
　

ご購入は、店頭・ホームページ・お電話・FAXでどうぞ‼

福岡市南区警弥郷1-21-27

TEL:092-584-0339

FAX:092-584-0367

HP httpｓ://kiwamentai.com/

めんたいこの店

三楽
株式会社三楽

(旧株式会社三田村商事）

福岡市南区警弥郷1-21-27
TEL 092-584-0339

FAX 092-584-0367

第 16 号

営業時間：平日・土曜10～17時

定休日：日・祝日・GW・お盆・年末年始

※お盆・年末年始・GWのお休みは、 お気軽にお問い合わせください。

*人生を楽しみ

*天にも人にも恥じる事のない

商品を作る楽しみ

*後世を栄えさせる楽しみ

明けましておめでとうございます。

平成31年は、4カ月の短い期間ですね。

みなさん、新年号が何になると思いますか

～。

予想するのも楽しいですね♬

「平成」になったのは、私が中学生の頃でし

たが、先日の様に思いだします。

もう、あれから31年の月日が経ち、昭和がま

た、過去の年号になるのですね～（笑）

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

三田村 利香

我が家のアイドル・キミミガメのハヤは、。冬眠の

真っ最中です。 冬眠を始めたころ、日中は

甲羅干しをする姿も見られましたが、朝晩は、

寝床にもぐって姿をなかなか見せませんでし

た。

温かくなる3月の初め頃までは、冬眠して

います。

冬眠中も全く動かないわけではなく、たま

に動いたり呼吸をしに顔を水面に出してい

たりしています。

冬眠中は、覗いても反応が無いのが寂しい

体長：甲羅の縦が20ｃｍくらい 性別：多分メス 年齢：不詳

趣味：甲羅干し 好きな食べ物：カメのエサ・川エビ

性格：おとなしく、甘え上手 出身：川（福岡市中央区中洲）

ことわざの三楽を基に、この三つを楽しむことの

幸せから、社名・店名を『三楽』にしました。毎

日を楽しみながら、明太子を通じて、お客様の笑

顔に貢献します。

お客様の声・・・・

福岡へ旅行に行くので、本場の明太子が食べたくて立ち寄

りました。ネットで検索して三楽さんの『きわめんたい』に辿り

着きました。ネットでも注文できますが、せっかく福岡へ行く

なら、お店に行って購入しようと思いました。直接お話しもで

きて明太子に対する愛情を感じました。また福岡に行く時は、

立ち寄ろうと思います。 東京都K様

三楽より・・・

ご旅行中にご来店頂き有難うござ

いました。楽しいお話しでした。九

州各地の素晴らしさをもっと知って

頂けたら嬉しいです。またのご来店

を心よりお待ちしております。

お客様からいらだい

たメッセージの一部

をご紹介します

お客様からのメッセージ♬

明けましておめでとうございます

昨年はテレビ出演のおかげで「三楽」を知ってくれた方が増え、

劇的な変化を遂げた一年でした。

今年ももっと「三楽」のめんたいこで、笑顔の食卓が増えること

を

思ってスタッフ一同ひたむきにめんたいこを作っていきます！

今年はみなさんの笑顔の食卓の為にもっといろんなことに挑

戦

していくつもりですのでご期待ください！

今年もめんたいこのお店「三楽」をよろしくお願いします。

可愛らしいデザインのイラストと、ひたむきな店主・・・

とちょっと恥ずかしいフレーズで皆さまをお迎えしていま

す。

イラストの一つ一つには、意味が込められていて、私ども

が明太子をつくり皆さまへお届けする物語が含まれてい

ます。

三田村秀治

暖簾（のれん）やのぼりも変わりました。

暖簾は、左の大きな文字デザインから

右のイラスト入りのデザインへ

リニューアルしました。

三楽の字体もかわいらしいものに！



お誕生日おめでとうございます！
店頭にて、お名前とお誕生日を伝えていただくと

当店特製の焼めんたいをプレゼントしています。
焼めんたいは表面をただ焼いたのではなく、独自の製法で、時間をかけて中までしっかりと入れて作りました。毎回購入される方もいらっしゃる人気の焼めんたいです♪

『世界でいちばん貧しい大統領のスピーチ』 汐文社

三田村 利香

ときどき、小学校で読み聞かせボランティアをしています。子ども達が物語に集中して、まるで先生

になったような時間なんです。このコーナーで紹介した絵本を、ママ達が絵本を選ぶときの参考に

されているようで、お子様へのプレゼントに、このコーナーで紹介した本を購入されたかたもいらっ

しゃいます。

みなさんと絵本で繋がる 楽しい親子の時間に、少しでもお役立て頂けたら嬉しいです。

さて、今回ご紹介する絵本は、「世界でいちばん貧しい大統領のスピー

チ」です。初めての高学年6年生に読み聞かせをするにあたり、心にも響く

良い本がないか・・・本選びにとても時間をかけて、この本を見つけました。

このウルグアイの大統領について知る方も多いかと思いますが、その内容

を詳しくは知りませんでした。この大統領のスピーチが絵本になるほどの

心をうつ内容に、読みながら涙が溢れそうになり、そして、聞いていた子ど

も達も真剣で、いつもなら元気な男の子たちも、皆、違う様子で聞いてくれ

ていました。とくに高学年から大人のみなさんにオススメの一冊です。ほか

にも関連する本が出ていますので、是非、読んでみてくださいね。

よくある質問

素敵な一年になりますように～♬

A.無着色の明太子は、着色料を使っていない明太子です。保存料

などが使われていて、美味しく食べて頂けます。一般的に食べられ

ているおなじみの明太子です。

食品添加物無添加の明太子は、食品添加物を使っていない材料で、

明太子を作る時にも食品添加物を使っていません。無添加の明太

子の中でも、食品添加物無添加で、とても珍しい明太子です。食品

添加物を使わないと味気ないようなイメージですが、当店の食品添

加物無添加『きわめんたい』は、 ダシを効かせて味わって食べて頂

ける明太子です。

ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

【節分】

節分は、季節の変わり目にそれぞれあるものですが、一般的に言わ

れている節分は、2月3日ですね。ここ10年ほどで、その年の恵方を

向いて食べる恵方巻きの風習が全国に広まりましたが、豆まきやっ

ていますか～。

最近、豆まきをする家庭が減っているようです。

（我が家もやってないんですよね・・・。）

昔の豆まきといえば 大豆 でしたが、拾っても気にせずに食べられ

るよう 殻つきのピーナッツ や、個包装の豆菓子で豆まきをする家

庭が増えているみたいです。

年の数だけ豆を食べることを、知らない子ども達も多いのではないで

しょうか。関西では、柊にイワシの頭をつけた 節分イワシ の風習も

あるそうですよ。

★★ 春の風習★★

みゆきさま（小郡市）・眞弓さま（福岡市）・広紀さま（佐賀

県）・要さま（福井県）・久美さま（福岡市）・朝子さま（佐賀

県）・留美子さま（大野城市）・龍一さま（福岡市）・雅美さ

ま（みやま市）・初子さま（大分県）・香代様（久留米市）・

朋子さま（福岡市）・由紀さま（福岡市）・律子さま（福岡

市）・暁弘さま（福岡市）・謙介さま（福岡市）・未千代さま

（福岡市）・英史さま（福岡市）・善徹さま（佐賀県）・圭介さ

ま（福岡市）・豪崇さま（福岡市）・智美さま（北九州市）・つ

ばささま（筑紫野市）・瑠美子さま（春日市）・涼太さま（春

日市）・立さま（北九州市）・辰夫さま（飯塚市）・義之さま

（筑紫野市）・陽子さま（福岡市）・和也さま（春日市）・真

由美さま（福岡市）・恭子さま（福岡市）・法子さま（福岡

市）・佳織さま（糟屋郡）・亜希子さま（福岡市）・育実さま

（福岡市）・健公さま（福岡市）・典子さま（福岡市）・佐和さ

ま（福岡市）・ゆきのさま（福岡市）・直三さま（春日市）・民

雄さま（福岡市）・了亮さま（福岡市）・洋子さま（那珂川

市）・りつこさま（福岡市）・文さま（福岡市）・キヨミさま（福

岡市）・友子さま（福岡市）・淳二さま（福岡市）・直弘さま

（福岡市）・直美さま（福岡市）・和則さま（福岡市）・忠司さ

ま（糟屋郡）・篤さま（佐賀県）・義弘さま（福岡市）・俊平さ

ま（福岡市）・貴弘さま（春日市）・大作さま（福岡市）・永士

さま（大阪府）・浩志さま（古賀市）・孝光さま（福岡市）・沙

百理さま（福岡市）

芳子さま（糟屋郡）・芳裕さま（豊前市）・光江さま（長崎

県）・純子さま（春日市）・ゆかりさま（遠賀郡）・久美子さま

（長崎県）・真由美さま（福岡市）・守義さま（豊前市）・奈緒

子さま（飯塚市）・健一さま（佐賀県）・美菜さま（福岡市）・

聡さま（福津市）・一紀さま（北九州市）・博一さま（古賀

市）・麻耶さま（久留米市）・徹也さま（行橋市）・由佳さま

（福岡市）・真子さま（大分県）・貴和子さま（北九州市）・輝

之さま（福岡市）・義孝さま（糟屋郡）・直樹さま（佐賀県）・

亜佑美さま（福岡市）・真一さま（田川市）・佳菜子さま（北

九州市）・麻美さま（福岡市）・国次さま（糟屋郡）・富美子さ

ま（福岡市）・慎太郎さま（太宰府市）・亮さま（福岡市）・民

子さま（福岡市）・脩子さま（福岡市）・知美さま（福岡市）・

哲生さま（福岡市）・陽子さま（春日市）・三奈さま（福岡

市）・誠さま（筑紫野市）・シーラさま（福岡市）・智彦さま（福

岡市）・明香さま（福岡市）・勇輝さま（佐賀県）・幸生さま

（福岡市）・和貴さま（大野城市）・晴美さま（春日市）・正美

さま（福岡市）・みゆきさま（福岡市）・恵美子さま（福岡市）・

登天さま（柳川市）・義弘さま（福岡市）・隆男さま（福岡

市）・鈴子さま（春日市）

笑顔の素敵な前原様と社長

の2shot★

奥様のご両親に きわめんた

い をご購入されました。

看板の完成を見て・・・

看板の取り付け工事をされている間、どんな看板に出来あがってきたのか ドキドキ ワクワク

でした。

毎日、この看板を見るたび、温かい優しい気持ちになり癒されています。

皆さまにも愛される 明太子を作り続けるよう、明太子作りに励んで参ります。

これからも、どうぞ宜しくお願い致します。

マリナさま（沖縄県）・ 朋子さま（佐賀県）・ 礼子さま（佐賀県）・

玲奈さま（鹿児島県）・ 喜之さま（千葉県）・ 英俊さま（長崎県）・

祐郎さま（東京都）・ 多喜子さま（ 福岡市）・ 義典さま（大野城

市）・ 恭朗さま（福岡市）・ 雄飛さま（福岡市）・ 信義さま（福岡

市）・ 和利さま（福岡市）・ 真弓さま（福岡市）・ 英和さま（福岡

市）・ 京子さま（福岡県）・ 弥生さま（北九州市）・ 勝市さま（大

野城市）・ 幸治さま（春日市）・ 茜さま（福岡市）・ 晋一様（福岡

市） まどかさま（北九州市）・ とみ子さま（福岡市）・ 由紀子さま

（福岡市）・ 芳広さま（福岡市）・ 清香さま（春日市）・ 信太朗さ

ま（福岡市）・ 哲さま（福岡市）奉士さま（福岡県）・ 晴美さま（福

岡市）・ 美佐子さま（みやま市）・ 公貴さま（福岡市）・秀明さま

（福岡市）・千佳さま（福岡市）・伸子さま（福岡市）・いずみさま

（春日市）・敦子さま（福岡市）・康友樹さま（福岡市）・一恵さま

（福岡市）・博さま（福岡市）・友美さま（福岡市）・朋子さま（那珂

川市）・ 周作さま（福岡市）・祐美子さま（福岡市）・千代子さま

（福岡市）・洋子さま（福岡市）・義人さま（春日市）・寛子さま（福

岡市）・功一さま（福岡市）・洋子様（福岡市）・幸治さま（春日

市）・知春さま（春日市）・春敏さま（大野城市）・恭子さま（福岡

市）・京子さま（福岡市）・幸代さま（福岡市）・信子さま（鹿児島

市）

表紙にも掲載しましたが、入口の上に、新しい大きな看板が付

きました。

今まで、シャッターが入口の高さまで下がっていましたので、開

いているようで閉まっている様な雰囲気でした。この看板を付け

た事で、明太子のお店であることを分かっていただけるようにな

りました。

看板右側のイラストには、それぞれに物語が含まれています。

今回は、一番上の列の物語をご紹介します。

■左・・・お膳にお箸 をのせた絵イラストは、食べる楽しみや喜

び を意味しています。これから さあ食べよう♬の時。ワクワクし

ますね。元気の源は食！

■中央・・・明太子。ツブツブも市松模様と絞りの和風テイストで

可愛らしくなりました。形や大きさはそれぞれです。ひとつひとつ

丁寧に心を込めてお作りしています。

■右・・・スケトウダラ。明太子の原料は、スケトウダラの卵巣で

す。スケトウダラ無しでは、明太子にはなりません。

天井から吊るされた、無数の さげもん が圧巻です。

安城たっぷりのさげもん

（写真はお借りしました）

【桃の節句・ひな祭り】

桃の節句のイベントが、福岡では、多く開催されます。

柳川地方の天井から吊り下げて飾る『さげもん』は有名で、一つ

一つが手づくり！お子様への愛情を感じます。

さげもんまつりが開催され、あちこちの施設やお店で、華やかで

温かな雰囲気の さげもん を見ることができます。

日本各地の風習を調べてみるのも面白いかもしれ

ませんね・・・。
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