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いつもお世話になっております。
今回の『ぼくらのサービスマン』
は、お花見シーズンということで、
好きな桜スポットは何処ですか？
と質問してみました。

花より団子の私共ですが、ぜひ
ご参考ください。

桜スポット編 ☆

ぼくらのサービスマン 長野市、戸隠、信州新町

地区担当

長野支店 小林 修

長野市南部、千曲市

地区担当

長野支店 小出隆太

戸倉、坂城、上田市

地区担当

上田支店 伊藤竜也

私は、ベタなところで城山公園です。

基本的には、春は花粉症なので
あまり花見にはいかない
んですが今年は、薬で花
粉症を抑えてるので花見
に行きたいと思います。

長野市内地区担当

長野支店 高橋英男

飯山、中野、須坂、
信濃町地区担当

長野支店 原田 優

桜と言えば・・・やはり
善光寺裏側の城山公園ですかね。
最近は会社の花見しか行けてませんが
花見小屋から見るのではなく、桜の
木の下で直花見で一杯
やりたいですね。
あと隣の家の一本の桜
の木です。家に居なが
らにして満喫できます!!

私は須坂市出身なのでよく毎年春は臥
竜公園にいきます。
夜には池に映った夜桜がとてもきれい
でおすすめです！
池に浮かぶ弁天島は
若者のファーストキ
スの名所になってる
らしいですよ！

自分は上越の高田公園です。
というか、最近はここにしか行ってい
ないとういのもありますが・・・
夜桜もライトアップされて綺麗です
よ！！去年は「天
地人」の影響もあ
ってすごく混んで
ましたが、今年は
大丈夫でしょう。

私の住んでいるところの近くに「大石
桜」と呼ばれる見事な山桜があるんだ
か、あったんだかって話があるみたい
です。（豊野のりんごの湯から北側に
見える山の中）ここに越してから花
見って行ってないなぁ
…近くにいろいろあり
そうだから探してみよ
うかな？って思ってお
ります。



松本、安曇地区担当

松本支店 村上和幸

松本、塩尻地区担当

松本支店 饗場新治

佐久、軽井沢地区担当

上田支店 土屋 賢

上小地区担当

上田支店 伊藤康浩

木曽 (松本、塩尻)地区担当

松本支店 森山喜重
松本、大北地区担当

松本支店 田中信吾

松本に転勤してから、花見にでかけて
いませんが、塩尻で弊社でお取引して
頂いている信濃毎日新聞塩尻製作セン
ター様と松本歯科大学様の桜は、すばら
しいと思います。
塩尻製作所センター
様の桜は、国道から
見れますので、目の
保養になります。

やっぱり、高遠城址公園じゃないか
と・・。
東信地区では、小諸懐古園の桜もなか
なかですよ。
公園内に動物園もあるので、是非家族
ずれでいか
れてはどう
ですか？

東信上田地区としては、やはり上田
城の千本桜ですかね。夜のライトアッ
プが非常に綺麗で一見の価値ありです
よ。あとは、アパート近くにある、サ
クラ並木も綺麗です。
子供との散歩コース
にもなっています。
マイナー情報ですみ
ません。

私は、弘法山古墳の桜ですかね。
地元の方ならどなたでも知っているん
じゃないでしょうか?
お手ごろで花見を楽しむならいいかも
しれません。
仕事中の息抜きに少し
見にいくというのもあ
りかもしれませんね。

自分ですと松本城の桜ですかね。
夜になるとライトアップされ、雅楽の
演奏とともに桜を愛でる夜桜会が開か
れます。
「桜+お城=最強」
日本人で良かった
と思わせる風景で
す。

桜と言えば、私も高遠がすばらしい
と思います。
伊那に住んでいた頃、春日公園や伊那
公園の花見もしましたが高遠城址公園
はスケールが違います。特に夜、池の
水面に映えるサクラは
一見の価値ありです。
今年ももちろん見に
行きまーす！



上伊那、下伊那地区担当

南信支店 望月一宏

上伊那、諏訪地区担当

南信支店 宮入輝晃

高遠城址公園の桜は、ホントに素晴
らしいですね。ゴザを敷き、ほろ酔い
気分で寝転がり、見上げると一面がピ
ンクのコヒンガン桜が見事に咲き誇っ
ていました。お花見
シーズンは、大変混
雑・渋滞しますが、
今年も行きたい桜ス
ポットです！

おいしいランチのご紹介

Tanakaサービスマン びっくり！ダムカレー！！

お食事処 ： 三 洛
住所：長野県大町市仁科町3103-4
電話：0261-23-0585 
営業時間：11:15～14:30/17:30～19:00 
価格：840円
定休日：土曜日

仕事で北安曇担当していますので、大町で昼食にと寄った定食屋です。
なにやら、旅行者らしき人が出てきたカレーを写真とってるのを見てびっくり！！
黒部ダムを形どったカレーがっ∑(￣□￣;)ﾅﾝﾄ!!
自分も頼んでみましたが、ご飯がダムみたく固められカレーが塞き止められて、カツ
２つに目玉焼き１つ。
ボリューム満点でオススメです。
大町地区で三洛さん以外にも色々な店でオリジナルのダムカレーがあるみたいでまだ
２店舗しか食べてませんが、大町に寄ったら食べてみて下さい。

おいしいよ！
ダムカレー

桜といえば大町西小学校の校庭にあ
る桜を思い出します。満開時は非常に
綺麗で見応えがありますが、紅葉が終
わった後の校庭掃除での枯葉集めが非
常に大変で辛かったことを憶えていま
す。今でも桜の本数は
変わっていないと思い
ますので近くに行った
際に、覗いてみては如
何でしょうか。



なんでも通信

MurakamiサービスマンのPC周辺機器情報

ロジクール

トラックマンホイール

TM-250

希望小売価格：¥4,980-

こんな方へお勧めします！

★デスクが小さく、マウスを動かすスペースがない方

★図面作成等、パソコンで細かい作業をする方

★手首の疲れやすい方

★正確で確実なカーソル移動をお望みの方

製品レビュー

ぴったりと合わせたい位置にカーソルが行きますし、腕が疲れません。始めのうち
は慣れが必要ですが、使い慣れると他のマウスは使う気がしなくなります。私自身、
イラストレーターを扱うことがありますが、そんな場面でも正確なカーソル操作が可
能ですので、CAD図面等でも大いに性能を発揮してくれると思います。

欠点らしい欠点とすれば、値段が高いところでしょうか。



本誌『ITOHサービスマンたより』も、8ページあるA4の文書で製本機能を利
用し、キヤノン・カラー複合機でプリントアウトしています。
ページの割付を自動で行い、プリントアウト後に二つ折りし、ホチキス留め
すれば冊子の出来上がりです！
もちろん、コピーの応用モードでもご使用いただけます。
ぜひ、ご活用ください！

OA機器の便利機能

製本モード 編

①製本機能を持つ、プリンタを選
択し『プロパティ』をクリック

②『ページ設定』タブで、出力サ
イズ『A3』を選択

③『仕上げ』タブで、印刷方法
『製本印刷』を選択

④『製本詳細』で、『左開き』や
『とじしろ』を設定

⑤『OK』×数回クリックして、
印刷開始です

☆ 機種によって異なりますので、
ご不明な点など、ご連絡ください。



製品情報

キャンペーン期間 2010年 3/5～6/30

高速・きれい・簡単 大判コピーシステム



キヤノンマーケティングジャパン認定
AAA サービス店

京セラミタジャパン認定
サービス店

エプソン販売認定
サービス店

本 社 〒381-0024 長野市南長池498-1 TEL 026（221）4101 FAX 026（221）5313
長 野 支 店 〒381-0024 長野市南長池498-1 TEL 026（221）4300 FAX 026（221）4610
上 田 支 店 〒386-0016 上田市国分1-1-9 TEL 0268（24）4300 FAX 0268（24）4136
松 本 支 店 〒399-0005 松本市野溝木工1-5-1 TEL 0263（26）5900 FAX 0263（26）5904
南 信 支 店 〒399-4511 上伊那郡南箕輪村5675-5 TEL 0265（76）2100 FAX 0265（76）2102
東京営業所 〒113-0033 文京区本郷3-29-11ｾｲﾙ本郷3F TEL 03（5805）2791 FAX 03（5805）2793

URL  http://www.itoh.co.jp/


