
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

村上　健
むらかみ亭

TEL 62-2052

幕田　祐二
三ツ美屋旅館

TEL 62-2504

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

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

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

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

本田　康朗
本田電設㈱

TEL 62-2100

本田　学
㈱キヨミズオート

TEL 62-7858

橋本尚己
宮城郵便局員

本田　直也
㈲本田ポンプ店

TEL 62-2338

青年部員
賛助会員

募集中！

青年部コラム

発行：三春町商工会青年部
（総務委員会）

三春町大町29    TEL ６２-３５２３

大内 広信
㈱さんはる

杜のあぶりや真仁
TEL 61-5129

㈲本田ポンプ店

本 田 直 也

むらかみ亭

村 上 健

宮城県での4年間の修行を経
て、今年の4月に三春町へ
戻ってきました。若輩者では

ございますが、日々精進して
参りますので、よろしくお願
いします。

自己紹介

高校卒業後に、神奈川県横須

賀市、東京丸の内の中華料理

店で修業。家業であるむらか

み食堂を継ぎ、現在に至る。

自己紹介

学生時代の話ですが「ポンプ屋さんの跡取りだ
から、アトポンだね」とあだ名を付けられたり、
「アトポンは、いつポンプになるの？」と聞かれ
た事もありました。人はポンプにはなれませんが、
跡取りにはなれそうです。
余談はさておき、住宅設備の話をしたいと思い

ます。住宅設備というと、何を思い浮かべます
か？トイレ・洗面化粧台・ユニットバス等のこと
です。家を建てるとなると、生活していく上で水
回りはとても大切ですよね。
私も自宅を建てた際、妻と水回りのレイアウト

でかなり悩みました。ユニットバスだけでも、浴
室の壁や床、浴槽の種類、機能面等と決めること
がたくさんあります。ですが、話し合いをした分、
使いやすく気に入ったユニットバスに仕上がりま
した。
水回りで困ったこと・相談したいことがござい

ましたら、ぜひ本田ポンプ店へ気軽にお立ち寄り
ください。快適な生活を送れるようサポートでき
ればと思います。

毎日、暑い日が続き仕事終わりのお酒が美味し

いですよね！また今の時期、夏祭り、盆踊り、

BBQなどでお酒を飲む機会が多くなり、次の日

が辛い事があるかと思います。

そんな時は、胡麻（ごま）を摂取すると良いよ

うです。ただ、そのままの胡麻では不十分で、す

り胡麻にしたものじゃないと体に吸収されにくい

ので、効率的に胡麻を摂取出来る担々麵を食べて

みてはいかがでしょうか？

むらかみ亭の担々麵は、胡麻をふんだんに使っ

た白胡麻・黒胡麻・辛めの3種類あります。くれ

ぐれも飲み過ぎにはご注意ください。

あっ！本文には関係ないですが、写真は竜神大

吊橋からバンジージャンプした直後の自分です。

もう二度としません…。

本誌は三春町商工会青年部員の活動をはじめ、部員の顔や名前、想いを伝えることを目的に発行しています。

三春町内事業所の若手が集い、地域貢献活動を行っている姿を発信してまいります。

今回は三春盆踊りへの出店特集です。裏面も見逃せない情報が盛りだくさん！

かき氷
一杯２００円 シロップかけ放題

・スイカ

・キウイ

・バナナ
ほか珍しいシロップあり！

いろんな味が楽しめるよ。

カクテル
一杯５００円 飲みすぎ注意

・ファジーネーブル
・カシスオレンジ
・ジントニック
・ラムコーク
・モヒート

などたくさん

日時／８月１５日（木）・１６日（金）午後５時開始 場所／まほら周辺

かき氷＆
カクテル出店！

facebook 随時更新中
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。

恒例！青年部『かき氷＆カクテルＢａｒ』を盆踊りにて出店。多彩な味をご用意しております。
場所は八文字屋さん隣、グリーンフロントさん前スペースです。両日とも１７時ＯＰＥＮ！
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:

👣 イケメン店主の作る絶品和食にポッ💛

「三春御膳」
※上記の内容は季節、仕入れ等で

異なる場合がございます。

ここが巷で有名なイケメン店主がい
る「ほうろく亭」ね！

あら～イケメンね！
店主が持ってるのは、三春名物の三角油

揚げのほうろく焼ね。おいしそうね～
おいしいわ！「ポ」３つね。

「ポ」が3つ！
これが本当の「さ・ん・ぽ」よ♡
面白いでしょ！
あと、提案だけど
今回食べた「ほうろく焼」改め、
「ぽうろく焼」でどうかしら？

ダメです！

八文字屋さん
ありがとう！
さて、次はどこへ
行こうかしら…

割烹八文字屋
三春町字大町１８－１
☎６２－５７５７

ご宴会・暑気払い・法要・
祝い膳・オードブルなど
のご予約承っております。

👣 元気な三春ソフトボールスポーツ少年団にポッ💛

なになに？元気な声が聞こえるわ♡
ソフトボールの練習ね！
ちょっと私も参加できるかしら？

えー・・・審判？？？
怪我するからってダメだって (T.T)

「行くぞー」の掛け声でパシャリ！練習時のキビキビ

とした動きや雰囲気が印象的よ。みんなありがとう♡

素晴らしいピッチングを披露
してくれた、キャプテンの
伊藤大起君にインタビューよ♡

Q:三春ソフトボールスポーツ少年団に
入ったきっかけは？

A:両親に勧められて始めました。

Q:楽しいと思う時は？

A:試合です！三振を取った時と、みんなで
声を出して戦う時が楽しいです！

◇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。

◇対 象 小学生 男女問わず
◇活動場所 御木沢小学校グラウンド
◇活動日時 毎週土日・祝祭日(8:30~12:00)
◇申し込み 監督(橋本) TEL：090-5182-0401

三春ソフトボール

スポーツ少年団

新メンバー大募集！！

あっ！ちょうどボールが

ねぇねぇ！
私も参加
していい？

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

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)

■取り上げたい内容

この欄で特集する団体・企業を募集します！

三春町を散歩しながら、心がポッ♡となる所を探しに行きます！さて今回の行き先は？




