。皆さまから頂いた支援金はおくすり手帳の製作
費、広報、イベントの運営費などに使わせていただきます。本当
に沢山のご支援、ありがとうございました。（荒井）

おくすり手帳開発時からお世話になってきた株式会社サン薬局の
在宅薬物治療支援薬剤師 奈良 健

たけし
様、活動に共感いただきお問い

合わせをくださった東京大学大学院薬学系 研究科 医学政策学の
特任助教 五十嵐 中

あたる
様と共におくすり手帳普及に向けてトライア

ルを始めることになりました。また在住外国人の方々にも使って
いただけるように、多言語化の可能性も検討していきます。少し
でも多くの人に携帯していただけるようにまだまだ挑戦は続きま
す。今後の展開から目を離さないでください！（小林）

本で寄付するプロジェクト
（公社）シャンティ国際ボランティア会様でのリサイク
ルブックエイドの名称が変わりました。弊社では引き
続き活動に参加しております。今回もあたたかい気持
ちと共に皆さまからお寄せいただいた沢山の本やＣＤ
を、発送用の箱に数
えながら詰め替える
作業を行いました。
子どもたちが安心し
て学べるよう、今後
もプロジェクトへの
支援をお願いいたし
ます。（矢作）

もったいないを活かそう！
10 月 7 日、昨年度から続けている特定非営利活動法人
WE21 ジャパン様の洋服や雑貨のリサイクル＆リユー
ス活動の協力で、みなさんから集めたものを WE ショッ
プ戸塚様へ寄付しました。私たちが使わないものを寄
付することにより、その収益はフィリピンや東日本大
震災復興の支援活動
にあてられます。
なお、着なくなった洋
服や雑貨の回収は引
き続き行ないますの
で、ご協力よろしくお
願いします。（木村）

皆さまの声やお力をお借りし、今までにないような工夫を加え “新しいおくすり
手帳” として形にすることができました。
そして多くの方々に支えていただけたことに感謝しております。
これからもこのおくすり手帳が一人でも多くの方の安心・安全をサポートでき
ますよう頑張っていきますので温かいご支援、よろしくお願い致します。（中内）

多くの方々におくすり手帳の大切さを伝え、生活の安心・安全をサポートしたい！という想
いからスタートしたおくすり手帳普及プロジェクト。
現状として、おくすり手帳の大切さがあまり理解されていないとうことや、持ち歩かれてい
ないということを知ったのがプロジェクトを始めたきっかけです。

おくす
り手帳

を

引き継
ぎます

「個人情報」と

「おくすり情報シール用」

を分けました。

カバー内側には診察券

や保険証など、裏表紙

側には高齢者受給証な

ども入れられてとても

便利です。
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大川印刷Twitter：http://twitter.com/OhkawaPrinting
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CSRの和へのご意見・ご感想は…
csr-wa@ohkawa-inc.co.jp まで

とつか宿お休み処様 ラムーナシニアクラブ様 工場見学会 新輪転・スリッター機 稼働開始
7 月 17 日（木）、戸塚の旧東海道まち案内をされている「と
つか宿お休み処」の皆さまと、近隣マンション自治会か
ら「ラムーナシニアクラブ」の皆さま、総勢 18 名様で
工場見学を開催いたしました。「この会社はどのような仕
事をしているのだろう？」と興味があったそうです。見
学後の交流会では印刷の質問や感想の他、地元の歴史を
教えていただけたり、地域の皆様と交流を図ることがで
きました。今後も工場見学を続けていきます。（梶原）

2014 年 6 月に、新しい輪転機とスリッター機が導入されま
した。
両機とも株式会社太陽機械製作所様の機械です。世界に1
台しかない大川印刷特別仕様の機械になります。事前に山形
工場でテスト稼働している機械を見て、感動しました。その後、
当社に導入され、大川社長のスタートボタンで機械の本格稼
働が始まりました。印刷スピードも上がり急な仕事にも対応
することでお客様に喜ばれるモノづくりの実現を目指します。 

（佐藤リーダー）

アメリカからインターンシップ生の受け入れ
夏の１ヵ月間、アメリカ人の高校生インターンシップ
N
ニ ッ キ

ikki S
シ ャ パ イ ン ス キ ー

zczepanski さんの受け入れをしました。外国の
方が飲食店をより楽しめるおもてなしを考えようという
課題でベジタリアンやハラル（イスラム法上で許された
項目）で食事制限されている方も安心して食事を楽しめ
る“P

ポ イ ン ト

oint &
アンド

 T
ト ー ク

alk S
シ ー ト

heet”を開発しました。こちらも今
後の展開をお楽しみに！

（荒井）

Followme
Followme

お礼状をいただきました 最後は恒例の集合写真

熱心に聴き入っておられる様子

従業員全員で記念写真

Nikki Szczepanski さん
先代のインターン生 中内さん（右）と一緒に愛の収穫祭に参加

Point & Talk Sheet

この印刷物は CSR に取り組む印刷会社が、FSC® 森林認証紙にノン VOC インキ（石油 
系溶剤 0%）など印刷資材と製造工程が環境に配慮されているグリーンプリンティング
認定工場でグリーン電力 34kwh を使用し印刷しています。また、メディアのユニバー
サルデザインを推進するNPO法人メディア・ユニバーサル・デザイン協会が「より多く
の方が使いやすく見やすいメディア」であると認めた印刷物です。

P-00027
P-B10164

P10248
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当日は気仙沼事務所スタッフの畠山様による講演、 
子ども達の支援活動の一環で集めたシーグラスを
使ったオーナメント作り、そして横浜ビールと美味
しい地野菜を沢山使ったお料理で席替えしながら 
フリートークを楽しんでもらいました。
畠山様は気仙沼在住で、「地域に育てられた実感があ
るから、私も地域に貢献したい」という言葉がとて
も心に残りました。参加者の方にも、楽しかった！
またやってほしい！という嬉しい感想を頂きました。

（中野）

Allergy/Restriction アレルギー / 制限

Alergia / restrição 

过敏 /限制

알레르기 / 제한 

Point & talk sheet

Milk　牛乳

Leite

牛奶

우유 

Soy　大豆

Feijão-soja

大豆

대두

Peanuts　ピーナツ

 Maní

花生

피넛 

Tree nuts  木の実

Árvore Noz

果实

열매

Wheat　小麦

Trigo

小麦

밀

Egg　たまご

Ovo

鸡蛋

란

Vegan

Vegetarian

Root vegetarian

Gluten Free　グルテンフリー

Nenhum glúten

无面筋

무그르텐

Halal　ハラル（イスラムの戒律）

Note for vegetarians:

Please select if you do not

 want fish eggs milk

Diet　ダイエット

Dieta

减肥

다이어트

Corn　とうもろこし

Milho

玉米

옥수수

Alcohol　アルコール

Álcool

酒精

알코올

Shrimp　えび

Carabineiros

虾

새우

Crab　かに

Caranguejo

蟹

해

Shellfish　貝

Molusco

贝

조

Sesame seeds　ごま

Gergelim

芝麻

참깨 

Soba　そば

Lado

旁邊

옆

Citrus fruits　柑橘類

Frutas cítricas

柑橘類

감귤류

Apples　りんご

Maçã

苹果

사과

Beef　牛

 Boi

牛

쇠고기

Pork　豚

Porco

猪

돼지고기

Chiken　鶏肉

Galinha

鸡

닭고기

Lamb　羊

Carneiro

羊

양고기

Fish　魚

Peixe

鱼

어

My allergy/restriction is not here.

私のアレルギー / 規制 は、ここにありません。

Meu alérgico / regulamento não está aqui mesmo.

我的过敏
/限制不在

这里。

나의 알레르기 / 규제는 , 여기에 없습니다 .

Welcome to our restrant

ピンク色のいつにも増して可愛らしい第 24号は
愛の収穫祭の記事がトップでした。私も参加しま
したが、シャンティ国際ボランティア会の方を中
心に皆さん話が盛り上がり良い時間を過ごすこと
ができました。24号、25号の編集長としてより
大川印刷の魅力が伝わる紙面を目指して頑張りま
すので、よろしくお願いします。（小林）

編集後記

司会を担当
しました

完成したオーナメント

（公社）シャンティ国際ボランティア会の皆さま

（左から清野様、東様、畠山様）

シーグラスを使ったオーナメント作り


