
お届けする“やましんe聞”には
こんな魅力も…スマホ、
タブレット、パソコンでどうぞ。

山形市旅篭町2-5-12  山形メディアタワー  
0120-81-8040（9：30～17：30）

お申し込みは
やましんイーブン

文字の拡大も
思いのまま

いつでもどこでも
閲覧できます

毎朝5時に
紙面配信

緊急時の情報収集にも
役立ちます!

日間30
過去30日間の紙面が
確認できます!

山形新聞ご購読者だけの
無料デジタルサービスです。

※法人、団体契約は除く

山形新聞社販売局ご不明の際は

山形新
住所／山形市あかねヶ丘2-3-3
電話／023-645-6792
営業時間／9:00～17:00
定休日／不定休
http://www.liberty-it.net/shitara/seitai/index.html

　自家製生中華麺、餃子も人気ですが、つけ麺
用の小麦粉でつくったもちもち皮のスイーツ
が話題を呼んでいるまるぼ製麺所。そのスイー
ツの名は「ぼやき（8個入り350円、12個入り
500円※ともに税込）」!! 見た目はたこ焼きの
ようにまん丸で、中にはあんこがぎっしり♪
むっちりとした歯ごたえと、じんわりと優しい
甘さのあんこの味がたまりません。甘党の方に
はぜひにおすすめしたい名物です。季節や主
人の気まぐれで、あんこ以外の変わり種も時
折店頭に並びます。ラーメン生地の皮で包ん
だ「谷地男のラーメン餃子」も評判ですよ。

住所／山形市あかねヶ丘3-9-20
電話／023-646-3399
営業時間／10:00～20:00
定休日／なし
http://www.baden.jp/service/info2.php

山形県内すてきなお店
まるぼ製麺所 あいらくグループ 設楽整体院（あかねヶ丘店） ソフトバンク山形西バイパス

今月もプレゼントや特典がいっぱいです。 このマークをお見逃しなく!
プレゼント!

二重枠に入った文字を組み合わせて
できる言葉をお答えください。

クロスワードパズル

前月号の答え
「ハリクヨウ」

クロスワードパズルの正解者の中から抽選で20名様に、
「つや姫ペットボトル」をプレゼントいたします。

NEW

かわら版編集部
発行部数 9万7,000部

つや姫ペットボトル

ヒント：お返しは、何にしようかなぁ?

答
え

▼横の鍵

住所／米沢市東3-1-1
電話／0238-26-8157
営業時間／9:00～20:00
　（L.O.19:30）
定休日／月1回

　米沢の駅弁で有名な「どまん中弁当」の
発売元、新杵屋の2階にオープンして6年。
米沢駅を眼下に、広い窓から見える景色も
最高です。おいしいと評判のランチは、コー
ヒーとサラダがついて600円より。特にお
店で手作りしている、山形牛を使ったハン
バーグ（850円）は、不動の人気ナンバーワ
ンとなっています。野菜がたっぷり入ったサ
ンドイッチやおにぎり、ケーキなどを注文す
ると、セット価格でソフトドリンクが200
円引きになってお得です。皆さんもぜひ、一
度足をお運びください。
　注文時にヨモーニャくらぶ会員カード提
示で50円引!

　開院から20年。県内外に独立店を多数輩出す
る設楽整体院。こちらはどこで施術しても良くな
らない方、肩や腰などの痛みがひどい方が最後に
たどり着く場所。利用者の方からは「家族に笑顔
が戻った」「将来に希望がもてた」など、たくさんの
メッセージが後を絶ちません。お悩みならば、ぜ
ひ一度お試しください。また、将来独立をお考え
の方、人に感謝される、社会貢献できる一生の仕
事として整体はおすすめですよ。お気軽にお問い
合わせください。3月20日から7日間、かみのや
ま温泉でカイロ事業のセミナーを開催します。
　「かわら版を見た」のひと言で、施術料7,500円
→3,000円！仕事に興味のある方は体験無料。

　昨年6月末に店内リニューアルし、さらに
くつろげる空間になったソフトバンク山形
西バイパス！携帯電話はもちろん、ご自宅の
インターネットも相談できセットでお得な
新サービス「スマート値引き」が大好評。ま
た入学や卒業シーズンを控えた今「家族の
学割」を受付中!!当店と姉妹店ソフトバンク
成沢の両店にて、学割予約のお客様に「合
格祈願・お菓子セット」をプレゼント♪さら
にご契約時には、話題の自撮り棒などをプ
レゼントしています。数に限りがありますの
でご予約、お申込みはお早目に。

カフェ マレット

骨盤の矯正のスペシャリスト！
〒990-2323　山形市桜田東二丁目3-8-7
《ホームページ》 http://www.yamashinhanbai.jp/
《メール》 kawaraban@yamashinhanbai.jp

読者お問い合わせ窓口
TEL.023-635-6111（山新販売内）

　皆さんは、地酒による乾杯をすすめる「地酒に
よる乾杯を推進する条例」を知っていますか? 
2013年末に京都で施行された後、山形県でも
14年２月から採用している条例です。今号では、
川西町の地酒による町おこしへの取り組みを川
西町役場 産業振興課商工観光の奥村正隆主幹
に聞いてきました。

Q、通称“乾杯条例”。特製のおちょこまでつくると
は、熱が入っていますね。
▶本県では山形市と上山市、また河北町、寒河江
市、天童市で次々と施行されています。これは地
酒による乾杯の習慣を広め、日本文化への理解
を深めることを第一の目的としており、また広く
地酒の認知と消費を促そうという条例ですが、な
にぶん拘束力はありません。
　わが町ではこの条例施行にあたっての提案は、
議会や商工会など民間サイドからされたもので
した。ですので、13年の末に商工会と議会の懇談
会の中で話題となったのが始まりで、およそ4カ
月後の14年の3月に条例施行。そして、特製のお
ちょこも完成させるという異例の早さで進みま
した。これは、川西町では第1号となる議会提案
型の条例施行でもあり、また、民間と行政が強固
な連携で推し進めた、とても意義がある条例だと
感じています。
　川西町は古来、宿場町として栄え、それゆえ日
本酒を消費する商圏が形成されていました。おか

げで酒造りが花開き、一時期は9つの造り酒屋が
軒を連ねていたといいます。このように酒文化と
ともに歩んできた町であると考えると、日本酒を
大事にしようというこの条例は、我々町民の心を
掴んだのでしょう。川西町では日本酒こそ郷土の
酒であるという思いがありますし、酒米の生産こ
そまだまだ少ないですが、わが町は反収で日本一
をとったことがあるほど、日本でも有数の米どこ
ろであります。地域にあるそんな文化的背景も、
この条例を施行する上でちょうど良かったので
しょう。地域の飲食店の方々も、そのお客の皆さ
んも、地酒による乾杯をとても楽しみにしてくだ
さっています。
Q、おちょこも民間サイドからの発案?
▶その通りです。現在、「割烹喜楽」のご主人であ
り商工会の商業部長も務める鈴木明弘さんの発
案で、町内にある造り酒屋「嵐山酒造」「樽平酒
造」「中沖酒造店」「福牡丹酒造」の4主力銘柄を
入れさせていただきました。そして、「地酒でかん
ぱい、川西町」というキャッチコピーも印字し、多
くの飲食店さんで活用していただいています。お
ちょこは一般の方にも販売していますが、郷土愛
からか購入してくださる方が多いです。町おこし
という意味では、まずは順調だと感じておりま
す。
Q、今後の動きについて。
▶条例施行から、まもなく1年が経とうとしてい
ます。町内の乾杯条例の動きを広く町内外に伝

え、またサポートすることが我々行政に求められ
ています。今後とも、町民のみなさんとともに地
酒による地域振興に努めたいと思います。こんな
に小さなエリアに、4つの酒蔵が現存しているこ
と自体、誇るべき町の宝なのですから。

̶ありがとうございます。他地域でも地酒をはじ
め、上山市では地ワインでの乾杯を促すなど、各
市町村で進められている乾杯条例。ぜひ読者の
みなさんも、地元のお酒での乾杯をお楽しみくだ
さい。

ひと口でみな笑顔。
今話題のまん丸スイーツ!

※ご応募いただいたお客様の個人情報は、山新販売、山形新聞社、山形新聞販売店で適正に管理し、賞品発送、本紙販売店業務のご連絡・ご案内に利用させていただきます。

駅から徒歩1分
電車の待ち時間に最適!

山形市内最大級!ゆったりとした
店内で、ご商談ください。

今月の
いちばん
情報!!

やましんかわら版は
山新販売店と読者を結ぶ

ミニコミ誌です

▼縦の鍵

■応募方法╱ハガキに住所・氏名・電話番号を明記のうえ、答えを書いて
〒990-2323　山形市桜田東二丁目3-8-7　かわら版編集部「クロスワード」係
までお送りください。その際、「かわら版」への感想やご意見もお願いいたします。
■応募締切╱平成27年3月15日まで。当日消印有効です。 ●発表はお届けをもってかえさせていただきます。

毎月5日発行

2015

月号

住所／河北町谷地甲76　電話／0237-72-5526
営業時間／10:00～19:00　定休日／火曜

山形新聞朝刊を
各家庭に
届ける仕事です。

配達スタッフ
募集

配達スタッフ
募集

年齢・性別不問です。

早起きすると人生が変わる!!

未経験
OK!

詳しくはお近くの販売店までお電話下さい。

収入アップと健康増進の両立。

山形新聞販売店
米沢中央専売所
米沢西専売所
米沢南専売所
米沢東営業所
米沢北専売所
糠野目専売所
高 畠 専 売 所
北山形専売所
山形嶋専売所
城 南 専 売 所
西山形専売所
芸工大前専売所
北 部 専 売 所
西 部 営 業 所
南 部 営 業 所
元 木 営 業 所
大野目営業所
漆 山 営 業 所

☎0238-21-2772
☎0238-21-6776
☎0238-21-4545
☎0238-22-6688
☎0238-37-6664
☎0238-49-7715
☎0238-52-2859
☎023-647-6255
☎023-684-3013
☎023-643-6101
☎023-646-2552
☎023-641-6612
☎023-622-2168
☎023-644-9935
☎023-622-4108
☎023-642-1342
☎023-642-3869
☎023-674-7500

米沢市中央1-7-27
米沢市舘山281-22
米沢市門東町2-4-46
米沢市通町4-11-1
米沢市窪田町窪田453-7
高畠町大字福沢636-4
高畠町高畠878
山形市北山形1-2-18
山形市江俣3-17-34
山形市城西町3-17-3
山形市富の中1-12-2
山形市東青田3-7-20
山形市宮町3-6-26
山形市上町4-1-4
山形市あこや町1-3-4
山形市元木1-10-45
山形市芳野26
山形市大字漆山184-20

山形中央営業所
蔵 王 営 業 所
上 山 営 業 所
上山南部専売所
天童北部専売所
天童南営業所
長 崎 専 売 所
山 辺 専 売 所
宮 宿 販 売 所
谷 地 専 売 所
神 町 専 売 所
東根駅前営業所
東根中央専売所
村 山 専 売 所
村山西部営業所
新庄泉田専売所
鶴岡北営業所

☎023-642-5571
☎023-615-3353
☎023-672-0259
☎023-673-3541
☎023-654-3770
☎023-655-6713
☎023-662-5591
☎023-664-5458
☎0237-67-8120
☎0237-71-1750
☎0237-47-0165
☎0237-42-0135
☎0237-53-0665
☎0237-55-3322
☎0237-53-1141
☎0233-25-3008
☎0235-25-2077

山形市あさひ町14-18
山形市飯田5-5-36
上山市新町1-12-2
上山市石崎1-7-58
天童市北久野本2-1-3
天童市東芳賀2-9-1
中山町長崎2830-13
山辺町山辺250-1
朝日町宮宿2361
河北町谷地中央5-1-4
東根市神町東1-10-21
東根市宮崎3-7-2
東根市大字蟹沢1714-35
村山市楯岡新町1-8-1
村山市中央1-4-28
新庄市大字泉田字村東133
鶴岡市錦町1-25 プレゼント!

川西町特製おちょこを
5名様にプレゼント!

プレゼント!

3

①今日は、駅前のスーパーで
卵が午後2時から安いら
しいわよ。

②片目をつぶって行う合図。
「あのこ、キミのことが好
きみたいだね。」

③俗に言う、刑事のこと。テ
レビドラマであったでしょ
う「あぶない○○」

④物事の意味を十分理解し
て自分のものとすること。

⑤電気を持っている小さな
小さなツブのこと。マイナ
ス○○○は、空気のビタミ
ンとも呼ばれ、身体をリ
ラックスさせる効果があ
るかも。

⑥その名のとおり、歩数を計
測する機器。「万歩計」は、
ある会社の登録商標だっ
て知ってました?

⑦英単語の意味や用法を日
本語で解説した辞典を
「○○○辞典」といいます。
⑧生物が生きていくために、
無くてはならない気体。場
の雰囲気を読めない人の
ことも「○○○が読めない
人」といいますね。

⑨まだまだ、治らない病気が
たくさんあります。○○○
の進歩に期待しましょう。

①苗代で育てた稲の苗を水田に
移し植えること。

⑥乳幼児を保護し、育てること。
⑩自分の意見を強くどこまでも主
張すること。「自説を曲げずに
○○○○○」などといいますね。

⑪ノルウェーの画家エドヴァル
ド・○○○が1893年に制作
した彼の代表作。「○○○の叫
び」という題名と思っている人
が多いですが、正解は「叫び」
です。

⑫庭や鉢などに植えてある木の
こと。「スーダラ節」で有名なの
は「○○○等」さん。

⑬漢字で書くと「柵」。「しがらみ」
とも読みます。境界線に建て

たりしますね。
⑭時刻を示したり、時間を計る
機械のこと。日本に初めて伝来
したのは、1551年にフランシ
スコ・ザビエルが献上したも
のとされています。

⑮めでたいとして喜ぶこと。その
時に飲むお酒が「○○○酒」。
これがうまいんだよねぇ。

⑯映像。特にテレビで、オーディ
オ（音声）に対する画像。VTR
のこと。動画などを撮影する
機械のことを「○○○カメラ」
といいますね。

⑰漢字で書くと「素寒貧」。まった
くお金を持っていない人のこ
とをいいますね。

谷地男の
ラーメン餃子引換券
（冷凍・1,000円相当）
を５名様にプレゼント！

協賛店

〒99
《ホー
《メール

地酒は地域の宝
特製おちょこで乾杯を!

上/宴席での乾杯の定番となった、町内主力4銘
柄が印字された特製おちょこ。一般向けには
川西町役場と割烹喜楽で販売されています。

左/産業振興課商工観光主幹の奥村正隆さん。
右/同町での条例実施の立役者である割烹喜楽
の店主、鈴木明弘さん。おちょこの次は特製の
とっくりもつくり、川西町のPRにこれからも
努めたいと話す。


