
宗像　俊樹
㈲宗像清商店
TEL 62-3453

阿部　研次
㈲阿部材木店
TEL 62-3225

荒川　隆広
㈲新興防災センター
TEL 024-943-0604

辻　裕
辻 鉄工所

TEL 62-2021

佐久間朝敏
㈲佐久間製材工場

TEL 62-3237

堂山　武謙
お食事処やま㐂
TEL 62-1317

千葉　剛
Hair Foliage

TEL 62-4001

村田　将一
㈲中屋商店

TEL 62-2822

佐藤  久嗣
アック・モールド㈲

TEL 62-7811

佐藤正太郎
佐藤板金店

TEL 73-8165

伊藤　努
伊藤理容所

TEL 62-2397

橋本　佳知
㈱三春集報社
TEL 62-3813

今泉　進一
㈲今泉建築

TEL 62-7057

黒羽　雄一
くろば青果店

TEL 62-3215

石山幸一郎
㈲寿司大音

TEL 62-2556

伊藤　敏幸
伊藤精肉店

TEL 62-6161

齊藤　英晃
㈱齊藤組

TEL 62-3825

橋本裕太郎
舞鶴板金興業

TEL

080-5564-9995

大槻　智明
三春松葉屋パン店

TEL 62-2256

本田　学
㈱キヨミズオート
TEL 62-7858

本田　康朗
本田電設㈱

TEL 62-2100

青年部員
賛助会員
随時募集中！

　毎日本当に暑いですね！工場の中も暑く、夏バテし

ちゃいそうです。そこで疲れを取る方法を色々探してい

て気になったのが、即効性があるというニンニク注射！

スポーツ選手の間で流行って注目されているそうです。

個人的に色々と調べてみました。

　そもそも疲れるのは疲労物質である乳酸が蓄積するの

が原因。ニンニク注射はこの乳酸を分解する成分を血液

中全身にダイレクトに届けられるため、口から食べるよ

りも即効性が高いとされています。また気になる匂いで

すが、匂いの原因である硫黄は注射後すぐに消えるので

心配ないようですよ。接続時間は三日前後、料金は

1,500～3,000円程度と高めの栄養ドリンク位です。今

度やってみようと思っています。

　体も車も定期的にメンテナンスすることで本来の力を

引き出せます。この夏酷使したエアコンの調子やオイル

交換など、体の調子は病院に、車の調子は車屋に！お気

軽にお問い合わせください！

青年部コラム

　金属屋根といえば日本では銅やカラー鋼板が主であ

る。西欧では亜鉛合金が多く品質も施工技術も高い。昭

和中頃に赤い屋根が多かったのは赤が色持ちし錆び難

かったからだ。逆に錆び易いのは白。自動車でも白が高

価なのは重ね塗りしなければ品質が保持できない為であ

る。カラー鋼板は鉄板にメッキ処理した板金に塗装した

もので現代では戦後当時の3倍は錆びずに長持ちする。

塗料もヒートアイランド対策で太陽光を40％以上反射

させ熱を持たせない材料へ変化している。

　工業製品の多くが米国発祥である。現在のカラー鋼板

トップは韓国の東国製鋼で工場見学したがその品質に驚

きを隠せない。しかし品質管理は日本がまだ上だ。日本

が品質トップを譲り渡す一因が白物家電離れである。現

代は世の中の移り変わりが早い。中国や朝鮮半島問題は

ついこの前の話だが今やアメリカが問題である。日々金

属をお客様に提供できるのも平和だからこそ。それが一

番大切なことだ。

壁寸　豊
壁寸建築

TEL 62-4301

宮武　功輔
㈲八文字屋

TEL 62-5757

浜田　雅博
浜田薬局

TEL 62-2202

椿　雄太
㈱互省製作所
TEL 62-1133

自己紹介：

創業昭和26年の錻力屋三代目。

板金のことなら何でもおまかせ

あれ。

㈱キヨミズオート

本田　学
佐藤板金店

佐藤　正太郎

　　　　　三春町大町２９　TEL　６２－３５２３

　　　facebook随時更新中！

発行：三春町商工会青年部
　　　　 （総務委員会）

吉田　將史
㈲グリーンフロント

TEL 62-3681

市川　和照
和光堂整体院
TEL 62-4451

村上　健
むらかみ亭

TEL 62-2052

幕田　祐二
三ツ美屋旅館

TEL 62-2504

今年もやってきました三春盆踊り！青年部でも、毎年好評のかき氷とカ

クテルで出店します！八文字屋さん隣、グリーンフロントさん前スペー

スにてお待ちしております。一緒に楽しみましょう(^^)

日時：8/15(水)、16(木) 午後5時開始　場所：まほら周辺

　　  ◇カクテル◇

１杯５００円

☆カシスオレンジ

☆ジントニック

☆ファジーネーブル

☆ラムコーク

☆モヒート

etc...

　　◇かきごおり◇

ひとつ２００えん

各シロップかけほうだい！

◎マスカット

◎日向夏

◎エメラルドパイン

◎キャラメル

その他にも

たくさん準備中！

それいけ青年部は三春企業の若手が集まり地域貢献活動を行っている青年部員たち

の、活動・顔と名前・思いを伝える事を目的として発行しております。

今回は盆踊り大会への出店特集です！裏面も見逃せない情報盛りだくさん！

私たちは地域経済の発展、住みよい地域づくりを目指します。

かきごおり＆
カクテル出店！

自己紹介：新町の車屋さんで車
検や修理、車販売等をしていま
す。脱サラから6年、やっと二
級整備士になりました。まだま
だ未熟ですが日々精進して参り
ますので宜しくお願いします。



平成30年度

青年部員
メンバー紹介

青年部員
賛助会員
随時募集中！
TEL:62-3523

この欄で特集する団体・企業募集します！

：ミッション！田村柔道クラブを潜入調査せよ！

:ミッション！二年に一度の荒町のお祭り!荒町商業祭を調査!

:

突撃！探偵物語

田村
柔道クラブ
団員募集中!

さくま優作

青年部の探偵さくま優作が三春の企業や団体を調査！さて今回の行先は？

連絡先：三春町商工会青年部
総務委員会

TEL:62-3523 FAX:62-3658
E-mail:miharusk

@coral.ocn.ne.jp

愛姫小路でお祭りが開かれると情
報が入った!準備会議に潜入だ!若手
が運営なのは少し不安だが…

むむ！豪華景品が当たる大抽選会がある
のか！協賛店で買い物をして貰えるこの
「お楽しみ券」を集めれいいんだな!?

子供が楽しめる縁日コーナーでも
使えるようだ!これは期待できる
な！よしまず荒町で買い物だ!

今日は柔道クラブの潜入調査だが、
相手は小学生だと!?一流の探偵に
かかればひとひねりだぜ！

うおおお！
か、簡単に一本取られてしまった！

❶

❶ ➋

➋ ❸

❸

商工会青年部では三春を盛り上げる活動を応援します！
ぜひ皆さんの活動をここで紹介させて下さい！スポーツ・
文化系サークルのメンバー募集や地元企業の新商品紹介な
どなど。まず下記の内容と一緒にご連絡下さい！
■団体名,企業名 ■連絡先(TEL,FAX,E-mailなど)
■取り上げたい内容

◇活動目標(1)明るく元気な礼儀正しい子供を育てる。

(2)強さの中にも優しさを持ち自立できる子供に育てる。

(3)スキル・体力の向上。将来世界で活躍できる選手を育てる。

◇対象 小学生～どなたでも。中学生も活躍しています。
◇活動場所 三春町武道館(三春中学校内)
◇活動日時 水曜日18:00~20:30 土曜日9:00~12:00
◇申し込み 事務局(佐藤)TEL0247-73-8228(平日9:00～20:00)
＊facebookも更新しています「田村柔道クラブ」で検索して下さい

＊注釈：
受け手は
事前に

特別な
訓練を
受けて

います！

背筋を伸ばしてパシャリ！休憩時の仲の良さと練
習時のキリっとした雰囲気が印象的でした。潜入
調査ご協力ありがとうございました！

名探偵の私と名勝負(?)を繰り広げた、
主将の幕田雄太君(三春小)に
インタビューだ！
Q:柔道クラブに入ったきっかけは？
A:先に入っていた弟がデビュー戦で
綺麗に投げたのを見て興味がわき、
監督にも誘われて体験練習したら楽
しかったので入ることにしました。
Q:柔道クラブで楽しいと思う時は？
A:相手の懐に入って綺麗に投げるこ
とができた時です！

荒町商業祭
■開催日：8/25(土)

10:00～15:00
■場所 ：愛姫小路
■連絡先：庶務 佐久間

(090-6221-7064)

うぐぐ、なに、まだ結成三年
目なのか！もう東北大会にも
でた急成長中のクラブだ！

大抽選会以外にも、券以外でも参
加できる催し物がいっぱいです!

・縁日コーナー
・出店、バザー
・長なわとびバトル
・健康バトル(飛び入りOK!)
・働く車に乗ってみよう

荒町の若手が集まり手作りで準備
しております！お楽しみに！

お楽しみ券は荒町など
のこのポスターが貼っ
てあるお店で買い物を
すると貰えるぞ！




