
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

浜田薬局

浜田 雅博

薬局とカフェ―ブリ

キイヌを経営。趣味

はゴルフ！３児の父

でもあります。

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。

店での営業のほか、

出張カットも承っ

ています。お気軽

にご相談ください。

令和２年２月２日発行

Ｐ Ｒ

facebook 随時更新中

右図のように
タテに紙を折ると
青年部員の名前と
顔が一致します！

伊藤理容所

伊藤 努
Ｐ Ｒ

床屋の道具も昔と変わり、鋏(はさみ)はよ
り切れるようになり、バリカンは手動から電
動に。剃刀(かみそり)は研いで使っていたも
のから替刃になったりと、道具の進化により
作業効率がよくなりました。その中で変わら
ないものもあります。それはお客様とのコ
ミュニケーション。お客様のしたい髪型を知
るには会話は必要なものです。
でも、お客様の中にはあまり注文つけたら

悪いと思っている方も少なくありません。し
かし実は、技術者からするといろいろ注文を
出して貰った方が切りやすくなります。会話
を通じてお客様の希望する仕上りにより近づ
け、満足してもらいたいからです。お任せで
も良いですが、ぜひ気を使わずに注文を伝え
てください。技術の変化はありますが、基本
のおもてなしは今も昔も変わりません。
これからもお客様の要望、気持ちを理解す

るためコミュニケーションを大切にお客様に
喜ばれる仕事をしていきたいです。

2017年春にＯＰＥＮしたカフェも４月でいよ
いよ丸３年になります。『三春を日本一健康な
町に！』と目標を立てスタートした｢健康教室｣
も１００回を超え、薬剤師や食の専門家が伝え
る知識・運動をみんなで学び実践します。｢広報
みはる｣でも日程をお知らせしているので、是非
ご参加ください★
さて、薬局で体や健康について話をすると｢薬

を飲めば治るから自分は大丈夫｣という方がいま
す。皆さんはどうでしょうか？薬屋の私があえ
て言いますが、体は薬では作れません。漢方医
学が発達した中国には『薬食同源』という言葉
があります。これは健康な体を作る根本は食事
という意味です。しかし現代の病気のほとんど
は食事や運動など生活習慣が元で起きてしまう
のです。そして治療のために薬を飲み、次に副
作用の問題などが起こります。
どんなに医療や薬が発達しても進んで｢病気に

なろう！｣という方はいませんよね？『予防に勝
る治療なし』。私は薬剤師として薬局・カフェ
で地域の方々にますます元気に健康でいてもら
えるようにこれからも活動していきたいです。

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。
今回は節分の鬼特集など盛りだくさん！裏面もご覧ください。

学校や幼稚園に鬼が現る!!
節分の日に合わせ、青年部員が鬼に扮して三春町内の

小学校や幼稚園などを訪問します。毎年の恒例行事で、

鬼の風格も板に付き迫力も増してきました。

鬼を追い払うのか、歓迎するのか

はあなた次第⁉ みんなで豆をま

いて、福を呼び込みましょう。



青年部員
賛助会員
募集中！

ちょっとした疑問！
製材工場って何してるの？

:

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？

👣 元気な三春バレーボールスポーツ少年団にポッ💛

◇活動目標 心と体の健康保持・力と技の錬磨向上
気力と創造性の発揮・安全と秩序の確立

◇対 象 町内小学１年生以上の男女
◇活動場所 三春小学校体育館
◇活動日時 火曜(18:00～21:00) 土･日曜(9:00~17:00)

◇申し込み 代表 大内春幸
☎0247-62-2226 携帯090-3648-7228

Q : 入団したきっかけは？

A : お姉ちゃんが入っていたので、
自分もやってみたいと思い入団しました。

Q : 楽しかったことは？

A : 昨年の夏、猪苗代で行った郡山４チームとの
合同合宿です。他校の小学生と友達になって、
一緒にＢＢＱや湖水浴をして楽しかったです。

わっ！ボール取るの上手！
きっとレシーバーね♡

この子はトスが上手ね♡
セッターかな？

わわっ！あの男の子
背が高いぃ～
きっとアタッカーね♡

いえいえっ💦
わたしは監督です（笑）

ありゃりゃ～ ペコリ

ひとこと
インタビュー

キャプテン
佐藤千鈴さんに

インタビューよ♡

三春バレーボール スポーツ少年団

👣 木の事なら何でもおまかせな製材屋さんにポッ💛

可愛い犬を頂いたの！
犬小屋を作らなきゃ♪

材料の木を買いに来たわ！
大工さんじゃない私でも
木を売ってくれるかしら？

いらっしゃい！ 一般の
お客様も大丈夫ですよ！
どんな木が必要かな？

まぁ～助かるわ♪こんな
犬小屋を作りたいの♡
これを見てちょうだい！

う、う〜ん…これは木材
で作るのは ちょ～っと
難しいかなっ💦

佐久間製材工場

山から丸太を仕入れ、大きいノ

コギリのついた製材機で丸太を

加工。柱にして大工さんにお売

りしたり、杭にして工事業者さ

んに販売させて頂いております。

DIY用の板やガーデニング・畑に

使う杭など、一般の方も是非お

気軽にお越下さい！

㈲佐久間製材工場 三春町八島台1-1-2

TEL・FAX 62-3237 （日曜定休）




