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イラスト展 開催 !

横浜中央郵便局前＆賛同３店舗にて

初のイラスト展開催！

インターン生のコラボ企画

この度、横浜マーチング委員会は

インターン生のコラボ企画とし

横浜では初となるイラスト展を横浜

て、横浜ビール様でインターンをし

中央郵便局様をはじめとし、取り組

ている桜美林大学２年生の佐々木菜

みに賛同頂いた３店舗で開催致しま

摘さんと協働で
「驛の食卓」様にてイ

した。賛同店舗は２月８日に戸部に

ラスト展を開催しました。

オープンした居酒屋「横濱うたげや

展示会は地元食材の生産者の方々

ど根性ホルモン」様、アートとジャ

を紹介し、イラストを通じて食と風

ズと BAR の街・吉田町のダイニン

景から「横浜を知る場」として企画。

グ バ ー「WADACHI」 様、 横 浜 で

展示はレストランの 1F で毎週火・

地ビールを作っている株式会社横浜

金曜日に行われている地場野菜や地

ビール様が運営するレストラン「驛

元食材を販売してるマルシェ「驛の

の食卓」様、の計３店舗です。郵便

テラス」と合せて開催しさらに横浜

局様での展示は多くの方が足を止め

を知る事ができる場としました。訪

てくださり、絵葉書や一筆箋を購入

れた方にはメッセージカードを書い

してくださいました。またグッスだ

て頂き、
「横浜がもっと好きになっ

けでなく展示をご覧になった方の多

た」
、
「やっぱり横浜が一番」という

開催までには壁も多く有りました

くが取り組みに対して共感してくだ

嬉しいお声を頂き、計 57 枚のカー

が、多数の方のご協力を頂き無事に

さり、ご自身が住んでいる地域のイ

ドが集まりました。株式会社横浜

開催することができました。ご尽力

ラストも描いてほしいという声や、

ビールの太田久士社長からは「よく

くださった方々、展示会にお越しく

昔の横浜を思い出されて熱心に語る

頑張りました！多くの方々に『地元』

ださいました方々には心から御礼申

方がいらっしゃいました。

が伝わりましたね。ありがとう」と

し上げます。（矢萩）

「横濱うたげや ど根性ホルモン」
「驛の食卓」
開催：2月8日
（水）
～29日
（水）
場所：横浜市西区戸部町 7-224
T E L：045-320-3077
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おすすめの風景や応援など
たくさんのメッセージカードが集まりました。

のコメントも頂きました。

「WADACHI」

開催：2月14日（火）、17日（金）、
開催：2月15日（水）～29日（水）
21日（火）、24日（金）、28日（火） 場所：横浜市中区吉田町 4-6
場所：横浜市中区住吉町 6-68-1
吉田町第一共同ビル 1F
T E L：045-641-9901
T E L：045-263-3320

「横浜中央郵便局

切手館前」

開催：2月20日（月）～2月24日（金）
場所：横浜市西区高島 2-14-2
T E L：045-461-1431
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インターンシップ終了報告
2011 年８月頭から 2012 年２月末までの

また、なによりもイラスト展に来場してく

半年間、インターンシップ生として大川印刷

ださったお客様がイラストを通じて、地域の

で勉強させて頂きました。インターンシップ

思い出話や、まち自慢を自然とされている光

には「人と人とをつないで新しいものを生み

景を見ることができたことや、口々に「いい

出したい」という思いの元に参加し、
「どんな

取り組みですね」や「横浜っていいですね」

業種にも関わる事ができる印刷」
と
「地域貢献

というお声を頂けたことが私自身にとって大

企業」
として大川印刷を選ばせて頂きました。

きな励みとなりました。

「横浜ひとまち百景」を担当し百景を地域

４月からは東京都内の信用金庫で働きます。

に広め、イラストを通じた「まちおこし」を

全く違う業種ではありますが、インターンシッ

行っていくことを目標とし活動してきまし

プを通じて学んだことと諦めない気持ちを胸

た。途中苦心しながらも最終的には横浜中央

に今後とも精進していきたいと思います。

郵便局様の他３店舗でイラスト展を開催する
ことができました。開催に到るまで、会場
探しから、企画、展示会の準備などで悩んだ

イラスト展
開催

この場を借りてご指導して下さった皆様に
御礼申し上げます。
ありがとうございました。（矢萩）

り、泣いたりすることもありましたが、社員

準備

の方々、地域の方々に支えられ無事に開催す
ることができたと思います。

展示会場決定

人との出会い
研修

8月

いっぱい悩む

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

大川印刷ホームページリニューアル

弊

社のホームページが

リニューアルにあたって

リニューアルしました。

留意した点

CSR の和や、編集途中の 130

①横浜の老舗としてのブランド

周年記念誌を参考にしながら進

イメージや近年の活動の広が

める作業は根気のいる作業では

②Facebook ペ ー ジ と の 住 み

までの歴史と社員のみなさんの

分けを視野に入れて掲載内容

日々のがんばりを改めて実感す

を取捨選択すること

ることができました。今回のリ

③初めて訪れた方が文章を読み

ニューアルで掲載しきれなかっ

こまなくても画像を見て内容

たことがまだまだたくさんあ

http://www.ohkawa-inc.co.jp/

りを表現すること

ありましたが、大川印刷のこれ

がイメージできること

り、今後の運用を社員の皆様と

④読み上げソフトを使用して閲

ともに進めていくことを楽しみ

覧くださる全盲のお客様にも

にしています。
（前村）

内容が解かること
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横浜中華街パーキング様のパンフレット制作をさせて頂きました
この度、横浜中華街パーキング協同組合様のパンフレットを作成しました。中華街パーキング様とは横浜サンタプロ
ジェクトがご縁で出会いました。今回、このパンフレットを制作するにあたり地図や提携店舗の見やすさにこだわりま
した。またインターン生のパクさんにもご協力頂き、絵文字の使用
や色での識別に配慮し、外国人から見てもわかりやすい内容を心が
けました。印刷の際にはお客様に印刷立ち会いに来て頂き、刷り出
しが出てきたときにはものづくりの喜びを共に分かち合う事ができ
てとても嬉しかったです。今でも中華街でこのパンフレットを持っ
て歩く観光客を見ると話しかけたくなるくらい嬉しいです。みなさ
んもお休みの日にはぜひ横浜中華街に遊びに行ってこのパンフレッ
トを手に入れて楽しい一時を過ごしてください。
（荒井）

500 円でつなげよう NIPPON!
「500 円でつなげよう NIPPON!」は、仕事を 1 件受
注するごとに、500 円を復興・支援に関わる団体の活動
支援金に充てております。第 4 回は、特定非営利活動法
人フローレンス様の『ふくしまインドアパーク』を支援
します。放射能によっ
て外遊びができない
子どもたちを対象に、
ショッピングセンター
「ザ・モール郡山」内
に「ふくしまインドア
パーク」をオープン、
子どもたちに遊び場を
提供しています。
「ふくしまインドアパーク」
http://www.hatachikikin.com/indoor.html

第 5 回 は、 同 NPO
法人の『希望のゼミ』
を支援します。被災に
よって経済的に厳しい
環境下におかれた中高
生が将来の夢や進学を
諦めないよう、生徒の
自主学習の包括的なサ
ポートを継続的に実
「希望のゼミ」
施、自立的に学問に取
http://kibounozemi.jp/
り組めるよう後押ししています。
第 4・5 回では子どもたちへの 2 つの取り組みを支援
致しました。今後も皆様からの想いを伝えられるよう、
支援を続けてまいります。（倉橋）

に ら や ま

2 月 5 日（日）に、横浜印刷工業団地組合
主催“いちご狩り”が開催されました。当社
からもパートさんを中心に 22 名が参加しま
した。バス４台で韮山いちご狩りセンターへ。
途中、三津シーパラダイスでイルカのショー
の見学もありました。静岡いちご“紅ほっぺ”
はとても美味しかったですよ。
（諸星）

編集後記

韮山いちご狩り

インターン生としてＣＳＲの和の編集を
行ってきましたが、どの号も大変思い出
深いものとなりました。過去のＣＳＲの
和を見返すと会社のみならず、他のイン
ターン生の成長も読み取ることができ、
その1ページに関わるこ
とが出来たことを幸せに
思います。
インターン期間の全てが
私にとって宝物です。
本当にありがとうござい
やはぎ さかえ
矢萩 祥恵 ました。

Facebook、ツイッターでリアルコミニュケーションを展開中!

Follo
w
me

リアルタイムで大川印刷や横浜の情報が受け取れます！
大川印刷Facebookページ：http://www.facebook.com/OhkawaPrinting
大川印刷ツイッター：http://twitter.com/OhkawaPrinting 大川社長ツイッター：http://twitter.com/tetsuo_ohkawa

大川ニュース好評配信中 !

当社ではメールマガジン「大川ニュース」も配信しています。当社の活動や、社員の選んだ気
になる情報・イベント・セミナーなどのニュースをお届けしています。
大川ニュースの配信をご希望される方は「mail@ohkawa-inc.co.jp」までお願いします。

編
発
発
イ

ラ

行
行

ス

集
人
元
ト

大川印刷 CSR推進委員会
大川哲郎
株式会社大川印刷
m-pochi

◆本社・工場

〒245-0053横浜市戸塚区上矢部町2053番地
TEL : 045-812-1131
（代）FAX : 045-812-1135
〒220-0011横浜市西区高島2-14-12 ヨコハマジャスト2号館3F
TEL : 045-441-2011
（代）FAX : 045-441-2014
URL : http://www.ohkawa-inc.co.jp
◆横浜営業所

CSRの和へのご意見・ご感想は…
csr-wa@ohkawa-inc.co.jp まで
※メールアドレスを開設いたしました。

FSC® 森林認証紙にノン VOC インキ
（石油系溶剤 0%）を使用してグリーンプリンティング認定工場
で印刷しています。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」であると認めた製品です。
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