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★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 初夏の真っ赤なルビー
●寒河江市消防団

山形県

�  愛され続ける酒酒処広島
で190年

幻のお米「ミネアサヒ」
●安城市消防団

菅沼　宏規

愛知県

土田　実

●広島市佐伯消防団

畠　崇

広島県

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

●国頭地区行政事務組合消防団

●新潟市消防団

小林 清則

手造り佛壇と漆塗り 新潟県

●越生消防団

日帰り温泉 梅の湯 埼玉県国登録有
形文化財 「旅館 美保館」島根県

●松江市消防団

定秀　陽介 杉浦 早苗 　水口 　愛

山形産さくらんぼ

送料は、配送地域によ
って異なります。お問
い合わせください。

発送時期は、６月中旬
～７月上旬（無くなり
次第終了）となります。

●姫島村消防団

大海　直幸

・八幡川のみくらべセット
　３００È×６本 ３，４００円
・のみくらべ３本セット
　３００È×３本 １，６６７円
・特別純米　宮島正宗
　７２０È １，５５０円
・八幡川　純米酒
　７２０È １，０６５円
（税抜き、送料別）ご注文を頂いた際に「いきいき消防を見たよ」

と言ってご注文頂いたお客様には、商品代+消
費税から１割引きにさせていただきます。

５Ë

 ５，０００円（税込）
 （送料１，８３６円）

カップ　　　５，０００円～
漆を塗っただけのシンプ
ルな「けやき」のほか、
あさぎ色（青）、ピンク、
赤、黄色など。

スマホケース 
　１色に対し � ３，０００円
　螺鈿入り � ８，０００円～

　ボールペン  ５，０００円～

 �������� （税込）

■TEL  ０８５２（７３）０１１１　■FAX   ０８５２（７３）０１１３
■mail  info＠mihokan.co.jp
■H.P.  http://www.mihokan.co.jp/
〒６９０－１５０１　島根県松江市美保関町美保関５７０
　　　　　　旅館　美保館

佐藤錦　１Ëバラ詰め
 ������ ３，０００円

紅秀峰　１Ëバラ詰め
 ������ ３，５００円

 ������� （税込）

ひとこと

カップ・スマホケース・ボールペン

美肌の湯で有名な日帰り入浴施設。源泉は玉
川スプリングス温泉。アルカリ性単純温泉
（アルカリのＰｈ値［１０．１］）は肌の角質を
落とし、ツルツルになる「美人の湯」を実感
できます。運動の後の筋肉の疲労をほぐし体
の中からリフレッシュできます。

来店の際に『いきいき消防』を見
たで、通常大人料金７８０円を６００円
に致します。

①ミネアサヒ（米）
②ミネアサヒ清酒

送料は、発送地域により
異なります。お問い合わ
せください。

①ミネアサヒ（米）
　１Ë ����� ４４０円
　３０Ë ���� １２，６００円

②ミネアサヒ清酒
　７２０È ���� １，５００円

 ���� （税込、送料別）

宿泊及び特製「鯖塩辛」

「八幡川酒造」姫島ひじき・姫島わかめ

１袋（２０ｇ入り）
 ������� ５５０円～
 ��� （税込、送料別）

送料は、発送地域により
異なります。お問い合わ
せください。

大手インターネット通販
サイトで直漁丸を検索す
れば購入できます。
または、直接お電話くださ
い。

上江洲朝浩

すべて手造りですので、ご注文やご要望等、お気軽
にお問い合わせください。

ひとこと

日帰り入浴
　大人（中学生以上） ��� ７８０円
　小人（小学生以下） ��� ３００円

宿　泊
　１泊朝食、夕食付 � ９，７２０円～

 ������������ （税込）

イメージキャラクター
みつまる君

島らっきょう

海の恵「ひじき」「わかめ」大分県辺戸
　の　 「島らっきょう」沖縄県

ひとこと

■TEL ＆■FAX ０２３７（８６）８７４１
〒９９１－０００６　山形県寒河江市字上河原１４１
　　　　　　土田さくらんぼ園

寒暖の差が大きい気候の中で育った、真っ赤で甘みの強い山形が誇る
名産です。甘みと酸味のバランスが良いさくらんぼの王道・佐藤錦と、
甘みが特に強く大粒で食べ応えのある紅秀峰の２大ブランドを用意し
ております。是非ご堪能ください。

■TEL  ０２５（２６２）２３１２　■FAX  ０２５（３７８）６００９
■携帯  ０９０‐８８５３‐３８７２
〒９５０－２１１２　新潟県新潟市西区内野町９９９  小林佛壇店

２００５年に開催された愛知万博で展示した仏壇は、全国から高い評価
を得ました。２０１５年にはオリジナルブランド｢kiyo｣を立ち上げ、漆を
塗る秘術と金箔を押す技術の両方を生かし、スマートフォンのケース
やボールペン、カップ、皿、杯などを制作し販売しています。漆工芸
の技法のひとつ、貝殻を散りばめて仕上げる「螺鈿」（らでん）という
装飾や、漆の重ね塗りで「和」の印象に仕上げています。

送料は、発送地域により
異なります。お問い合わ
せください。

■TEL ０４９(２９２)６１１１　■FAX ０４９(２９２)６１１３
■H.P. http://www.sunpiasaitama.com/
〒３５０－０４０１　埼玉県入間郡越生町大字古池７００
　　　　　　株式会社 ニューサンピア埼玉おごせ

ニューサンピア埼玉おごせは、宿泊施設をメインとし、体育館、ゴル
フ練習場、会議室、大宴会場、夏期のみですが、プールを併設した複
合施設でございます。プランも宿泊プラン、研修プラン、シニア向け
プランなど各種宿泊や、同窓会、ご慶事、ご法事など各種集宴会を用
途にあわせてご用意致しております。
お近くにお寄りの際は、お昼ご飯、日帰りのお風呂だけでも構いませ
ん。お気軽にお立ち寄りください。

■TEL ＆■FAX ０５６６（７６）０５５０
〒４４６－００５５　愛知県安城市緑町２－９－４
　　　　　　有限会社みつ丸米穀店

ひとこと

標高５００メートルの澄んだ空気と清らかな水で育った、粘り強く甘みのある冷
めてもおいしいお米です。噛めば噛むほど味が出る愛知県が誇る幻のお米
です。

ひとこと

風光明媚な日本海の景観と海の幸が堪能できる老舗旅館、隣接する本
館は、国の有形文化財に指定されています。スタッフ一同心よりお待
ちしております。また、特製の鯖塩辛もご賞味ください。

宿泊（１泊２食付）
 ������ １２，９６０円

日帰り入浴（タオル付）
 ������� ８００円
鯖塩辛１本６０ｇ  ６５０円

 ������� （税込）

送料は、発送地域によ
り異なります。お問い
合わせください。

「いきいき消防を見た」で、宿泊１ドリンクサービス、
日帰り入浴200円引き、鯖塩辛50円引き（1本あたり）

■TEL ０８２（９２８）０５１１　■FAX ０８２（９２７）２８５０
■mail info@yahatagawa.co.jp
■H.P. http://www.yahatagawa.co.jp
〒７３１－５１１６　広島県広島市佐伯区八幡３－１３－２０
　　　　　　八幡川酒造株式会社

ひとこと

広島市佐伯区の旧街道、八幡川沿いにレンガ造りの煙突がそびえた
つ、「八幡川酒造」。水は極楽寺山から湧き出る柔らかい伏流水を、米
は県内国内の好適米を銘柄に応じて使用しております。大吟醸は全国
新酒鑑評会で連続金賞を受賞している逸品です。創業文政年間という
歴史と、日本人のたおやかな心を大事に本物の味を丹精込めて皆様に
お届けしております。

送料は、発送地域により異なり
ます。お問い合わせください。

■TEL  ０９７８（８７）３５３３
〒８７２－１５０１　大分県東国東郡姫島村３６２７
　　　　　　直漁丸

ひとこと

姫島ひじき……姫島村の海岸で採れた天然ひじきを２回の釜茹での
後、天日干しで乾燥させたものです。姫島村では、ひじき漁の期間
を、１２月の２日間に限定し、貴重な新芽ひじきのみを加工したものを
「姫島ひじき」としています。
姫島わかめ……栄養豊富な姫島村近海で育ったわかめだけを厳選した
乾燥わかめです。風味を残すために、大釜でサッと茹で上げる、昔な
がらの製法でつくられた本来のわかめです。

ひじきとサーモンのパスタ

■TEL  ０９０（８２９２）３８４８　■FAX ０９８０（４１）８２０３
〒９０５－１４２１　沖縄県国頭郡国頭村字辺戸３９
　　　　　　上江洲農園

ひとこと

大石林山の麓で丹精込めて育てました。炒めてよし、漬けてよし、天
ぷらにしてもよし、はごたえ抜群で美味しいです。是非一度ご賞味く
ださい。

沖縄の島らっきょう
はネギに近い形で、
香りが強くシャキシ
ャキ、ピリ辛。人気
のレシピは塩漬け、
浅漬け、おかかまぶ
し、天ぷら、ちゃん
ぷるなどです。収穫
時期は１月頃から４
月頃までの収穫。生
で食べるのもなかな
かのおいしさです。

「紅秀峰」１Ëバラ詰め
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