
スタッフのつぶやき3番バッターは、パートのおばちゃん２号（新城）です。
製作（主に製本）を担当しています。古川コピーセンターで働いて10年弱。
体の変化（老眼、膝痛）もなんのその。日々進化しながら“敏速ていねいに”を
モットーにまだまだ伸びしろがあると信じて仕事をしています。
外出もままならない今、ふと気が付けば庭は荒れ放題 (-_-;)…
この機会にまずは草むしりからやってみようかな…
一日も早く新型コロナウイルスが収束しますように！　　笑門来福 担当：新城

担当：村田
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W-smileでは地域のスポーツや芸術活動を応援しています。
取り上げてほしいスポーツチーム募集中！お気軽にご連絡ください！

みんな真剣に監督の指示を聞いています。

選手たちのやる気が写真を通して伝わってきます！

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。
W-smileだよりでは会津のスポーツチームを紹介していきます。

今回紹介するスポーツ少年団は「西若松ユニオン」です。

西若松ユニオンは小学生女子バレーボールのスポーツ少年団
で、普段は月・水・金の夜に小金井小学校や鶴城小学校などの
体育館で練習をしています。平成27年 2月から活動をしており、
現在の団員は 15 名で小学 1 年生～ 6 年生まで在籍していて会津
若松市内のいろいろな小学校の子どもたちが参加しています。
レシーブやサーブの練習がメインです。みんな元気よく、和気
あいあいとした雰囲気で楽しみながら練習をしていて、例年は
公式戦や交流大会また練習試合などへ参加しています。
これからも「明るく！楽しく！元気よく！」を心掛けて活動して
いきますので応援よろしくお願いします！
現在西若松ユニオンでは小学生女子の新規団員を募集しており
ます！バレーボール経験者はもちろん、未経験者も大歓迎で
す！お気軽にご連絡ください！
詳しくはホームページをご覧ください。

スタッフのつぶやき

W-smile
webサイト

會津風雅堂
期 日 ： 令和3年3月28日（日）　開場 13:00　開演 14:00　終演予定 15:30

500円（学生・大人一律、全席自由）
オーケストラアカデミー会響

場 所 ：
入場料 ：
主 催 ：
会場での感染予防対策を十分徹底しておりますが、お客様におかれましても感染予防策への
ご協力をお願いいたします。

オーケストラアカデミー会響は全会津地域を中心に管弦打楽器より構成される器楽合奏団体です。音楽を愛
し演奏スキルの向上を目指す団員を募り、プロ・アマチュア音楽家・指導者の指導の下、オーケストラを中心と
した演奏体験・演奏指導・様々な音楽体験を通して音楽を作り上げていく喜びを共感し合うことを目的にして
活動しています。
現在は管打楽器を中心に活動している団員・特別参加者が市内中高生を中心に13人います。
また弦楽器初心者クラスもあり、中学生から社会人までが参加しています。弊社の小板橋もビオラで演奏の腕
を磨いています。
練習は団員一人一人が主体となり、年齢や学年の枠を超えた家族の和のような雰囲気で活動しています。
団員も募集しています。最低限の楽器演奏スキルが必要となりますが、先ずは音楽・演奏が好きであること。弦
楽器初心者クラスでは入団時に弦楽器に全く触った事のない方もいます。また、集団での練習や演奏になります
ので、仲間とのコミュニケーションが出来る方の参加をお待ちしておりま
す。
そして3月 28日（日）に會津風雅堂に於いて創団10周年記念の演奏会を開催
します。オーケストラ編成による曲目を除外し、管打楽器セクションによ
る「吹奏楽公演」として実施致します。創団した東日本大震災の年から
今日に至るまでの復興の歩みを振り返る内容です。器楽音楽の魅力を感
じたい方、足を運んでみてはいかがでしょうか。

こんにちは。古川コピーセンター (以 下 F C C )です。
冬の寒さもだいぶ穏やかになって春の暖かさを感じる季節になってきました。
春といえば出会いと別れの季節でもあります。新しい場所で新しいことに挑戦したいという方も多いのではない
でしょうか。そこで今回は全会津地域を中心に活動している器楽合奏団体『オーケストラアカデミー会 響』について
ご紹介いたします。

西若松ユニオンＨＰ

オーケストラアカデミー会響 ～創団10周年記念～ 
第 8 回演奏会（吹奏楽公演）

オーケストラアカデミー会 響HP

ターミナルなら荷物を気にせず楽々ショッピング！
                                                          （ターミナル カフェ＆ショップはあなたの旅を楽々アシスト!）
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有限会社 古川コピーセンター

営業時間　月～金曜日8:30～17:30　土曜日9:00～12:00
定 休 日 日曜・祝日
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2020年4月からアドレスが変わりました!

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第８回演奏会 

Orchestra Academy Kaikyou 
公財）東邦銀行教育・文化財団助成事業 

 

◆ 會津風雅堂・・・・・・事務局販売窓口にて (Tel 0242-27-0900) 

◆ 弊団 Webサイト[お申込み〆切 3/21(日)23:59まで]、もしくは、事務局お電話でのお申込み 

10th Foundation Anniversary 
The 8th Concert 

◇ご来場をご検討いただく皆様へ 

 
② ご入館時に、受付にて検温をさせていただきます。37.5℃以上が確認された

場合はご入場いただけません。 

③ マスクの着用、手洗い、館内備付け消毒液のご利用と「咳エチケット」にご協力下さい。 

④ 咳、のどの痛み、だるさ、発熱などの体調不良を感じる場合には、ご来場を
お控え下さい。 

⑤ 会場内では、お客様同士の接近した距離での長時間の会話や、大声を出す 

行為はご遠慮下さい。 

⑥ 会場内での飲食はご遠慮下さい。 

⑦ 事前に、スマートフォンへの接触確認アプリ（COCOA）のインストールに 

ご協力下さい。 

⑧ 座席は、１席ずつ空けてご着席いただきます。 

⑨ 出演者への花束・贈答品・差し入れ・メッセージカード等のお心遣いな 

どは、一同、誠に心苦しく存じますが、感染症対策のガイドラインに準拠

させていただきたく、ご遠慮させていただけましたなら幸いです。 

 

■主催 オーケストラアカデミー会響 

■後援 会津若松市教育委員会 ・ 福島民報社 ・ 福島民友新聞社 ・ 朝日新聞福島総局 ・ 読売新聞東京本社福島支局  

福島テレビ ・ エフエム会津 ・ オーケストラアカデミー会響後援会 

A.リード作曲/ 

～創団１０周年記念～ 

３｜２８ 

入場料 ５００円（全席指定）  

２０２１ 

オーケストラアカデミー会響 

日 

 

都合により、未就学児のご入場はご遠慮下さい。 

◆◆◆ 新型コロナウィルス感染拡大防止に配慮して、公演時間９０分程度の短縮型公演となります。◆◆◆ 

当日券もございますが、出来るだけ事前のご購入をお薦め致します。 



ハガキサイズに変更になりました

余白が小さくなり
書けるスペースが広がりました

住み慣れた会津を離れる人やこれから会津で仕事を始め
る人など出会いが多い季節。
バスで会津を発つ人や会津に来る人も多いのではないで
しょうか？今回は若松駅前バスターミナル内にあるター
ミナル カフェ＆ショップについてご紹介いたします。
ターミナル カフェ＆ショップ では、会津の有名なお土産や
工芸品、全国的にも有名な会津の地酒も多数取り扱って
おり、また、カフェスペースでは、注文を受けてから淹
れる本格コーヒーやソフトクリーム、「バス弁」があり、
乗車までの間、くつろぎのひとときを過ごすことができ
ます。

會津の素敵なお店を紹介
No.3 Print ing Company T ips

役立つ豆知識を紹介

取材：瀬田・村田

第　 回3
ターミナルなら荷物を気にせず楽々ショッピング！

                                                          （ターミナル カフェ＆ショップはあなたの旅を楽々アシスト!）

会津の郷土料理を手軽に食べてほしいという想いから、
会津の銘店輪箱飯（わっぱめし）で有名な『割烹 田季野』
のお弁当（バス弁）を販売しています。会津輪箱飯弁当を
はじめ、会津ソースカツ弁当、田季野おまかせ弁当など
リーズナブルな価格で老舗の味を楽しむことができま
す。観光で来られた方は旅のお供に、地元の方はご家庭
で味わえます。
また、地元で人気のある『パンフィールシュン』のパンを曜
日限定（日・火・水・木）で販売しています。
定番のパンから季節の食材を使用した絶品パンまで種類
も豊富です。ぜひ、味わってみてはいかがでしょうか？

会津の銘店の『バス弁』や人気パン屋のパンも気軽に購入できます

他にも、素材にこだわった身体に優しいお菓子や、とて
も美味しいのに地元の人にもあまり知られていない素敵
な商品も取り揃えています。
お店の外には『赤べこガチャガチャ』や『赤べこおみくじ』
なども設置されて、旅行で訪れた方はもちろん、地元の
方にも新しい発見がたくさんあります。
お土産を探したり、カフェでくつろいだり、荷物を気に
せず気軽にショッピングができます。
ターミナル カフェ＆ショップぜひ足を運んでみてくださ
い！

会津のお土産や工芸品、銘店のお弁当まで地元の人も楽しめるお店

若松駅前バスターミナル

会津の銘店『割烹 田季野』のお弁当 『パンフィールシュン』のパンも販売

ターミナルカフェ＆ショップ

紙面に入りきらなかった
記事をHPにて公開中！

Wordを開いたら①【ページレイアウト】から➁【サイズ】③【ハガキ】
を設定しましょう。今回は横向きに使用するのでハガキの向きを横
向きにします。

1STEP 2STEP

3STEP 4STEP

カードのサイズを設定しよう
今のままだと余白の位置が大きすぎるので、余白の位置を小さくし
ます。④【ページレイアウト】から⑤【余白】⑥【ユーザー設定の余白】
をクリックしたらページ設定の詳細が表示されるので、⑦【余白を上
下左右を 5 ㎜】に変更します。

余白の位置を変更しましょう

素敵な商品に出会えるかも... !? おみくじの結果は ...『吉』でした！

文字が書きやすいように罫線を引いていきます。
【挿入】から⑩【図形】⑪【直線】を選びドラックして線を引いていき
ます。

罫線を引きましょう
画像を挿入します。使用したい画像をダウンロードしておきましょ
う。⑧【挿入】から⑨【画像】で使用したい画像を選びます。
画像の大きさを調整してレイアウトしていきましょう。

画像を挿入しましょう

罫線の幅や線の太さ、線の両端を揃えると
デザインがきれいにまとまります。

あらかじめ使用したい画像を
ダウンロードしておきましょう

画像を使用する際は著作権に
注意して使用しましょう

完成！

若松駅前バスターミナル
ターミナル カフェ＆ショップ　
〒965-0024 
福島県会津若松市白虎町227番地　

T E L :  0 2 4 2 - 2 4 - 8 8 1 5

営業時間 : 6:00～18:00　
新型コロナウイルスの影響で営業時間が
変更になる場合がございます
【現在の営業時間 11:00 ～ 15:30】　

定 休 日  : 年中無休

Wordを使ってハガキサイズのメッセージカードを作ってみよう！
無料で使用できる著作権フリーの画像を使って Word で簡単にできるハガキサイズのメッセージ
カードを作ってみましょう。
お世話になった人や大切な友達にオリジナルのメッセージカードを送ってみませんか？
画像を２つ、３つ組み合わせるだけでもオリジナルのメッセージカードを作ることができます。
手作りのメッセージカードは市販のカードよりも想いが届くはず！？
ぜひ挑戦してみてください！

白木屋 
会津若松駅前店 セブンイレブン

会津白虎町店

いろはにほへと
会津若松店

岩瀬書店

会
津

若
松

駅

若松駅前バスターミナル
ターミナル カフェ＆ショップ

誕生日のお祝いを！
感謝の気持ちを！

お祝いの気持ちを！


