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http://www.sci.e-ushiku.jp/
坪井 幸裕
代表取締役社長

25 ,000部発行（牛久市内全戸配布）
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坪井社長への取材を終え、読
者へ最後にメッセージをお願い
し た と こ ろ、「 味 噌 は 昔 か ら の
伝統品であり、健康にはとても
良い食品です。若い方にもたく

にしたものを作ったりしていま
す。過去には肌にいい「ハトム
ギ」を原料に味噌を作りました
が、こちらは売れ行き伸びずで
お蔵入りとなりました（笑）
Ｑ．味噌作りの楽しいところと
難しいところは？
坪井．楽しいのは、お客様に「お
いしい」と評価されたときです
ね。
逆に難しいのが、温度管理で
す。日本の四季は温度変化が激
しく、味噌に最適な温度を一定
に保つのがやはり難しいところ
でしょうか？
味噌は非常にデリケートで、
温度管理で色と味わいに大きな
違いが出てくるのです。

今回で２回目となりました「スポットライト Ushiku
」。
牛久市島田町にて１９６２年創業以来いまも変わらぬ木樽で味噌
を作り続けている【㈱ヤマイチ味噌】に取材に行っ
てきました。
同 社 は 全 国 約 ６ ０ ０ 社 が 自 慢 の 味 噌 を 競 い 合 い、
そ の 年 の 日 本 一 の 味 噌 を 決 め る《 全 国 味 噌 鑑 評 会 》
に４度の入賞をはたしています。そのおいしさの秘
訣や裏側を、現在２代目となります坪井幸裕さんに
お話を伺いました。

Ｑ．味噌づくりはいつごろから
携わっているのですか？
坪井． 歳頃に営業として入社
しました。平成８年に先代が亡
くなってから当時の工場長にノ
ウハウを教わり、自分流にアレ
ンジしながら今日に至っていま
す。
Ｑ．味噌の魅力とは？
坪井．発酵食品の中でも長い歴
史があり、なんといっても健康
に良いことです。
Ｑ．ヤマイチ味噌の特徴は？
坪井．当社の「こしひかり米生
みそ」は、地元茨城県の米と大
豆にこだわって、創業以来変わ
らぬ木樽で作り続けています。
いまは、衛生面や労力等の観点
からステンレスの容器で作って
いるところが多いですが、木樽
に住ついた昔からの菌を利用し
てしか出せない独特の味わいは
宝です。他にもいまは珍しくな
った「麦」や「黒大豆」を原料
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さん召し上がっていただ
き、もっともっと味噌
の魅力が伝わることを
願っています。それか
ら、塩分を気にされる
方もいらっしゃると思い
ますが、野菜具だくさんの味噌
汁は塩分を排出してくれるので
気にせずおいしく召し上がれま
す よ。」 と の こ と。 ま た、 味 噌
を使った新しい料理の開発にも
取り組んでおり、乳製品との相
性のよさを生かしたレシピをホ
ームページで公開しております
ので、ぜひご覧いただきたいと
のことです。
この牛久の地でで
きたヤマイチ味噌
をぜひ一度味わ
ってみたいで
すよね。
ヤマイチ
味噌の商
品は、市
内スー
パーや
島田町
の直売
所でお
求めに
なれま
す。

消費者の健康を願って、
伝統の味と製法にこだわった味噌造り。

平成２１年１０月１日発行 発行：牛久市商工会

みそクリームパスタ

みそだんご

株式会社ヤマイチ味噌

[ 工場・直売所 ] 牛久市島田町 2713 TEL875-0002
http://www.yamaichimiso.co.jp/
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新規加入会員の紹介
当商工会では、平成17年度から20年度にかけて５３１社もの新しい会員を増やすことができました。また平成21年度「トクトクキャ
ンペーン」中にも多くの事業所が加入されました。その中から本誌に掲載を希望した事業所を紹介させて頂きます。

「らーめん道」徳治郎

かとう歯科クリニック

平日限定ランチタイムサービス
いづれか一品お選び下さい。
A)ギョーザ
200円
B)チャーシュー丼
200円
C)生中ビール
300円
D)トッピング（一品）
無料
E)麺大盛
無料

祖父の時代から牛久で医療をさせて
いただいております。「噛み合わせ
と口腔内の状態から全身治療を考え
た歯科治療を」を理念に診療してお
ります。よく噛んで脳を刺激し、ストレスを緩和し、そして
消化酵素であり粘膜修復、歯面修復までしてくれる唾液をた
くさん出しましょう!!

業種：ラーメン店 牛久市中央5-2-9 TEL.871-2607
定休日 不定休 営業時間 11:30〜23:00

業種：歯科医院
牛久市南2-3-43

Blooming Nails

一誠商事㈱ ひたち野うしく支店

カルジェル専門店ブルーミングネ
イルズは多くのお客様に愛されて
早７年！確かな技術で素敵な指先
を演出します。爪に優しく長持ちす
ることで幅広い年齢層に人気のカ
ルジェルを、基礎から学べるスクールも開講中!!

《草刈り無償 無料サービス査定!!》ひたち
野うしくで土地の売却や賃貸を考えている地
主様に、無償草刈りサービスのご案内です!!
詳細は当社スタッフまで、お気軽にお問い合
わせ下さい。土地活用についてのご相談、お部屋探しは、一
誠商事にお任せ下さい！

業種：ネイルサロン 牛久市中央5-10 セントラルプラ
ネットビル305 TEL.871-4196
定休日 日曜日 営業時間 10:00〜20:00

業種：不動産
牛久市ひたち野東1-25-14 TEL.878-1120
定休日 水曜日 営業時間 9:00〜18:30

味処

星の砂

TEL.872-8823

㈱ハウスメイク牛久

当店では、日替わりでおすすめメニ
ューが10種類以上あり、お刺身類
から、炭火焼等お酒にぴったりのお
つまみを揃えております。
カラオケは無料で歌い放題!!
ぜひ、ご来店下さい。

外壁屋根のリフォーム専門会社の「ハ
ウスメイク牛久」では9月末迄に成約
されたお客様全員に新米５kgをプレ
ゼント中です。塗料にこだわりを持
っている当社の「ウルトラハイパーセラストーン」は仕上が
りが天然石で耐久年数も20年以上で大人気商品です。

業種：居酒屋
牛久市柏田町1072-18 TEL.871-6934
定休日 日曜日 営業時間 17:00〜23:00

業種：総合リフォーム
牛久市栄町5-58-2 関ビル1F 001号 TEL.830-7760
定休日 月曜日 営業時間 8:30〜18:00

かき焼き屋 こぶし

ＤＡＣＳ㈲

６月からメニューも一新し、新鮮な
魚介類の他、牡蠣が苦手な方にも満
足していただけるように一品料理も
豊富に取り揃えております。海鮮が
高いと思っている貴方!! ぜひ一度
当店へ。事前予約、宴会予約お受けできます。

当社では、データベースの作成・ホー
ムページ作成・ネットショップ開設など
を行っています。またパソコン教室の
運営を行っており、学生の方から年配
の方まで幅広い層の方にご利用頂いております。パソコンに関
するご相談、お見積りは無料です。お気軽にご相談下さい。

業種：飲食店
牛久市栄町1丁目9-3 TEL.870-5460
定休日 不定休 営業時間 17:00〜0:00（L.O.23:00）

業種：ＩＴサービス業 牛久市栄町1丁目11-3
パソコン教室 牛久栄町校内 TEL.871-8986
定休日 月・金曜日 営業時間 9:30〜18:00

カフェ ステンドグラス

㈲ミーサン

ステンドグラスに囲まれた光と
色の空間で、くつろぎのティー
タイムをいかがですか。
ランチも用意しましたので、お
気軽にお立ち寄り下さい。

○土木・建設（施工・管理）

業種：喫茶店 牛久市中央5-7-1 TEL.873-1435
ＨＰ http://cafestainedglass.web.fc2.com/
定休日 木曜日 営業時間 10:00〜18:00

業種：土木・建築 沖縄商品
牛久市中央5丁目13-11 中島ビル3F TEL.802-3303
定休日 日曜日 営業時間 9:00〜18:00

ハロー!

☆沖縄名産品も扱っています☆
・泡盛 ・海ぶどう ・食品
・季節によってフルーツ（マンゴー、ドラゴンフルーツ、な
ども取り寄せています!!）

〈〉
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㈱ひたちの計画

ひたちのログハウス
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㈲コーヨー フランス菓子 シャンボール

当社は手づくりログハウスの設計・施工
を専門とする会社です。太さ・形の異な
った丸太をそれぞれの個性を活かしなが
ら現場にて加工し組み上げていくのが手づくりログハウスの
特徴です。書斎・アトリエとして庭の一角に又はアウトドア
ーライフの基地として海・山にいかがでしょうか。

本格的なフランス菓子をはじめ、バースデー
ケーキや生キャラメルなど豊富に取り揃えて
おります。また、「牛久ワインケーキ」や江
戸崎かぼちゃを使用した「江戸崎のかぼちゃ
ケーキ」等地域のお土産品にいかがでしょうか。
皆様のご来店、心よりお待ちしております。

業種：ハンドメイドログハウス設計・施工
牛久市ひたち野西2丁目28番地1 TEL.846-5566
定休日 火曜日 営業時間 9:00〜18:00

業種：洋菓子の製造・販売・卸売り
牛久市中央3-16-2 TEL.871-4741
定休日 年中無休 営業時間 9:30-21:00(日曜のみ20:00)

みっしぇる保育室 プリマベーラ ジャパン

坂口建築工房

ベビーシッター、病児保育、産前産後ケア、
送迎、また全てドイツの輸入おもちゃを取り
入れたバイリンガル教育の保育園もあります。
子供達の無限の可能性を一番に考え、少人数
制です。発達に少し心配があっても大丈夫。
看護師、保育士が丁寧にケアいたします。
業種：保育園、ベビーシッター、病児保育、産前産後ケア、院内・イベント保育
牛久市南1-7-7 TEL.871-7542・080-1377-5082 http://primavera.jp.fm/
定休日 土・日曜日・祝日（託児：土曜日 要相談）
営業時間 事務所8:30〜17:00 保育室7:30〜19:00（早朝、夕方延
長可 要相談）

住宅のことなら当社へおまかせ下さい。安
心の保証３点セット。「完成保証」、「瑕庇
保証」、
「地盤保証」。また、長期優良住宅等、
新築、リフォーム、外構工事等お気軽にご
相談下さい。随時新築完成見学会を開催し
ております。牛久市神谷、取手市宮和田の２現場を12月上旬に
予定しております。是非ご来場下さい。

本格インド料理

プリンス

業種：建築業（住宅新築、リフォーム等）
牛久市栄町6-35-5 TEL.875-6561
定休日 水曜日 営業時間 8:00〜19:00
自家焙煎珈琲豆専門店

長年インドやUAEなどの五つ星ホテルで腕を磨いたシェフ
の本格カレーが気軽に味わえる店が、阿見町と牛久市に。
ランチ食べ放題[土・日のみ]880円（カレー4種、ナン2種、
サラダ6種、サフランライス、インドキムチ、デザート）ラ
ンチセット680円〜[＋100円でソフトドリンクがつきます](カレー1種選ぶ、サラ
ダ、ナンorライス)お替わり自由。宴会コースメニュー1480円〜 ＋1500円で飲
み放題（120分）4人〜40人まで対応！ディナータイム カレー全品50%OFF（テ
ィクアウトの利用不可）ランチタイム ソフトドリンク一杯サービス １枚で人数分
有効 開店1周年記念サービス10月4日まで 代行･送迎も相談に応じます。

業種：インド料理 牛久市南1-18-22 1F
TEL.871-8880 http://www.alpina.bz/prince
営業時間 ランチ11:00〜15:00 ディナー17:00〜23:00

南部珈琲

当店は自家焙煎珈琲豆の専門店で、ご注文
後にお好みに合わせてコーヒー生豆を焙煎
しています。（電話予約が便利。）喫茶コー
ナーもあります。また、おいしいお水の宅
配サービス「アクアクララ」代理店で、他にも各種ミネラルウォ
ーターを取り扱えています。お気軽にお立ち寄り下さい。

業種：自家焙煎珈琲豆・宅配水・ミネラルウォーターの販売
牛久市中央2-21-2 TEL.830-8235
http://www.nanbu-coffee.com/
定休日 月曜日 営業時間 10:30〜19:00（LO 18:30）
はじめ

新生ラーメン 麺屋MARU
市役所入口にオープンしました！ ＴＶチ
ャンピオン「ラーメン王選手権」二連覇"
神の舌"を持つ最強のラーメン評論家石
神秀幸氏も訪れ、おいしいラーメンと絶
賛し、雑誌の一面に紹介されました。一度食べたら2度3度食
べたくなる味です。ご来店をお待ちしております。

業種：ラーメン店
牛久市中央3-16-1 TEL.871-0862
定休日 木曜日 営業時間 11:00〜21:00

㈱ 元 工務店
はじめまして、このたび牛久市で型枠業をや
らせてもらうこととなりました。元（はじめ）
工務店と申します。
型枠のことなら、大小問わずお気軽にご相談
下さい。専門スタッフ（１級技能士含む）が本気で、対応・
施工させて頂きます。よろしくお願いします。

業種：型枠業 牛久市刈谷町4-84-2 TEL.872-6302
定休日 現場の都合 営業時間 現場の都合

我が家 ダイニング プロジェクト

パソカレッジ 牛久教室

一緒に繁盛店を作りませんか？「我が家ダイニ
ングプロジェクト」では、飲食店経営を目指し
ている皆さんに、経営ノウハウや実技を学んで
頂き繁盛店を作る為の支援を行っています！今、この時代だから
こそチャンスなんです!! 詳しくはＨＰ（下記URL）をどうぞ。

パソカレッジはただのパソコン教室では
ありません。パソコンを「学んでよかった」
と真剣に思っていただける様に、パソコ
ンの楽しさ、使い方、生活への活かし方、お仕事への活かし
方をどんどんご提案します。｢自分の創りたいものを創る｣こ
とができる数少ないパソコン教室です。無料体験実施中！

業種：飲食店開業支援コンサルティング
牛久市中央3-36-12 イースタンビル1F
TEL.872-2881 http://wagaya-diningproject.com
定休日 無休 営業時間 15:00〜24:00

金で
手軽な掛 償
補
ビッグな

業種：超初心者・中高齢者大歓迎のパソコン教室
牛久市刈谷町4-195-3 TEL.886-5786
定休日 木・日曜・祝日 営業時間 平日 10:00 〜 19:00 土 10:00 〜 17:00

全国商工会 会員福祉共済
詳しくは、牛久市商工会

☎872-2520

青年部・女性部

第８回 商工会親善ゴルフ大会

【募集期間】10/1〜11/9 問い合わせ：JICA茨城 ☎029-838-1111

部長紹介

性化に寄与することが目的のお
祭りです。
今年も当会青年部員による大
抽選会はもちろん、工業ゾーン
でも、ちびっこ対象のゲーム（が
んばった「ちびっこ」にはもれ
なく参加賞があるよ♪）を開催
しイベント盛りだくさんで皆様
のご来場をお待ちしております。

遼パパあのプロゴルファー
「石川遼」の父がやってくる！

お問い合わせ 牛久市商工会
☎８７２ ２ｰ５２０

!!

会員同士の親睦を図ることを
目的に開催しているゴルフ大会
も今回で８回目をむかえること
ができました！豪華賞品盛りだ
くさんで皆様のご参加をお待ち
しております。まだ会員でない
事業主様もこの機会にご加入い
ただき参加してみてはいかがで
すか。
開催日
月９日（月）雨天決行

〜遼はこうして育てました
【子育て論】〜

30 2

つくば市小野崎４８８ー１

16 11

会 場 金乃台カントリークラブ
※詳細及び申込書は会員の皆様
に後日郵送します。

茨城県宅地建物取引業協会牛久
支部（当商工会会員）プレゼンツ
開催日 平成 年 月 日（月）
講演時間
時〜 時 分
所 ホテルグランド東雲

場

21

15

講演内容 「子育て論」
石川遼プロの快挙達成までの
教育方針や親子のきずなのあり
方。さらに、当日は「石川遼プ
ロのサイン入りグッズ」が当た
る抽選会も開催致します
牛久市商工会会員限定
組１００名様無料ご招待
※先着順とさせていただきます。
ご希望の場合は早めにご連絡
ください。
※入場者多数の場合立ち見とな
る場合があります。ご了承く
ださい。

50

新

30

抽選会のお礼とお詫び
８月１日に開催いたしました
「 抽 選 会 」（ 本 誌 ７ 月 １ 日 号 掲
載企画）には、多くの市民の皆
様にご参加いただきまして誠に
ありがとうございました。今後
も皆様に喜んでいただける企画
を実施してまいりたいと考えて
おります。また、前号の記載内
容の一部に誤りがあり、ご迷惑
をおかけしましたことを深くお
詫び申し上げます。
第 回 うしくＷａｉワイまつり
3

青年部 部長 中島康章
今年度より商工会青年部部長
となりました中島康章と申しま
す。我々青年部のスローガンを
「挑戦！」とし、地域の商工業
を躍動させ、その責任を自覚す
ると共に先輩方から受継いだ熱
き想いを絶やす事なく頑張って
参りますので、ご指導ご鞭撻の
程よろしくお願い申し上げます。

女性部 部長 鈴木文子
女性部は何か社会貢献をした
いと考え、介護施設へのタオル
提供や後進国の子供のワクチン
を１人分でも多くという思いで
色々と活躍中です。
女性部発足 年、諸先輩方が
つくって下さった歴史を大切に
し、皆様のご指導をいただきな
がら研鑽を重ね頑張りますので
よろしくお願いいたします。
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㈲グリタ新体操スクール
スポーツ教室 神谷
☎872-3383

後ノ上建築
建築業 下根町
☎871-2207
佐々木建築
建築業 上太田町
☎871-5466

☎872-2520
牛久市商工会

新規会員募集中

11

毎年、 月 日に恒例となり
ました、文化の日のお祭り「う
しくＷａｉワイまつり」が今年
も盛大に開催されます。
地元牛久市が生み出す優れた
産業を広く宣伝・紹介し、市民
生活の向上と産業の振興及び活

青年海外協力隊・シニア海外ボランティアに参加してみませんか。

お知らせ
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社会サービス部会

建築・不動産業部会
尾長屋牛久店
たいやき屋 中央
☎874-9564
㈱四季彩
仕出し・ケータリング
ひたち野東
☎878-5757
中華料理 とん亭
中華料理 中央
☎871-6316
㈱匠エンジニアリング
半導体の研究・調査
ひたち野西
☎878-5515

料飲業部会

工業部会

平成21年6月16日〜9月15日までの加入

新規加入事業所紹介

大成有限会社
自動車リサイクル・解体 女化町
☎874-7803
特定非営利活動法人文化
フォーラムうしく
NPO 下根町
☎874-5583
ヘアサロン・デルタ
理容業 刈谷町
☎874-7242
神経科クリニック こどもの園
診療所 柏田町
☎874-8351
江夏商事㈱
自動車、金属、スクラップ
等輸出 中央
☎872-8897
鳥吉牛久店
居酒屋 さくら台
☎830-7335
㈱爆発研究所
並列計算機の販売 中央
☎846-5682
㈱ルチア
衣料品販売 エスカード1F
☎871-0342
鱗屋（うろこや）
ペットショップ 神谷
☎080-1058-9311

日本テクノサービス㈱
理化学機器製造 中央
☎886-6811

商業部会
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牛久市商工会だより
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