うさ先生と咲ちゃんの
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印刷あ〜だこ〜だ

印刷用PDFの作成方法ぢゃ！
①印刷→プリンターを設定

②プロパティを設定

『プリンター』で、
『Adobe PDF』を選択したのち、
右にある『プロパティ（P）』の
ボタンを押す。

『Adobe PDF設定』のタブで、
『高品質印刷』または
『PDF/X-1a：2001（日本）』を
選択する。

うさ先生：この連載も、今日が最後じゃな…。
咲ちゃん：そうですね…（しんみり）。
みなさま、今まで本当にお世話になりました！
うさ先生：咲ちゃんも新入社員から一年たったんじゃのぅ。
入社当時と比較すると流石に落ち着いてきた
わぃ！
咲ちゃん：本当ですか！？わーい＼(*＾▽＾*)／

ささっ…
うさ先生

と、褒められたところ申し訳ないですが、
最後の最後で…うぅっ（；_；）！
うさ先生、これ見てください！
PDF入稿なのに文字化け、書体化けって、

立つ鳥跡を濁さず…。
ありえます！？
今日は咲ちゃんと打ち上げじゃ！
またどこかで、
うさ先生：まぁこれはお客様に、
会えるといいね！

再入稿をお願いすればいいじゃろう。

咲ちゃん：ところがですね、
お客様もPDF入稿？なにそれ？？状態で、
かろうじて作ってもらったものがこちらなのです…orz。
うさ先生：うぅむ…なるほど…直接ご訪問して、作業方法を教えるのが一番親切な
んじゃが、そんなことも言ってられないからのぅ、
電話でどう説明するかが鍵じゃな！
咲ちゃん：先月『PDFなんかポピュラーだからみんな知ってますよ！』なんて
大口叩いてごめんなさい…（t_t）
わたし、お客様にどう説明したらいいか、全然わかりません！
うさ先生：印刷に適したPDFを作っていただくには、
次頁のような手順が必要なんじゃ！

大抵は『プロパティ→PDF設定』がきちんとされていない
場合が多いんじゃぞぃ。
咲ちゃん：これをうまく電話で説明できるのか…頑張れ自分！
うさ先生：お客様にウインドウを開いてもらって、自分のデスクトップ
で一緒に作業しながら説明すれば大丈夫じゃ。
咲ちゃん、落ち着くんじゃ！

ぺこり

今の咲ちゃんならできるぞぃ！
咲ちゃん：うぅ…先生に導かれてここまできました（涙）。
有難うございます！早速お電話して、再手配します！
うさ先生：うむ。May the Force be with you！
咲ちゃん

咲ちゃん：め、めい、ざ…？？？
うさ先生：ごめん（てれ！）、ちょっとオビワン気分
だった…世代ギャップ！ハズカチー！！

長い間、ご愛読ありがとう
ございました！
円頓寺でひとり飲みしてるから、
見かけたら声かけてね！

【安田印刷で印刷できるもの】
名刺／チラシ／ポスター／冊子／カタログ／リーフレット／
POP UP／のぼり／懸垂幕／横断幕／パッケージ etc.
他にも色々できるんじゃ、一度うさ先生に相談してほしいのぅ…
（さ、咲ちゃんはまだダメだぞぃ！）

ぼそっ…

facebookはじめました。

特 にタメ にもならないお話

「

エイサァァ〜イ！ハラマスコ〜イ！！」って流行りますかね、エイサイ
ハラマスコイ踊り。とかいっ
ちゃってぇ（わら！）始まりま
す、お馴染み、になったかどう
か結局最後までわからなかった
石井の駄文。「あーそーゆーこ
とね完全に理解した」←全然わ
かっていない（ここまでが定型）
回と今回の冒頭のネタで
ピンときた諸氏諸兄が大多数
（そうか？）と思われます
が、今ワタクシと担当Ｈ女史と
の間では「ポプテピピック」と
いう、先日放送終了しました「ク
ソアニメ」または「クソ漫画」
で盛り上がっております。ちな
みに「クソアニメ」「クソ漫画」
と周囲で呼称されているのでは
なく、原作者や出版元そしてア
ニメの制作会社が、そう自称し
ているものであります。
人的には「ポプテピピッ
ク」は漫画の時点ではあまり
ピンとは来ていませんで
した。なにせ単行本２冊で終
了している四コマ漫画でした
ので。そんなこの漫画がアニ
メ化されるということになっ
た の で、「 ま あ １ 話 ぐ ら い は
見ておくか」ぐらいの軽い気
持ちで視聴を始めました。１
話の視聴を終えた時「やられ
た ー っ！」 と い う 気 持 ち に 全
身が襲われました。既にあち
こちで語られていますし、未
見の方にも是非視聴していた
だきたいので詳しくここには
記しませんが、とにかくもう
凄まじい「クソアニメ」であ
りました。もうあまりのクソっ
ぷりでつい、この駄文で第８
話のセリフを引用（ヘルシェイ
ク矢野）してしまったくらい
です。そして担当Ｈ女史がこの
引用部分（ヘルシェイク矢野）
に興味を示したのをいいこと
に、 こ の「 ク ソ ア ニ メ 」 の 布
教を行い、結果、見事にハマっ
てしまったという次第で御座
います。いっぱいちゅき♡
聴してみたくなった未見
の方に一応、ご注意申し上げま
す。視聴方法は現在、ニ
コ動か DVD になりますが、決
して「宇宙戦艦ヤマト」「ガン
ダム」「エヴァンゲリオン」「魔
法少女まどかマギカ」と同じベ
クトルの衝撃を期待してはいけ
ません。そんな期待は粉微塵に
打ち砕かれるのは必至です。な
ぜなら、散々書いておりますが
「クソアニメ」ですので。「クソ
アニメ」というのを頭の中に叩
き込んでからの視聴をオススメ
いたします。ポプペロ♡ピピペ
ロ♡
こいら辺で今回の駄文は
以上とさせていただきますが、
なんと今回で最終回な
のですよ（打ち切りじゃない
お！）。Ｈ女史に某赤い人のよ
う に「 ま だ だ！ ま だ 終 わ ら ん
よ！！」と言ってみたのですが、
あっさりと却下されました。グ
ギギ悔しいのぉ。でも「死に別
れ以外は別れではない」という
言葉もあります。またどこかで
ひっそりと駄文を始めたいと
いう気持ちもあります。いずれその機会が訪れるまでしばしのお暇をいた
だきたく思います。ではでは。こんな駄文を楽しみに読んでいただいた奇
特な方、本当にどうも有難う御座いました。
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石井パイセンの
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人生日々王手
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タンくん

ハンくん

パンチの効いた髪型が特徴。
みんなのお兄さん役！
今じゃ通訳もできちゃうよ。

都会派シティボーイ
（？）
。
天然疑惑は、
疑惑から
とうとう事実に…。

1.下ごしらえ！

干し椎茸２〜３枚は同量の水で戻しておく。厚揚
げ１パック分は大きい場合は半分に切り、真ん
中を袋状になるよう切り込みを入れる。

2. トマトスープを作る！

椎茸戻し汁とトマト缶１缶、にんにくみじん切り１
かけ分、
レモン汁大さじ３、
ナンプラー大さじ１を
鍋に入れ、火にかける。

簡単ベトナムクッキング
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こちらも最終回。いままでありがとうございました。
今までのレシピを組み合わせると、コース料理ができる…はず！
彼に、彼女に、ご家族に、お一人さまもぜひおためしください。（背景はパクチー）

Dau sOt cà chua

ダウ・ソッ・カー・チュア

大衆食堂の定番メニュー《肉詰め厚揚げのトマト煮 》

3. 挽肉を詰める！

戻し椎茸と人参1/3本をみじん切りにし、挽肉
100g、黒胡椒少々、生姜少々、
ナンプラー大さじ
１と合わせてこね、厚揚げに詰める。

タンくん
ハンくんの

4. 煮！

肉詰めした厚揚げを２のトマトソースに投入、肉
に火が通るまで煮ます。
お皿に盛り、あればミン
トやパクチーを飾る。

ネイティブに聞け！

トマト
（cà chua）のchuaは
「酸っぱい」
という意味。
ベトナムのトマト
はすごく酸っぱいそう。日本の甘いトマトでは、
この揚げ豆腐のトマト
煮の味は出せないため、
レモン汁で補ってみました。
ベトナム語では、酸っぱい食べ物には
「chua」がついているので、味
の想像が容易。
例えば、
ヨーグルトはsua chua、
ベトナムソーセージ（ネ
ムチュア）はnem chua。
なんと、
ベトナムソーセージは発酵食品で、
とっ
ても酸っぱいそう。酸っぱいタンパク質、
しかも肉類って、日本人には
ネムチュア。
バナナの葉に包まれている。
ちょっと想像がつかないしちょっと怖いけど、一度食べてみたい！
参照：https://cookpad.com/recipe/346839
https://macaro-ni.jp/47861
https://nanapi.com/ja/54486
https://ameblo.jp/kozlife/entry-12084498474.html
https://nsno.exblog.jp/21715932/

ビザ〜ルで
ござ〜る
11

ご愛読いただき有難うございまし
た。この紙面も今回で 最 終回。広報
誌メンバーが一年で交代となりますの
で、
この紙面も次回からがらりと変わり
ます。次回からはなんと、石井パイセン
が編集長に！全国の女子高生、期待し
ててね（笑）
！弊社営業を通じて、様々
なお声を聞かせていただき、大変感謝
ど根性双葉
（古い？）
しております。面白いと言ってくださっ
たそこのあなた（ビシッ）
！嬉しかったし、
とっても励みになりまし
た。一方通行って疲弊するから…。
さて最終回は、昨年見つけた排水
溝の小さな双葉、のお話。
2017年６月14日、
いつものようにお
茶を入れに５階のキッチンへいくと、
排水溝から小さな芽が。あらかわい
い、
と同僚N嬢を呼びに行き、二人で
ひとしきりわぁきゃあ。さて、
どこかに
埋めてあげようかね…と思ったらN嬢
こんなに大きく育ちました…泣ける！
が『これ飼いたい』、
と一言。
そうか！社内に足りないのはペットだったのか！よしゃよしゃ！と、
コンビニサラダのケースを利用して、近所の公園から土を失敬、
こ
の正体不明な双葉ちゃんを『飼い』始めました。
「ゴマかな？」
「オ
クラかな？」、謎な双葉に毎日お水を遣り続け。双葉はすくすく育
ち。昨年のお盆休みには水をやる人がおらず、
一度枯れました
が、
しつこく水をやり続けたら見事復活
（涙）
！今年のお盆はベトナム女子’sに
水やりをお願いし、
とうとう花が咲きま
した！あー感無量！匂いを嗅ぐと、
「あ、
トマト！」…。葉の形状、
花の形状では
わからなかった都会っ子二人。
今では
立派なプチトマトが真っ赤に実ってい
ます。木上で熟したそれは、
今まで食
べたどのトマトより甘いものでした。
これがプチトマトの花…
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facebook
はじめました。

最終回の使用紙は、
《ミューズカイゼル》です。最後だから変わった紙を
使ってみたかった。おしゃれだけど、読みづらかったらごめんなさい！

