
★日本消防協会並びに都道府県消防協会は、この交流広場で生じた不都合について一切責任を負いかねますので、ご了承ください。

の交流広場

　この紙面は、各地の消
防団員の方々が心をこめ
て作られた特産物等を特
別な価格で提供している
ものです。
　是非ご利用ください。

★このページの掲載は無料となってい
ます。掲載を希望される方は、都道府
県消防協会へお問い合わせください。

消防団員 無添加　３特甘塩いくら（冷凍）
●普代村消防団

岩手県

 神  西  湖 産  �大和しじみ� じん ざい こ

名古屋
名　物   �ういろう�  

●名古屋市露橋消防団

土方　徹

愛知県

金子　太一

●松江市消防団

安部　将敏

島根県

本広場は、ホームページからでもご覧いただけます。
ホームページ　http://www.nissho.or.jp

地鶏のうまさ、ここにあり� 大分県

●竹田市消防団

●寄居町消防団

坂本　健将

自農場産
豚肉使用   �手づくりハム・ソーセージ� 埼玉県

■TEL ０８５３（２３）８４８８　■FAX ０８５３（２３）８４８７
〒６９３－００３３　島根県出雲市知井宮町２２１－３
　　　　　　株式会社かみありづき
ホームページ　http://www.kamiari.co.jp/

●美浦村消防団

霞ヶ浦
名　物  伝統の味 つくだ煮 茨城県世界

遺産  白川郷の銘菓 岐阜県

●白川村消防団

田口　大輔

■TEL ＆■FAX ０５７６９（６）１０２５
〒５０１－５６２５　岐阜県大野郡白川村飯島１０７　田口屋製菓
ホームページ http://www.hidatakayama.ne.jp/taguchiya/

記　　念
Ｔシャツ  第２２回 全国女性消防操法大会

しゃも料理 �鶏家� 

代引き手数料
１万円未満　３２４円
１万円～３万円未満 � ４３２円
３万円～１０万円未満 � ６４８円
１０万円～３０万円まで  １,０８０円
クール税込　東北６００円、関
東９００円、関西１,０００円

厚切りハムステーキとソーセージセット

つくだ煮

冨田　健児

ＦＡＸ注文のお客様は、出
し昆布をサービス。
※住所・氏名・電話番号・
希望数量等とともに
「いきいき消防を見た」と
お書き添えください。１．ロースハムブロック　２５０Á　

２．ボロニアソーセージ　２００Á
３．ポークソフトサラミ　７０Á　
４．荒挽フランク　１８０Á　　　　
５．ウィンナーソーセージ　１００Á入り４本
６．ニュールンベルガー　１１０Á４本

（４）　　　平成２７年（２０１５年）７月１日（年４回１・４・７・１０月の１日発行）（通巻第５０７号） （ ）　昭和３８年２月２３日
　第三種郵便物認可 ２０１５年夏季号

内那　大輔

普代の�きれいな海�で沖獲りされた
手作り  特  特  特  無添加甘塩いくら

１Ë

６,４８０円
５００Á
３,７８０円

２００Á
１,８００円（税込）

送料は重量、配送地
域によって異なりま
すので、お問い合わ
せください。

合計　３,０００円（税込、送料別）

「いきいき消防を見た」
と言ってご注文の場合、
３,０００円以上お買い上げ
で送料をサービスいたし
ます。

１００Á　２７０円～
各種つくだ煮　
１パック　税込３００円～
クール代込み　８７２円～

※ご注文は、お電話で
お願いします。

一箱　９個入り
　１,２００円
　（税込、送料別）

どぶろく羊羹、紫蘇もなか

「いきいき消防」を見たとお伝
え頂ければ、５点以上お買い上
げで、送料・代引手数料を無料
とさせていただきます。

どぶろく羊羹
１８０Á  １本　７００円（税込）
５０Á×６本　８８０円（税込）
送料：一律６００円
（北海道・沖縄・離島は別料金）

●冷凍商品と常温商品の同梱はできません。同時にご注文いただいた場合、それぞれ
に送料が発生いたします。ご注文の際に合計金額をお伝えいたします。ご入金確認
後の発送もしくは、手数料お客様ご負担での代金引換にて発送致します。

スープ１１００Ù、しゃも肉２００Á×２、
しゃも団子１００Á、手羽先４本、きん
かん１００Á、鶏ガラ１４０Á、うどん玉１
玉、たかなごはんの素１３０Á

ＢＡＣＫ

■TEL ０１９４（３５）３５５５　■FAX ０１９４（３５）３５９４
〒０２８－８３５２　岩手県下閉伊郡普代村第１地割字上村４３‐２５
　　　　　　有限会社　カネシメ水産
ホームページ　http://kaneshime.web.fc2.com/

ひとこと

普代村の定置網で沖獲りされた秋鮭を競りで厳選。鮮度のいい午前
中だけの加工にこだわった、手作り無添加甘塩いくらです。北海道
の塩いくらより「いくら」の粒は大きいので、是非お試しください。

■TEL ＆■FAX ０４８（５８２）２９５４
〒３６９－１２１６　埼玉県大里郡寄居町大字富田８５－３
　　　　　　バルツバイン
Ｅメール：info@shop-warzwein.com

ひとこと

ビールがすすむ、ご家族揃ってお楽しみ頂けるハム・ソーセージ 
ギフトです。是非お試しください。

■TEL ０２９（８８６）０２２０　■FAX ０２９（８８６）０２９３
〒３００－０４０１　茨城県稲敷郡美浦村馬掛４９６　
　　　　　　とみた家

ひとこと

製造直売をモットーにしています。霞ケ浦湖畔で、昔から親しまれ
てきた栄養満点のつくだ煮を、全国の皆様にお届けします。掲載品
以外にも、贈答用詰合せ（１,５００円～３,０００円）や、つくだ煮、うな
ぎなども取り扱っております。未だ、震災や原発の影響が残る茨城
県。当店も風評に負けず頑張っています！
改めてここに、頑張ろう茨城！　頑張ろう日本！

■TEL ０５２（３５２）２６２３
〒４５４－００２２　愛知県名古屋市中川区露橋１‐３０‐１５
　　　　　　和菓子製造　みふく堂

ひとこと

名古屋の名物菓子をせっかくなら
ば、できたての風味で味わってい
ただきたく作っています。米の粉
と砂糖だけを使って作られるシン
プルな菓子の、その絶妙な風味を
是非ご堪能ください。

ひとこと

銘菓「どぶろく羊羹」と「紫蘇もなか」は作り続けて５０年。「どぶろ
く羊羹」は、飛騨の地酒入りでお酒の風味のする小豆の羊羹です。
「紫蘇もなか」は、小豆のこし餡に紫蘇の葉を練りこみ、まろやか
な味が特徴です。是非お試しください。

（砂ぬき済）

神々が集う �出雲� からの贈り物�

・加熱殺菌済大和しじみ（レトルト）【大粒】
　１パック（１００Á）は、５０Áずつ小分け
　１パック５４０円、２パック１,０４２円
　（税込、送料別）
・レトルト食品とは思えない美味しさを手軽
　に味わうことができます。
・砂ぬき済みです。
・常温で保存できるので、長時間の移動や手
　土産にも最適です。

●常温

・神西湖砂ぬき冷凍しじみ【大粒】
　便利な小分け（２００Á）タイプ
　６パック３,６９３円（写真）
　１０パック６,１５６円
・お得な１Ëパックタイプ
　１パック２,８０８円
　２パック５,６１６円
　３パック８,４２４円（税込、送料別）

●冷凍

・管理された環境で砂ぬきをしています。
・軽くすすぐだけですぐに調理できます。
・冷凍で旨み成分アップ！

ひとこと

出雲大社の南西に位置する汽水湖の“神西湖”は、しじみの成育に非
常に適した環境。そこで育った大和しじみは肉厚で、濃厚な旨みを蓄
えています。ミネラル、アミノ酸等がバランスよく、たっぷり含まれ
ており、毎日の健康に欠かせない肝機能の活性化、貧血予防、免疫力
強化などの成分がギュッとつまっています。
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５,０００円（税込）
送料６４８円～　　　
代引手数料３２４円～

■TEL ＆■FAX ０９７４（７６）２０２０
〒８７８－０２０１　大分県竹田市久住町大字久住２３３８－２
　　　　　　しゃも料理「鶏家」

ひとこと

この鶏は、大分特産の『豊のしゃも』といいます。しゃものあっさり
味と地鶏のコクがミックスされて鶏独特の臭みの無いのが特徴です。
また、飼育方法にも拘り、牧場独自の自家配合飼料で飼育していま
す。鍋セットのスープもにも拘り直営の飲食店でご賞味いただけま
す。美人の妻ともどもお待ちしております。

ご来店いただき、ご注文時に
『いきいき消防』を見たと言
っていただければ、一品サー
ビスいたします。

ご注文はホームページで。
ＦＩＲＥ　ＲＥＳＣＵＥ　ＥＭＳオフィシャルホームページ
http://www.signalos.co.jp
■TEL �０１２０（６０７）４４４　　■FAX �０１２０（２３８）１１９
■受付時間／９：３０～１７：３０
■休業日／土・日・祝日

■ＦＡＸでもご注文可能

ひとこと

第２２回全国女性消防操法大会記念Ｔシャツを作成しました。バックプ
リントは、操法大会の開催地「横浜」をイメージしたデザイン、左胸
は「女性消防団員の操法イメージ」をマーク化してワンポイントでプ
リント、左袖には操法大会のシンボルマーク、右袖には「ひまわりい
るか」を入れ消防をアピール。限定品となっていますので、是非記念
としてお求めください。数量限定。品切れの場合はご了承ください。

１,５００円（税込、送料一律６００円）
ご注文後、約３週間でお届けします。

ＦＲＯＮＴ

ＢＡＣＫ

ＦＲＯＮＴ

ネイビー

オレンジ

ＹＯＫＯＨＡＭＡ 販売期限：１０月末まで
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