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この度、営業部宝来サブリーダーと印刷課佐藤サブリーダーが揃って 7 月 19 日付けでリーダーに昇格いたしました。
健康に気をつけて、ますますのご活躍を期待しています！

レイモンド学園の低学年の生徒さんたちをご 
案内しました。印刷工程や CTP などの説明は
菊地リーダーにほぼ助けてもらってしまいまし
たが自分の担当している断裁の説明はうまくで
きたと思います。
断裁機を使う時の注意点、用紙の扱いが重くて
大変なことを説明した時に納得してくれた顔を
見てすごく嬉しく思いました。次回また機会が
あれば今度は自分一人で全部門の説明ができる
位の気持ちで臨んでいきたいです。（豊田）

営業部リーダーを拝命いたしま
した。まだまだ未熟ものではご
ざいますが一歩一歩力強く前進
していきたいと思います。現在、
営業部も少数ながらも全員が力
を合わせて毎日毎日頑張ってお
ります。今後も営業部全員がそ
れぞれの力を発揮できる明るい
職場づくりをしてしっかりと成
果を出していきます。

印刷課リーダーになり、身が引き締ま
る想いです。リーダーとして、一生懸
命悔いの無い様に頑張っていきます。
印刷課としては、これから機械のメ
ンテナンスを中心に行い、安心して
良い物が印刷でき、皆が生き生きと
仕事が出来る環境づくりをし、そし
てチャレンジ精神を忘れずに頑張っ
ていきます。皆様、ご協力お願い致
します。

今期から、より活発になった工場見学。大学生や小学生、様々なお客様が熱心に耳を傾けてくれる様子は私たちの 
仕事を改めて考えるとてもよい機会になっています。
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リーダー昇格おめでとうございます

活気溢れる工場見学パワー全開！

明治学院大学様の見学の様子
見学後、明治学院大学の皆様と

真剣に話を聞くレイモンド学園の生徒の皆様

宝
ほうらい

来リーダー 佐藤リーダー



8 月 26 日（日）、大川社長がヨコハマ創造都市センターにて開催
されたシンポジウム『「日本」・「西洋」イメージと発信地ヨコハマ』
第 3 セッション『古き横浜における〈ハマらしさ〉とは』でパネラー
を務めました。ディスカッションでは、元横浜開港資料館調査研究
員の斉藤多喜夫先生や小説家の山崎洋子さんから、これまで知られ
ていない横浜の史実をもとにした興味深い考察、大川社長からは横
浜の文化創造に関わる老舗としての
考え方、会場に集まった様々な年齢、
職業を持つ参加者からも活発な意見
が交わされ、未来へと引き継ぐヨコハ
マらしさを考える有意義なセッショ
ンとなりました。（前村）

毎年神奈川新聞花火大会の翌日に実施され
る清掃活動。平日の早朝にも関わらず、103
人という多くの方が参加され、当社からも社
長をはじめ 9 名の社員が参加いたしました。
回数を重ねるごとにゴミの量が減っているこ
とを実感します。この活動は続けることに意
義があるので、
もっと皆さん
で広げていき
ましょう。

（中橋）

【神奈川未来レポート】
毎週水曜日の午前 9 時～ 9 時半の tvk「イイコト！ 11510 ～ハートフル
ナビゲーション～」の中のコーナー

「松田まなぶのカナガワ未来レポート」にて大川社長が取材を受けました。
YouTube にて閲覧できますので、ぜひチェックしてみて下さい。（田中）
7/4 放映 http://www.youtube.com/watch?v=dwMCedSeK_A
7/11 放映 http://www.youtube.com/watch?v=0Dl2GPYtDz8

東日本大震災でたくさんの学校が被害を受けました。
工業高校では授業が再開できるようになっても、肝心の実習機材が流されるなど、授業を行うことができない状況に
なっています。就職を控えた 3 年生たちも含め、生徒の皆様には深刻な問題です。

今回、弊社のお客様の横浜市民プラザ様が、被害 
をうけた宮城県立石巻工業高等学校の「就職斡旋 
活動」や、「実習機材の修繕費・購入費の募金活動」
を行っており、弊社でも社長の尽力で就職斡旋
活動のご案内などを行うことができました。
また、7 月 21 日に社内で行った暑気払いの時
に「実習機材修繕・購入費の募金」を行ったと
ころ、23,000 円を集めることができました。
このお金を、横浜市民プラザ様を通して宮城県
立石巻工業高等学校の生徒たちへの支援として
寄付いたしました。
会長、社長、社員の皆様ありがとうございました。

（北島）
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2012 暑気払い 石巻工業高等学校に思いを繋ぐ

大川社長シンポジウム講演報告 横浜中法人会清掃活動

メディア掲載

TOPICS1 TOPICS2

TOPICS3

暑気払いでは花火大会も

暑気払いで使用した募金箱（中橋・伊東作）

創業当時から受け継がれる企業理念を 
説明する大川社長

清掃活動修了後、全員そろって記念撮影



プロジェクトは続く !!! 注目のプロジェクト活動進捗報告

本社オープントイレ事情

「食育＆復興支援フェスティバル横浜」出展

「空中の森マルシェ」出展

編集後記
今号では、デザインレ
イアウトなど含めて編
集に携わることができ
ました。いかがでした
でしょうか。　 （赤城）

困っている人にトイレをお貸しするオープントイレプロジェクト。本社でもこれまでに 2 件
対応させていただきました。
1 件目は、両手に買い物袋をいっぱいに持たれたご婦人の方で、「すみませんが、表のサイン
を見て寄らせていただきました。トイレを貸していただけるのですか？」とのこと。「どうぞ
ご使用ください。」とトイレまで案内しました。その後「ありがとうございました。大変助か
りました。良い取り組みをされていますね、失礼いたします。」とのお言葉をいただきました。
2 件目は、小学生 2 人組み。玄関から「すいませ～ん、トイレ貸してくださーい。」の元気な声。
用を済ませて帰る時、大きな声で「どうもありがとうございました。」と言われた時は、「また 
来いよ。」と言いそうになりました。近隣の方々とのコミュニケーションにも繋がるオープン
トイレ、とても有益な活動だと体感しました。（髙橋）

オープントイレプロジェクトにもご賛同いただいてい
る、まるう商店様は新鮮で美味しい三浦地魚や、鎌倉野
菜を扱っていらっしゃいます。直接生産者様と綿密にや
り取りすることで、食材の宝庫である神奈川の海や畑の
ライヴ感を、お料理を通じて伝えているそうです。
秋のおすすめは松輪サバ！西の関サバ、東の松輪サバと
言われる、脂の乗った美味しいサバです。まるう商店様
は松輪漁港の公認業者になっており、漁師が丁寧に釣り
上げたサバをその日に提供することができるので、お酢
で〆

シメ
ずに刺身で食べることもできます。

みなさんぜひ出かけましょう。（赤城）
URL：�http://www.uretano.co.jp/contents/about/

maruu/prejudice/

7 月 7 日（土）・8 日（日）、相鉄ジョイナスで開催されたイベント
で横浜ひとまち百景の展示をいたしました。このイベントは神奈川
県の生産者さんが野菜などを直接販売する地産地消のイベントで、
横浜ひとまち百景のオリジナルハガキや一筆箋の販売を行い、横浜
の風景を横浜の人に楽しんでいただきました。（荒井）

6 月 16 日（土）・17 日（日）、パシフィコ横浜で開催されたイベン
トで「シカプロジェクト」「生物多様性」のパネル展示をいたしま
した。「シカが増えているなんて知らなかった！」「環境問題解決に
つながるならシカ肉を食べてみたい。」などの声が聞かれました。

（斉藤）

編 集　　大川印刷　CSR推進委員会
発 行 人　　大川哲郎
発 行 元　　株式会社大川印刷　
イ　ラ　ス　ト　　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
◆横浜営業所　　〒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

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。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。

大川ニュース好評配信中 !

Facebook、ツイッターでリアルコミニュケーションを展開中!

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。

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
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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。

大川印刷は NPO法人Ｃｈｅｃｋ　とともに、誰もが安心して観光を
楽しめる 横 浜 を目指し、トイレを貸し出している店舗などを
マークで告知して、街全体のホスピタリティ向上につなげようとする、
　　　　　　　　　　　　を 進めています。

   （横浜観光プロモーションフォーラム認定事業申請中）

「 OPEN Toilet Project 」

トイレをお貸ししています
受付にてお声がけ下さい

TEL:045-812-1131( 代 ) 
介助が必要な方は恐れ入りますが下記にご連絡ください

オープン　　　　トイレ　　　　 プロジェクト

本社に貼り出されているサイン

お話を伺った店長の東出さん（右）と赤城さん 飾らない雰囲気の店内

食育プログラム

空中の森マルシェ

Followme
Followme

お客さま紹介 横浜漁酒場まるう商店 様
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