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催事情報はWebサイトでもご紹介しています！
www.goto-maki.net/event/

浜口水産公式 LINE@新登場！
「友達追加」から、QRコード読取り
もしくは ID（@zhi7614a）検索！

【ひとこと五島弁】
ひっちゃかましか：うるさい
「せみん鳴き声のひっちゃかましかね」

島の教会案内
五島市の特色ある教会をご紹介します。

三井楽教会堂（みいらくきょうかいどう）

　遣唐使船最後の寄港地でもあった三井楽。空海（弘法大師）もこ
の地から唐に発ち戻り、日本に密教を広めたといわれます。
　そして三井楽地区にキリスト教が伝えられた歴史も古く、大村
藩からの公式移住が始まる以前に移住が行われ、農業や冬場の鯨
加工などで生計を立てていました。表面上はみょうじん様や山の
神などを祭りながらも、密かにキリスト教の信仰を守っていまし
た。しかし、明治元年には久賀島から始まった迫害が三井楽の土
地にも及びます。厳しい弾圧を目の当たりにし、近くの一家がお
かゆを差し入れてくれたこともあったと言われています。信徒達
は堪え忍び、４年後にやっと全員が放免となりました。翌年明治
５年から、外国人神父が密かに三井楽を訪れ、宣教・司牧活動を
行い、信徒の家でミサを捧げました。
　様々なキリシタンの歴史を歩みながら、明治 13 年に現在の教
会堂の前身となるゴシック様式の木造教会堂を建設しました。鉞
や斧を所有する信徒が 2 名しかおらず、時間を要する建造となり
ましたが、なんとかクリスマスに間に合わせ、三井楽教会の信徒

三井楽教会堂へのアクセス
福江港から車で 40分

皆様には日頃よりご贔屓をいただき、厚くお礼申し上げま
す。さて、６月２８日に浜口水産・豪徳寺店は開店２周年

東京・世田谷区豪徳寺に出店して早２年。商店街の皆様や
お客様の温かさに支えられての毎日です。さほど人通りの

代表取締役　濱口正秀より

豪徳寺店店長　内田より

２月からは体調が落ち込む時期。
メタボなうえ、花粉症。
今年はゼンソクまで発症。
クシャミと咳のＷパンチで毎日が憂鬱です。。
咳をしすぎると、腹筋が痛くなり大変。
でもね、咳のしすぎで腹筋が強くなって今は
全然痛くなくなっています。
咳で腹筋鍛えて、出腹減らんかなと考える
今日この頃。

常務のメタボ日記
常務・濱口清隆のメタボな日常を綴るほっこり日記

ご挨拶

●販売商品
店内揚げの天ぷら（島内の収穫によって随
時新作登場！）、通常冷蔵商品、すり身、
手土産、贈り物用商品、干物、カンコロ餅
などの五島の産品
●営業時間
11時～ 19時　定休日：月（祝日は営業）

お電話 1本待たずに受取り！

2周年イベント開催！

6月 28 日 ( 水 ) ～ 7 月 2 日 ( 日 )
の５日間税別 1,000 円以上お買い
上げ頂いた方、先着 100 名様に
『さしみ一番』1本プレゼント !

ご来店日時と、商品数を電話予約いただくと、
お待たせせずに天ぷらをお渡し可能です。
開店前・閉店後のお時間もご相談頂けます。
お気軽にお電話下さい！

300 名強に加え玉之浦地区の信徒も加わり、皆で降誕の喜びと教会
堂完成を祝いました。
　その後、老朽化により昭和 46 年に建立したのが現教会堂です。
外壁正面には、島内各地で採集した貝殻や陶器があしらわれ、諸聖
人をテーマとしたモザイク聖画となっています。
また、内部のステンドグラスにも一つの物語が。今は亡き三井楽出
身の篤志家は、カトリック信徒ではありませんでしたが、故郷のた
めに何かをしたいと教会にステンドグラスを入れたいという望み
を抱いていました。そんな折、同じ希望を抱く信徒達に加え、手作り
したいというボランティアグループの奉仕の申し出が加わり、実現
に至ったのです。篤志家は完成を待たずして亡くなってしまいまし
たが、今でも感謝の意を込めて毎年 12 月にミサを捧げ、信徒全員
で祈っています。
　入って右側のステンドグラスはキリストの誕生から復活までを、
左側は五島のカトリックの歴史が描かれ、陽光と共に歴史を受け止
めることが出来る場所となっています。

催事情報

※開催店舗の都合で日時・営業時間等変更または中止になる場合がございます。　

詳しくは開催店舗ホームページ等でご確認下さい。

▶ご来店の際、五島倶楽部会員の方は会員カードをご提示下さい。

　粗品を進呈いたします。

住所：東京都世田谷区豪徳寺 1-45-2　☎03-6751-2171
＜最寄り駅＞
世田谷線「山下駅」２番出口（下高井戸方面側）を出てすぐ。
小田急線「豪徳寺駅」改札を出て右に進み、商店街に入っ
たすぐの唐揚げ屋さんの角を左折するとすぐ。

豪徳寺店 Info.

5 月 31 日（水）～ 6月 6日（火） 新宿小田急
6月 7日（水）～ 13日（火） 横浜高島屋
6月 8日（木）～ 14日（水） 東急たまプラーザ

多い場所ではないですが、当店を気に入ってくれたお客様がお友達を連れて来
てくれたりお土産にもらって美味しかったからと遠方からご来店されたりと少
しずつ知ってもらえるようになり嬉しく思います。私達スタッフ一同、丁寧な
応対と笑顔を心掛け、愛されるお店になるよう頑張ります！　

を迎える事になります。これもひとえに皆様のご愛顧のおかげと、五島本社社
員・豪徳寺店スタッフ一同、感謝の気持ちでいっぱいです。
昨年、秋から豪徳寺店限定の「きびなくん」「きびなスティック」も好評で着
実に認知され、五島本社の担当者も喜んでおります。これからも、五島の新鮮
な食材を使い、安心・安全・美味しい商品造りに励み、地域に根ざした店舗運
営に努めてまいります。今後とも五島本社同様に東京・豪徳寺店をよろしくお
願いいたします。

6 月 28 日、東京・豪徳寺店は　2　周年を迎えます。



あご蒲、真鯛蒲を作ったお話

浜口水産WEBサイトでは。当社商品を使ったいろんなレシピを紹介しています！
www.goto-maki.net/recipe/

あご蒲・真鯛蒲の美味しい食べ方

あご蒲・真鯛蒲が入っているギフトセット

　数年前、全国で作られている真鯛蒲鉾の特集

を見た当社専務。早速、各所の鯛蒲鉾を食してみ

るが「まさに鯛！」という魚の味わいを感じるも

のには出会えなかった。そこで自分が納得する、

「まさに鯛の味、魚そのものの味のする蒲鉾」を

作ってみようと考えた。

　そこで作られたのが『真鯛寄せ』。鯛を塩のみ

で練った蒲鉾である。鯛は脂身が多く、いわゆる

蒲鉾のプリプリな食感ではないが、口に入れる
とほろほろと柔らかい、テリーヌのような食感。そして何より、真鯛の強い風味

が溢れるものが出来あがった。原材料を出来るだけシンプルに、「塩だけで練

る」ことを基本としたかまぼこ作りの始まりの商品である。

　それから時が経ち、昨年夏、飛魚がたくさん獲れたことをきっかけに、飛魚の

旨味を存分に味わってもらえるように、塩だけで練った蒲鉾を作ろうと考え

た。骨ごとすり潰したすり身を使った歯触りも力強い「まさに魚を食べている

ような」蒲鉾、『あご蒲』が完成した。

　そして今回、原点回帰。真鯛の蒲鉾にもう一度向き合い、真鯛寄せよりも歯ご

たえのしっかりとした蒲鉾作りを試行錯誤。真鯛の風味を強く残したまま、

ぷりっとした歯ごたえの『真鯛蒲』が誕生した。

　浜口水産で大切にしている、「お魚本来の味がする蒲鉾」作りを形にした

『あご蒲』と『真鯛蒲』。是非一度、お召し上がり下さい！

そのまま召し上がっても良いですし、軽くフライパンであぶっても美味しくいただけます。

福江港ターミナル店のご紹介

福江島の海の玄関口「福江港ターミナル」の中にある

浜口水産・福江港ターミナル店を詳しくご紹介

店内で揚げているので、あつあつをテイクアウト可！
船内のおやつに。ビールのおつまみに。ドライブに。

持ち運びやすいサイズのお土産も品揃え！
もちろん配送も承ります。

焼酎やねぎ油、真鯛味噌、きびなご燻製など、蒲鉾以外の
五島の特産品も取り揃えております！

販売商品
店内揚げの天ぷら（色々入ったおた
めしセットも大人気！）、お土産にぴ
ったりの詰め合わせ、常温の商品も、
店舗からの発送も承っています。

お土産も
豊富

真鯛蒲

あご蒲 フライパンで軽く炙る

島の
特産品も

定番の商品がセットになった

お試しセットも！

楠原 KUSUHARA

● 五島一番・大（赤）
● 無でん粉 あご蒲
● 無でん粉 真鯛蒲
● こんまか 五島特巻（白）
● 無でん粉 うに蒲
● こんまか 龍眼
● こんまか 伊達巻

● 五島一番・大（赤）
● 無でん粉 五島巻（あじ）
● 無でん粉 あご蒲
● 無でん粉 真鯛蒲
● 伊達巻　● 龍眼
● 五島つみれ（黒・白）
● 五島ばらもん揚げ（黒・白）

● 五島一番・小（赤・白）
● 無でん粉 五島巻（あじ）
● 無でん粉 あご蒲
● 龍眼
● 五島つみれ（黒）
● 季節の天ぷら
● 五島ばらもん揚げ（黒・白）

(五島一番20日)

無でん粉 あご蒲・真鯛蒲セット

● 無でん粉 あご蒲
● 無でん粉 真鯛蒲

税別700円
内容量：約 200g

税別1,000円
内容量：約 200ｇ

無でん粉 あご蒲 無でん粉 真鯛蒲

[ 紙箱サイズ ]  縦 190×横 142×高 60mm

(五島一番20日)

(五島一番20日)

1,800円送料別途

品番OH-16

店内
揚げたて


