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古川コピーセンターに勤務して約38年になりました（瀬田登）です。昭和57年11月に入
社以来、主に営業を担当しております。今まで多くの方々と出会ってきました。
私の好きな言葉「一期一会」（いちごいちえ）人と人との出会いを大事にして誠実に接して
いくことをモットーにしています。お客様より「任せてよかった！」の一言を頂戴するた
め老体にムチを打って昭和の底力で一生懸命頑張っています。
出会った多くの皆様方に、ただただ「感謝!!」です。 担当：瀬田

担当：瀬田

紅葉の秋！

NEWS LETTER
古川コピーセンターがお届けする情報ニュースレター

発行元・お問い合わせ先

有限会社古川コピーセンター

TEL 0242-25-2343 FAX 0242-25-2443

URL https://f-c-c.net

〒965-0037
福島県会津若松市中央3丁目1-38

2020年 11月 1日 発行11November
Vol.02

カワチ会津若松
中央店

大町中央公園

老人ホーム気生苑

ライオンズ
マンション
会津中央

エネオス

力神堂
ひぐち眼科

会津若松消防署

中
央
通
り

今年も残り僅かになり来年に向けてそろそろ年賀状の準備をする時
期ですね。
今年は赤べこデザインのお年玉付き年賀はがきが全国で発売さ
れます。会津若松市出身の日本郵便切手デザイナー・中丸ひと
みさんが描いた「赤べこ」のイラストが2021(令和３)年用のお年
玉はがきに採用されました。
今年の干支である丑年にちなんで会津の郷土玩具でもある赤べ
こデザインの可愛らしい年賀はがきです。
こちらの寄付金付年賀はがきは１枚68円で販売され、1枚につき
5円寄付されます。寄付されたお金は社会福祉の増進や青年会
の健全育成などの事業を行う団体の活動に役立てられます。
2020年１０月 29日から全国で発売されます。
詳しくは日本郵政のHPをご覧ください

寄付金付（絵入り）年賀はがき〔全国版〕

絵入り（寄付金付）全国版　「梅と赤べこ」
68円（63円＋5円）

ルート 294 湊翔会
インスタグラム

こんにちは。古川コピーセンター (以下 F C C )です。
早いもので今年も残り２ヶ月になり日毎の寒さも身に染みる季節になりまし
た。読書の秋、食欲の秋、スポーツの秋、行楽の秋、秋といえばたくさん
楽しみのある季節ですが、何と言っても紅葉がとても綺麗です！
特に会津は綺麗な紅葉を見られる場所がたくさんありますが、その中でも
赤井の大イチョウは絶景の紅葉スポットです。今回はそんな赤井の大イ
チョウについて紹介します。
赤井の大イチョウは樹齢 650年からなるイチョウの木で会津若松市の天然
記念物に指定されています。会津若松市湊町の田園風景の中にあり、地元
では有名なスポットになっています。とても大きなイチョウの木は普段か
ら地元の人々に愛されるこの町の象徴的な存在です。紅葉の時期にはとて
もきれいな景色を見ることができ、地元の人々や観光客で賑わっています。
運がいいと木の半分だけが紅葉する風景が見られるとか…！？
また地面に落ちた葉が辺りを埋め尽くす様子はまるで絨毯のようで圧巻の
風景です！
例年の見頃は 11/10 頃から２週間ほどで 11/7. 11/8. 11/14. 11/15 の 4 日間
はライトアップイベントも行われ、昼間とはまた違った美しい紅葉を見る
ことができます。みなさんもぜひ赤井の大イチョウを楽しんでみてはいか
がでしょうか !!

だより

W-smileでは地域のスポーツや芸術活動を応援しています。
「磐梯町スポ少」がんばれ～がんばれ～♪♪

試合中ですが私と遊びました

対面を避け、熱中症予防のためにマスクを外しています。

W-smileとはFCCが運営しているオリジナルプリントショップです。
ユニフォームやオリジナルTシャツなど幅広く展開しています。

こんにちは。お客様相談係の瀬田です。
「磐梯町ソフトボールスポーツ少年団」の試合を久々に応援に
行ってきました。
今年は新型コロナウイルス感染拡大の関係で大会の自粛が相次
いでいますが、子供たちが元気にプレーできたことをうれしく
思いました。「安全・安心」を第一に考え三密を避けるため開
会式などは行わず開催しています。
また、選手・指導者・保護者・運営関係者すべての方々の体温
はもちろんですが体調具合もチェックリストに記入し提出で
す。（1 ヶ月間は関係機関で保管です。）
残念ながら試合は一回戦で負けてしまいましたが、次回に期待
できるような戦いでした。
今年の磐梯町ソフトスポ少は6年生がいない中で 9名（試合がで
きるピッタリの人数）で頑張っています‼
来年には新入団員が入ることを願いまして、できる限りの応援
をしていくつもりです。

11月
スタッフのつぶやき

W-smile
webサイト

赤井の大イチョウ　会津若松市湊町赤井字赤井（旧・赤井小学校跡地）
ライトアップイベント『大イチョウ夜会 2020』　インスタグラムでイベント情報を順次公開中
主催：ルート294 湊翔会　共催：NPO法人 みんなと湊まちづくりネットワーク　お問い合わせ：090-5181-7829 瀧田

赤井郵便局

赤井の
大イチョウ

湊町
セブン
イレブン

会津若松市方向

猪苗代方向
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ライトアップ開催日
11/7（土）. 11/8（日）
11/14（土）. 11/15（日）
ライトアップ時間
17:00~20:00

試合後の反省会の様子

選手の弟の「マー君」

DIGITALIZATION
デジタル化

4月からアドレスが変わりました!



今回ご紹介するお店は会津で本格的な珈琲を味わえる昔
ながらの喫茶店「珈琲館ひろ」です。
珈琲館ひろは昭和 48 年に開店してから今年で 47 年目に
なります。またお店を現在の場所に移動してからは今年
でちょうど 30周年を迎えます。
『珈琲館ひろ』という名前は先代オーナーの名前「ひろは
る」さんから由来しています。
ログハウスの建物はとてもおしゃれな雰囲気で店内には
絵画やコレクション品などのインテリアがところどころ
に飾られており、店内を眺めているだけでも楽しい時間
を過ごすことができます。
店内はアットホームな雰囲気があり、普段はお客さんや
常連さんで賑わっていて楽しい会話が聞こえてきます。
珈琲館ひろではブルーマウンテンやキリマンジャロなど
のストレートコーヒーからブレンドコーヒーまでたくさ
んの種類のコーヒーを味わうことができます。
男性に人気はモカで、独特の芳醇な香気と円熟した酸味

おすすめのダッチコーヒーを味わう取材担当 瀬田
芳醇な香りが特徴で、とても美味しい味わいだそうです。

を有し、滑らかなコクが特徴的です。女性に人気なのは
マンデリンで、豊かなコクのある柔らかな苦みと芳醇な
香りが特徴です。
おすすめのコーヒーについてオーナーの智美 (ともみ)さ
んにお話を伺いました。
智美さん：「おすすめはダッチコーヒー（ホット）です。
ダッチコーヒーとは水出しコーヒーと呼ばれ、冷水で一昼
夜時間をかけ点滴にてろ過したコーヒーです。当店では
ダッチコーヒーをホットでも提供していますが、ホットの
ダッチコーヒーは珍しいです。」
コーヒー 1杯に手間ひま惜しまず提供しているからこそ
世代を超えて愛される喫茶店になるのですね。

コーヒー以外にもレモンスカッシュやクリームソーダな
どの飲み物もあるので、コーヒーが苦手な方も楽しめま
す。他にもビーフカレーやナポリタンなどの軽食もある
ので、ちょっとした休憩やランチとしても楽しむことが
できます。
最後に智美さんに今後の展開についてお聞きしました。
智美さん：「珈琲館ひろは3年後に50周年を迎えます。古
き良き昭和のテイストを残しながら、変わらぬ珈琲館ひ
ろを続けていきたいと思います。これからも皆様の安ら
ぎのひとときが過ごせる場所となることができればなと
思っています。」
みなさんも珈琲館ひろで本格的な珈琲を味わってみては
いかがでしょうか。
紙面に入りきらなかった取材記事をFCCのホームページ
に掲載しています。ぜひそちらもチェックしてみてくだ
さい！

古き良き昭和の雰囲気を味わうことが出来る喫茶店

会津の素敵なお店を紹介
No.2  珈琲館ひろ

もっと読みたい
方はこちら→

第　　 回 年賀状を制作する際の著作権について考えよう
これから年末にかけ年賀状を自作する方もいると思いますが、そこで注意してもら
いたいのが、画像や写真の著作権です。自分で描いたイラストや撮影した写真なら
問題ありませんが、インターネットで拾った画像は著作権に気を付ける必要があり
ます。今回は著作権の有無について簡単に調べられる方法を紹介します。

Print ing Company T ips

役立つ豆知識を紹介

取材：瀬田・村田
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カナディアンログハウス

定休日 毎週木曜日/第3水曜日

営業時間 T E L 0 2 4 2 - 2 5 - 3 1 8 1

会津若松市蚕養町4-46

am10:00 ～ pm 5:00

(日曜日.不定休)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス（CCライセンス）とは作者が条件付きで作品の使用許可
の意思表示をするためのツールです。CCライセンスの作品は、著作権はまだ作者に帰属し
ており、使用条件には段階があるので、きちんと確認してから使用しましょう。
最近では、スタジオジブリが常識の範囲内での使用を条件にジブリ作品のイラスト提供を始
めました。CCライセンスは多くの人に作品を楽しんでもらいたい作者のためのインターネッ
ト時代の新しい著作権の形だと言えるでしょう。CCライセンスの作品を使用する際は必ず
『クリエイティブ・コモンズ・ジャパン』の HPをご覧の上、使用条件を確認してから使用し
てください。

ダッチコーヒー　550円 クリームソーダ　550円

詳細検索をクリックすると著作権フリーの画
像が表示されます4

検索したら検索バー下の➁【設定】の中の③【検
索オプション】を開きます2

③

②

Googleを開き、ページ右上にある①【画像】を
クリックして、「赤べこ」と検索しましょう1

①

3 ④【ライセンス】の⑤【すべて】【クリエイティブ・
コモンズライセンス】を選択します

⑤
④

©Copyright2017 Wdqh .commons.wikimedia

赤べこの画像を
ゲットです！

使用条件を確認してサイトから
画像をダウンロードしたら…

!
Google が自由に使用しても良いと判断した画像が表示されますが、ひとつひとつ確かめているわけではないので、画像を
使用する際はきちんと掲載サイト及び、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンHPをご確認の上、使用条件を確認してから
使用しましょう。そのまま確認せずに使用してしまうと著作権を侵害してしまう危険性があります。

クリエイティブ・コモンズ・ライセンスってなに？

年 賀 状 で 使 う 赤 べ こ の 画 像 を 探 そ う !
Googleを使って自作の年賀状で使用する赤べこの写真を探してみましょう。
今回は自由に使っていい写真やイラストかどうか簡単に調べる方法を紹介します。

クリエイティブ・コモンズ・ジャパンHP　https://creativecommons.jp/

太郎庵会津総本店

会津商工信用組合
滝沢支店

会津若松市立
第一中学校

会津若松駅 医療法人蛯谷
整形外科医院

珈琲館ひろ


