お きたま で いち ば ん ゆ るい８ページ 。
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天婦羅料理で年始をお祝い
2019キラキラ大作戦に行ってきました
スタッフボイス／押忍！肉球部 他

2020 子

天婦羅料理で
年始をお祝い

あけおめ！

揚げたてを
美味しく、楽しむ
本格的な天ぷらを味わえるということで、今回は天婦羅割烹「天新」様へ
やってきました。さすが本格派の天ぷらを味わえるお店。開店5分前の
駐車場には天新様の天ぷらをお目当てにやってきたたくさんのお客様が
車の中で待機していました！「出遅れるわけにはいかない！」開店早々
一番乗りでお店の中へ。
高級感漂う店内に、
ついつい自分の身だしなみを
チェックし始めるメンバー一同。入店してすぐ、とても明るく気さくに
店長が出迎えてくださいました。

天婦羅割烹

天新

2

していたお客さんが続々と入店！しかもたった15分足らずで、
席はほぼ
満席状態(驚) あっという間の出来事に、
メンバー全員びっくりです(笑)
さらに、
注文した料理はどれもボリューム満点！
全部食べられるのかと思いきや、
全員ペロッと完食。
恐ろしく食欲旺盛なメンバーなのでした(笑)

海老天を
迷いなく食す …

〒992-0012 米沢市金池８丁目１- 65
鶴巻第2ビル1F
TEL.0238-21-8088
営業時間／昼 11:30～14:30
夜 17:30～21:00
定 休 日／水曜日
駐 車 場／20台
座 席 数／54席
SNS／Facebook

早速どのメニューにしようか悩みつつ、
ふと周りを見ると、
車の中で待機

おそばも
～
おいしい

店長オススメの一品
天新流

３つの食べ方
壱 天丼
ご飯のうえのかき揚げを揺
るぐことなく、一気に崩し
てください。

季節野菜の天まぶしセット

￥1,350（税別）

弐 卵をのせて
薬味と卵天をかき揚げにの
せて、卵をお箸でくずして
ください。

三種類の味を同時に楽しめる一品。さすがオススメなだ
けある！まずは揚げたてサクサクなかき揚げ、次に卵を
くずした時のトロリとした黄身をまぜると、
まろやかな味

※食べるのに夢中で写真を
撮り忘れてしまいました…。

わい。
最後にお茶漬けとして、
サラサラっと口の中に掻き
込み、一気に食べ尽す！梅干しの甘酸っぱさが絶妙に
アクセントをつけてくれて、
美味しさをより引き立たせて

イメージでお楽しみください。

参 天新茶漬け
梅干しとワサビを入れ、
お出汁をかけて天丼茶漬け
としてお召し上がりください。

くれました。

天新丼

￥1,200（税別）

これぞ天新オリジナル！
ほかほかごはんの上に、
プリっとした
海老天やとろ～り半熟の卵天、
やわら
かな牛串、
さらに数種の野菜天が盛ら
れた超豪華な天丼…！こんなに贅沢
しちゃっていいのかしら！？

天ざる
蕎麦定食

￥1,300（税別）

蕎麦と天ぷらを一緒に楽しめちゃう！
ツルっと蕎麦ののど越しを楽しみなが
ら、天ぷらの揚げたてをサクッといた
だきます。大根おろしでさっぱりと食べ
られます。

米沢牛串
天ぷら

1本 ￥500（税別）

Y-1グルメグランプリにも出場した、
天新の名物。これは食べるしかない!!
やわらかくてジューシーなお肉、
特製
のたれと柚子こしょうを絡めればそ
れはもう絶品の一串！牛肉に巻かれ
ている大葉がいいアクセントに♪
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今回は駅前での開催！米沢駅前多目的広場で行われた、
点灯式に行ってきました！置賜では最大級のイルミネー
ション！ 30,000 球以上の LED が幻想的に光り輝いて
いました。広場には大勢の人だかり！チケットを
手に取材班は、出店の列に並びます。お目当ては、
とにかくあたたかい料理。いつものごとく
食べまくる私達…。米沢のおいしいものを
満喫することができました。
そしてイルミネーションのあたたかい光で
癒される取材班なのでした。

しい FOOD
い
も
お
堪
♪
能
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の眼鏡をか
ける
魔法
光がハート型に と
♡

川島癒やし空間

Plum Sex y

Bartender
-

バ ー テン ダー

UME

うめ

-

乾いた心に、潤いを与えたい…
あてもなく夜の街を彷徨う。
そんなあなたのオアシスになることが宿命…。
僕の生きがい。
「スナック咲」の姉妹店として新店長のＵＭＥ。
お店は年中無休です。
今宵もあなたの心に潤いを
ようこそ「

Plum Sex y 」へ

読 者のあらゆる悩み 事に時にはしんみり、
時には雑に時にはS e x yに答えてくれる
大 人の 社 交 場です。

新年明けましておめでとうございます。
今年も今まで以上にsexyさに磨きをかけて、少しでも
成長していきたいと思っています。

ＵＭＥさん「恋愛における３秒ルール」、
知っていたら教えてもらえませんか？

（ペンネーム：絶好調を感じたい子）
３秒ルールって、出会った瞬間の３秒間で…。
一瞬にして恋に落ちてしまう♥ってアレだよね⁉
直感を信じないのであれば、僕は行動するべきではない
と思う。みんな直感を大切にするべきだよ！
もっと直感をSexyに信じよう…。

ＵＭＥさん、2020東京五輪を楽しむにはどう

したらいいでしょうか？

ＵＭＥさんはバーテンダーをしていて、気をつ
けていることは何かありますか？

（ペンネーム：バーテンダーになりたいくん）

お客様としっかり向き合うことかな。期待に応えられる
ようにしたいよね。
「お酒を教えて欲しい」と言って通って
くれるお客様には、いつも違うお酒をお出しします。
（出
したお酒を全部Sexyメモに残しているよ。）

ＵＭＥさんが、毎晩日記をつけてるって聞いた
んですけど本当ですか？

（ペンネーム：記録マニアちゃん）

実はそうなんだ！せっかく出会ったお客様との会話を忘
れてはいけないから、一日の終わりに時間をとって日記
をつけてるんだよね。その日の会話を振り返って、楽し
かった話や、次はこうしたほうがいいかなと思うことなど
をSexyに書いているよ…。

（ペンネーム：チケットは無いけど派）
僕 のオススメは、
「卓 球」はもちろんだけど…。
「陸 上 競
技」の短距離、長距離も注目してるかな！日本選手も世界
のトップ 選 手も見たいっ！「男 子4×10 0mリレー」は
日本のメダルの可能性をSexyに期待しているよ！
（あっ、僕もチケットは無いけど派だ…。）

2020 は「動き続けること」
立ち止まっていても、得られるものはないから！
どうにかして動かす方法を見つけるぞ～！それ自体に
意味はないとしても、動き続けることが大切だ～‼

このお店では、皆 様からのお悩み相 談をお待ちしております。御用の方は担 当営業までご連 絡ください。
※この物語はフィクションであり、
実在の人物・団体とはさほど関係ありません。

（作）
寒河江画伯

5

川島印刷スタッフが
お届けする
ゆるふわコラム

Staff Voice

マウス‼ 2020

今年も一年がんばり

年男・年女 スペシャル
令和二年

神田 敏三
S47.５.28 生

神田

↑福島県中通り北部の郷土料理である、いかにんじんを
バーガーにしてみました…感がすごい一品です

S59.７.18 生

佐藤 康徳

令和二年

S59.６.４生

寒河江麻里

家族みんな健康に

寒河江麻里

6

ット
ベストショ
2019 年の

↑普段は1/2の引きに弱い私ですが、その壁を乗り越え
手に入れた楽天イーグルスの則本選手のサインです。

プレス部

明けましておめでとうございます。
旧年中は職場復帰をさせていた
だいて間もなく、娘の体調不良
でご迷惑をおかけしました。
おかげ様で娘も１歳になり、日々
成長しております。今後ともよろ
しくお願いいたします。

令和二年

佐藤 康徳

早起きと節約

営業部

新年あけましておめでとうござい
ます。勢いのわりに食べられな
くなった揚げ物を前に、12年の
長さを感じています。昨年はご
縁があり、たくさんの出会いや
経験ができました。今年はさら
に積み重ねて充実した1年にな
ればいいなと思っています。

ット
ベストショ
2019 年の

敏三

新年あけましておめでとうござい
ます。
一秒一秒を大切にと思うこ
の頃ですが、
年間31,622,400秒
あるんですね。
でも今の一秒は今しかないので
す。
無駄にできない貴重な時間
を大切に過ごしていきたいと
思います。
きっと…

全力全開
でも晴時々曇

営業部

ット
ベストショ
2019 年の

↑急性上気道炎、嘔吐症にて入院中の娘の手には、
看護師さんが描いてくれたバタコさん

ご主人様がだ～いすき♥甘えん坊ネコさん

ご飯はまだ
かな？
お腹すいた
にゃ！
Episode

寝相が悪い ?
そんなこと
ないも～ん♥

年齢 ： 1歳 2か月
性別 ： ♂
好きなもの ： ちゃおチュール
苦手なもの ： テリーヌタイプの総合栄養食
特技 ： おすわり、美味しいもの探し

よく食べよく寝る、甘えん坊

譲渡サイトで出会い、天童市から生後１か月の時我が家に。

おーい
わき全開だよ〜笑

レア

押忍！今回ご登場のゲストは、
米沢市に
お住まいの我彦郁恵様のお宅からお越し
いただきました
「レアくん」
です。
食べることと寝ること、
そして何よりご主
人様がだ～いすきな甘えん坊さんです！
よろしくお願いします！

…。

兄弟猫と比べて、身体が小さかったレア。
ニャーと鳴けないところと、臍ヘルニアのでべそでポンポコリ
ンのお腹がとってもキュートな子猫でした。
食いしん坊で、先輩猫・エレの分までモリモリ食べて、立派な
イケ猫くんになりました。
未だに、ニャーとは鳴けなくて、その鳴き声の可愛さについ
ついにやけてしまいます。

飼い主様より
甘えん坊で、やんちゃなレア。行くところ、どこにでもついてきます。
キョトンとした顔が可愛くて、おねだりする顔もまた可愛くて、毎日
親バカ全開です ( 笑 ) 一緒に暮らして 1 年が経ち、エレとも仲良くし
ていて、夜は 2 匹で大運動会。レアのおかげで、賑やかに暮らせて
います。これからもよろしくね。

エレが大好き‼

新入部員募集！
押忍！肉球部では、あなた
の自慢のペットをご 紹介さ
せていただきます。まずは
最寄りの川島印刷社員まで！

部費FREE ￥０

今回の飼い主様は、米沢市にお住まいの、我彦郁恵様のご家族でした。ありがとうございました。押忍！
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ホテル旅館業

観光業

飲食業 の皆さまへ

川島印刷から外国語版印刷物のご案内

ようこそ
外国人観光客に向けた
おもてなしの準備は 歡迎／欢迎
WEL

COM

お済みですか？

오신

것을

E

환영합

니다

近年、日本を訪れる外国人旅行者が増加しているなか、
「外国人観光客へのおもてなし」
にお困りではありませんか？
外国語で表記されている印刷物を早めに準備し、海外からのお客様をおもてなししましょう。

外国語のPOP・チラシ・パンフレット・
メニューなどの制作は川島印刷におまかせ！
旅館案内
パンフ

飲食店
メニュー

米沢での制作実績

No.1

観光案内
パンフ

中国語（簡体字／繁体字）
英語・韓国語 対応

ネイティブチェック
対応可能
外国語
印刷物
制作事例は
こちら！

米沢市うまいもの振興協議会様／
米沢市多言語観光パンフレット（英語・繁体字版）

米沢牛・山懐料理 吉亭様／
おしながき（英語・繁体字・簡体字版）
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川島印刷フェイスブック

まずは、お気軽にご相談！

2020年春 発行予定

かわしま通信はときどき発行します。

謹賀新年
新年あけましておめでとうございます。
令和の 2 年目に入り、AI の進化や、世
の中の変化がますます目まぐるしく変
わることが予想されます。お客様本位は
ぶれずに、変わりゆく環境を的確にとらえ、今後もサービス
力向上に努めてまいります。本年もご愛顧 賜りますよう、
よろしくお願いいたします。
令和２年 1 月

株式会社川島印刷

代表取締役

川島 良範

