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災いから守られ、幸福でありますよう
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高柴デコ屋敷

託された想い。

有限会社大波商店
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株式会社叶屋

彦 治民芸

かつて三春藩領にあった高柴デコ屋敷は、三春駒と三春張子人形発祥の地。
医学が発達していない時代に、人々は願いと祈りを玩具やその色に託しました。
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黒駒は子宝・安産・子育てのお守りとして作られ、昭和29年の年賀切手に採用されました。
白駒は老後安泰・長寿を願っています。
おや、伝統的な張子人形たちに交じって、
疫病を払うという妖怪「アマビエ」の可愛らしい姿が。
時代が変わっても、大切な人を守りたいという気持ちが、
新しい人形の魂となって相手の元に届くのかもしれません。
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康平 さん

株式会社久保屋
ハイパーステーション三春

梅原 和也 さん
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株式会社橘石油
パワーステーションたちばな伊達CS
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伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
福島支店
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加藤 純一 さん

エネクスフリート株式会社
国見店

佐々木 恵己 さん

金森

亮 さん

石井 崇哉 さん
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伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
福島支店

佐久間 寿子 さん

Next（ネクスト）発行によせて
高柴デコ屋敷

彦治民芸

★

日々の暮らしのライフラインで、東北の人々の生活を支える伊藤忠エネクスグループ。
そこで働く仲間たちのエネルギー、地域の素晴らしさを伝え、
心を繋ぐ情報誌を目指してお届けします。
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Interview 1
子どもの頃からの憧れ
経 営 者として、
ひとりの男として
そして父親としての
親父を越えるために。
有限会社大波商店
〒960-0811 福島県福島市大波字岩崎 5-1
TEL.024-588-1616 FAX.024-588-1715
取締役

大波 龍仁 さん

日々の仕事が自分の糧に
目先のことより大きな目標のために

いつもの笑 顔が待っている。
全 国でも上位に入る暑さと、冬場の大雪と。
吹 雪で目の前の国道が 大渋滞になったり
コロナの影 響でトラックが 少なくなったり
ニュースで見るようなことが 直接影響するライフラインの仕 事だから
「ありがとう、助かったよ。」が 最高の誉め言 葉 。
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地域密着の会社経営者として
年齢を重ね、自分を磨く

小学校1年から作文に
「この店を継ぐ」
と書いていま

ここは四季折々に特化した食べ物が楽しめるし、
時間

した。親父に憧れていて、越えるには同じ土俵に立たな

があれば何でも出来ます。雪も降るし、無料の高速道路

ければと思っていました。岩手の整備工場で2年間修

が出来たおかげで海にも40分くらいで行けます。
福島市

行して福島に戻り、3年目になります。
ガソリンスタンド

はわらじまつり、
二本松市は提灯祭りが有名ですが、
ここ

業務や燃料配達がメインでしたが、私が戻って来て車

大波地区にもお祭りがあり、
毎年地域を盛り上げるべく

の販売や車検もやるようになり、
これから車のリースもはじ

その祭りを手伝っています。
「大波の三匹獅子舞」
を本来

めます。
ここで初めて車を販売した時、親父がやってい

は小学生が舞うのですが、学校が閉校になってしまっ

なかったことを自分の能力と技術で「0」を「1」にした

たので今は北区出身の方の子どもや自分を含め大人

ことが自信になりました。

が行っています。

ここは経験豊富な従業員が多いので、夕方の忙しい

親父とは仕事の合間にいろいろな話をしたり、
以前は

時間には、皆一斉にスイッチを切り替えて仕事をこなし

出来なかった会話が出来るようになりました。
あまり面と

ます。親父の教育もありますが、仕事を一緒にする上

向かって褒められたりはしないけれど、日々追いつけ、

でありがたいですね。

追い越せで自分を磨いていきます。
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Interview 3
「 久 保 屋に行けば 何でも出 来る」
という
お客 様の様々なご要 望にお応えし
満 足していただけることが喜びです。
株式会社久保屋

ハイパーステーション三春

〒963-7719 福島県田村郡三春町貝山字岩田 59-1
TEL.0247-61-2230 FAX.0247-61-2240
サブ・マネージャー

梅原 和也 さん

ここに来れば車のことは大丈夫
常連さんたちに頼りにされています
ここに勤めて27年になります。久保屋は長く営業してい
る会社で、以前は石油部のほかにホームセンターのような

Interview 2

株式会社叶屋

まだまだ復 興 途 上の我が町
いろいろな人と話をしながら

〒979-1513
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋六反田 38
TEL.0240-34-2161 FAX.0240-34-2162

叶 康平 さん

雑貨部もありました。
なので地元のご年配のお客様も多く
「久保屋に行けば何でも出来る」
とご利用いただいています。
地域柄、車が生活の足ですので、いつどんな仕事が入っ
てくるかわかりません。お客様のご要望に応え、満足して
いただくことにやりがいを感じています。5人で業務に当
たっていますが、みな責任感が強く体調管理をしっかりし
ていて、
シフトに穴があくこともありません。

これからのことを考えています。

昔から人と話すのがとても苦手だったのですが、高校
時代にバイクの免許を取って、
その仲間たちが年齢や上下
関係なく話してくれたことで克服することができ、今の業
務にも生かされています。

町の主要施設が集まる場所
これからの地域の復興のために
このスタンドは昨年4月にオープンしました。浪江町

ガソリンスタンド業務のほかに、ガスの入退去の

車やバイクを通して町おこし
趣味の仲間にも恵まれています
三春町と言えば滝桜が有名ですが、
それ以外で町に人

役場の隣です。
このエリアがコンパクトシティとして整

立ち合いなどもしています。先日伺ったお客様からは、

を呼ぶのが難しいので、2015年から5年間、
「三春藩Cub

備されており、銀行やスーパーなど生活に必要な施設

ご自宅の畑で採れた桃をいただきました。
そんな温かく

主総会」
というスーパーカブのイベントを行いました。
モリ

が集まっています。向かい側の道の駅「なみえ」
も8月に

のんびりした雰囲気の浪江に、若い人がもっと戻って

ワキエンジニアリングの専務が発起人で、全国からたくさ

出来たばかりです。
まだ町民が１割程度しか帰ってきてい

来て、
以前のような活気を取り戻せたらと思います。

んのライダーが集まり、盛り上がりましたね。YouTubeに動

ないので、
お客様は家の解体や除染作業に入っている

会社の人たちとご飯を食べに行ったり、飲み会にも

作業員がほとんどです。
その関係で10トンダンプなどの

参加しています。営業している店舗が少なく、行けるお

休日は三春の仲間たちとツーリングに行ったり、釣りを

大型車が多いのが、
このスタンドの特徴かもしれません。

店が限られるので、
スタンドに来てくれる作業員の方々

しています。次の釣りのために準備をするところから楽し

とも一緒になり、
よくいろいろな話をします。旅行とお酒

みで、大会やトーナメントにも出ており、東北大会で優勝

震災の時は帰省中で、
隣の双葉町にいました。
学生だった

が趣味なので、福島のお酒、例えば「飛露喜（ひろき）」

したこともあります。一番上の子どもが22歳なのですが、

ので翌日車で横浜に戻りましたが、
その当時は地元に

を薦めたりします。
旅行は国内外問わず行っていました。

そのうち孫が生まれたら、渓流に行って川に足をつけて涼

帰ることは考えていませんでしたね。
これからは地域の

香港は欧米と中国の文化が入り混じっていて、それが

んだり、夜の三春ダムに生物観察に行ったり、
そういうこと

復興の担い手になれればと思っています。

新鮮で印象に残っています。

を教えたいですね。

家業ということもあり、
4年前に東京から帰ってきました。
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何もないけれど
のんびりとしたふるさと
若い力と活気を取り戻したい

画も上がっています。
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Interview 4
「ちょっと調 子が悪いんだけど… 」
携 帯に直 接 届くS O Sに応えるため
技 術をさらに磨いていきます。
三和石油ガス株式会社
〒960-0479 福島県伊達市野崎 36
TEL.024-583-2360 FAX.024-583-2723
ホームライフ課

Interview 5

髙橋 竜矢 さん

社 員だけではなく
家 族 のことまで 考えてくれる
値段以上の
安心と信頼をお届けする仕事

上 司 や 仲 間に恵まれた 環 境で
さらに頑 張っていきたい 。

仕事は主にガスの点検、
ガス器具の販売と工事です。以前
は通勤に30分かかる同業他社にいたのですが、子育てに関
わる時間を増やしたかったので、自宅から5分の今の職場へ
4年前に転職しました。
7月の郡山のガス爆発事故の影響で「点検して欲しい」
「警

株式会社橘石油 パワーステーションたちばな伊達CS

報機を付けたい」
など、お客様からたくさん問い合わせをい

〒960-0684 福島県伊達市保原町上保原字北中川原 24-1
TEL.024-576-6177 FAX.024-574-4530

ただきました。直接携帯にご連絡をいただくお客様も少しず

店長

つ増えており、先日ガス器具購入希望のお客様にお見積もり

加藤 純一 さん

をお持ちしたところ、先にネットで相場をご覧になっていて、
こちらとの値段に開きがあったんです。工事だけでも大丈夫
ですよとお伝えしたら、
「髙橋さんにはいろいろと対応しても
らっているから、
ちょっと高くてもお願いしたい」
と言っていた
だけたのが嬉しかったですね。

桃の畑に囲まれ
常連さんに愛される
カーライフステーション

後悔しないように生きて欲しい
娘も、自分も、
まだまだこれから

子どもたちの成長を見守るために
仕事も家庭も大切にしたい

福島県はこの地域が一番暑いんです。40℃近くにな

家に帰ってからは、ベランダでひとりビールを飲

ることもあります。
入社して20年になりますが、
店長だから

んでリラックスしたり、
YouTubeで感動するスポーツ映像

と言って特別なわけではなく、
スタンド業務から車検、

をよく見たりしています。高校3年まで野球をやってい

子どもは小学3年生と年長さん。
幼稚園のお迎えは隣に住ん

車販までこなします。田舎ですので家族ぐるみで車を

たのですが、そういう映像を見ると
「何で俺、
こうやらな

でいる親にお願いして、私は晩ごはんを食べさせて、お風呂、

預けてくれるお客様も多いです。お客様にも恵まれて

かったのかな」
と後悔の念が湧くこともあります。娘は

寝かしつけまでしています。8月2日に東北中央自動車道の

いるし、いい会社、いい上司に出会えましたし、最高の

今、中学2年生でバレーボールを小学4年生から続けて

伊達桑折ICから桑折JCTが開通したのですが、
その前の週の

仲間もいます。毎日その中で仕事を出来ることにやり

います。
娘にも後悔のないようにやれと言っているので

見学会に家族で一緒に行きました。
新幹線の上を高速道路が

がいを感じています。

すが、今はまだピンとこないみたいですね。
自分も後悔

走っている珍しい道路なので眺めを楽しむことができました。
うちの会社は社員同士のコミュニケーションが取りやすく、

今回のコロナ騒動で、
会社から社員の私たちだけでは
なく、
その家族の分もマスクの支給があったんです。そ

しないよう、
まだまだこれからチャレンジしていきたいと
思います。

年上の人でも気さくに相談に乗ってくれて、
とても仕事がしや

こまで社員のことを考えてくれるのは、やはり嬉しいで

地元は梁川町の粟野というところで、春彼岸の中日

すい環境です。
入社後にいくつか新しい資格を取りましたが、

すね。
このスタンドには5人いますが、みんな地元の先輩

が粟野地蔵尊の縁日。小さい時からそれが楽しみで、

もっと取得して出来る仕事を増やしていきたいですね。

後輩。
人数が少ない分団結力があります。

今も焼きそばづくりで参加しています。12年に1回、丑年
がご開帳ですから来年は賑やかになりますね。

7

8

Interview 7
車は触れることも走ることも大 好き
満 足そうな「ありがとう」が嬉しい、
お客 様とも仲 間とも距 離が近い職 場です。
エネクスフリート株式会社 鏡石店
エネクスフリート株式会社 国見店
〒969-1714 福島県伊達郡国見町高城字古屋敷 3-7
TEL. 0245-85-5203 FAX. 0245-85-2833
サブ・マネージャー

〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石 824
TEL.0248-62-7360 FAX.0248-62-7358

金森 亮 さん

佐々木 恵己 さん

黙って座っていることは苦手
地域密着で楽しく仕事しています
以前は、宮城県の村田インターCSに勤めていましたが、

生活の足を守る大切な仕事
お客様の安全と満足のために
中学生の時にレースゲームがきっかけで車にハマり、
自分で組み立てられたら格好いいなと思い整備士になり
ました。
以前はディーラーで勤務していましたが、
様々な業務

国見に転勤になって5年になります。接客が好きで、高校

で時間が詰まってしまい、
どうしても接客が流れ作業のよう

の時に村田のスタンドのオープニングスタッフのバイトも

になってしまうんです。
ここでは作業が終わってからも、車

していました。黙って座っていることが出来ないので適職

に限らずいろいろなお話をするなど、お客様との距離が

ですね。
ここのお客様は地元のおじいちゃんおばあちゃ

近いのがいいですね。嬉しそうに
「ありがとう」
と言ってい

んが多くて、何でもしてあげたくなります。24時間営業なの

ただくと、
こちらもお客様が日頃使う車の悩みを解決した

でトラックも多いのですが、
コロナの影響で5月はかなり

なという満足感があります。
場所柄トラックやダンプが多い

減っていました。

ですが、
割と高齢のお客様も多く、
皆さん話したがるんです。

お盆の時に、
村田のスタンドでバイトをしていた時の同僚
が突然バイクで寄ってくれたんです。
ツーリングに行く時

LINEでお知らせしているイベントや商品の情報について
聞いてくれるのが嬉しいですね。

に
「恵己さんのところに行こう！」
となったそうで、
それがと
ても嬉しかったです。村田もここも人間関係がいいので、
楽しく仕事をさせてもらっています。

Interview 6
宮城と福島の県境にある
24時 間 営業のスタンドは
トラックドライバーや地 元シニアの憩いの場 。

女子 3 人で賑やかな我が家
犬と猫に癒されています

このスタンドは店長以外は全員整備士で、みんな車好き
です。一緒に飲みに行ったり、車の話をよくしています。

家族は娘ふたりと犬と猫２匹。19歳と18歳の娘たちは

二本松にエビスサーキット、福島市にリンクサーキットが

私ともう対等で、すごく生意気です(笑)。休日は実家の母

あり、
マンガ「頭文字（イニシャル）D」に出て来たホンダの

の手伝いに行っています。農家で田んぼを持っており、

S2000という車で走っていました。今は、少し落ち着いた

今年は初めて田植えをしたり、草取りも手伝いました。そ

車をと思って6月に買い替えたのですが、4人乗りの車は

うしないとお米を貰えないので。国見にはサバの味噌煮

初めてですね。

で有名なお店があります。芸能人も買いに来たそうで、
この近くの道の駅やネットでも買えますよ。
今年の夏は暑い中でマスク着用なので大変でした。
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須賀川は
「M78星雲 光の国」
と姉妹都市
子どもも大人も楽しめます

出身は隣の須賀川市。
「松明（たいまつ）あかし」
という
400年以上続く火祭りがあり、中学・高校のときにみんな
で大きな松明を担いで会場まで運びました。服が煙臭く

ファンデーションが落ちるので、娘に教えてもらったフィッ

なるくらいすごく大がかりな作業です。
あと、須賀川といえ

クスミストをつけて頑張っています。一応サブ・マネー

ばウルトラマン。街のあちこちに銅像もあるし、市民交流

ジャーですが人の上に立つのは苦手なので、
これからも

センターに円谷英二ミュージアムもありますが、自分は仮

みんなと同じ立場で楽しく仕事に取り組んでいきます。

面ライダー派でした(笑)。
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Interview 8
同世代の
明るい仲間たちに囲まれて
お互い「負けられないな」
という
気 持ちを持って日々頑 張っています。

暮らしの安 全を守る
仕 事という矜 持
穏やかに青い炎を揺らし、
暖かさを与えてくれるものが 突 然牙を剥きました。
何よりも守るべきものはお客様の命、そして暮らし。
だから私たちは、常にプロフェッショナルとして冷 静に、迅 速に。

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
福島支店

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
福島支店
〒963-0921 福島県郡山市西田町鬼生田字大谷地 8
TEL.024-981-1710 FAX.024-981-1707

何かあったら、いつでも飛んで行きますね。

Pick up!

石井 崇哉 さん

暮らしの安全を守るため
お客様と長いお付き合い

仕事もプライベートも好調！
のはずが、
思わぬコロナの影響が

大学１年の春に東日本大震災を経験し、
アパートは

小学校の時から釣りが趣味で、今も宮城県名取市の

プロパンガスで困らなかったのですが、生活インフラは

実家に帰った時は父と一緒に行きます。転勤族だった

仕事としても安定していると思いこの仕事を選びまし

ので行く先々で釣りをしていました。川魚はあまり好き

た。福島支店に来て5年になりますが、営業と戸建ての

ではないので、いわき市の海まで出かけています。

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社

ガス点検や工事を行なっています。営業・販売をして

こちらでお薦めしたいのは隣の須賀川市で開催され

駒野 みなみ さん

終わりではなく、あとでお客様の近くに立ち寄った時

る釈迦堂川の花火大会。
県内最大規模なので見応えが

にはご挨拶で伺ったりもします。
先日、
4年に一度の点検

あります。あとは郡山といえば「ままどおる」
も有名で

の際、たまたま初年度点検の際にも私が担当したお客

すね。

福島支店

もっとお客様の暮らしのそばに。営業職として修業中！
仙台の本社で2年間電気を担当しながら、Nextの創刊に関わり、制作チームと青森・岩手の取材にも同行した駒
野さん。
「もっとお客様のところに行きたい」
と、
この4月から福島支店でガスの営業になりました。ゼロからのス

様でしたが、担当した当時のことを覚えていてくれたの
は嬉しかったですね。

これからの夢は、仙台の彼女と婚約しているので、早
く結婚して一緒に暮らしたいです。
この８月に入籍する

タートですが、
そこは女性営業職の土壌が出来ている福島支店。
先輩方のサポートに助けられながら
「一人で出来るこ

福島支店は同期に限らず若い世代が多く、お互いに

とを着実に増やしていきたい」
と頑張っています。
「素直で一つひとつ覚えているので、
ここで育ってどこに行っても仕

負けられないと切磋琢磨しています。仕事以外でも仲

ていません。早く収まってくれることを願っています。

が良く、山形支店の人たちと一緒に、気仙沼大島まで

仕事ではコロナの影響はほとんど受けていないので

キャンプに行ったりもしています。

すが、プライベートの一番重要なところで影響を受け

事が出来る優秀な営業マンになって欲しい」
と佐久間課長（→13ページ）
もエール。
そんな駒野さんから、福島で見つけたお薦めスポットを教えて貰いました。
（→14ページ）

予定でしたが、
コロナの影響で家族の顔合わせが出来

ていますね(笑)。
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in Fukushima

Pickup Spot
Interview 9
「この目標をやるために

スタッフ お す す め
ス ポットをご 紹 介

あだたら高 原

こういうことをやってみたい」

岳温泉
私が
ご案内します！

私の意見にも耳を傾けてくれる環境は

伊藤忠エネクス
ホームライフ東北株式会社
福島支店

本当に恵まれています。

駒野 みなみ さん

「智恵子抄」
の
“ほんとの空”を眺めながら
美肌の湯とグルメでゆったり
ガスの点検でもよくお邪魔する岳温泉は、
安達太良の山麓にあるちょっとしたリゾート地。
春には桜、秋には山々の紅葉など四季折々の
景 色が 楽しめて、旅 館もとても落ち着 いた
雰囲気のいいところばかり。
週末に癒されたい
時にお薦めのスポットです。
伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
福島支店

営業課 課長

【泉質】全国的にも少ない酸性泉で、慢性皮膚病や火傷に
効くほか、高い美肌効果にも注目！

佐久間 寿子 さん

（岳温泉神社）
ヒマラヤ大通り

出来ないかなと思ったことが
振り返れば出来ていた達成感
約12年前にこの会社に転職して、集金業務をやって

的確に仕事をこなす仲間たちと
笑いの絶えない事務所でありたい
7月に郡山市内で大きなガス爆発事故がありました。

いました。当時からすると女性に優しい、子育てを応援

朝9時頃で上司も出張で不在でしたが、みんなで一致

してくれる会社でした。携帯電話を持って回っていたの

団結して、午後3時くらいまでにはその地域のお客様の

で
「このお客様のところにも寄ってくれる？」
と連絡が入

安全確認を終えることができました。お客様にも喜んで

るようになり、営業職になりました。
ガス会社ですから、

いただき、お礼のお電話やお手紙をいただきました。

技術的な面やトラブル対応も必要なので、
初めは
「女性

陽日熊野神社（岳温泉神社）

と
「酪王カフェオレ」
です。以前zoomの会議でもご紹介

男性の営業の方に付いて歩きながら仕事を覚えました。

したことがあります。
クリームボックスは店によって様々

そういう環境があったので、
ここまでやってこれたのか

なので、いろいろ食べ比べて欲しいですね。

なと思っています。福島支店はその土壌が出来ている

趣味は絵を描くことです。描いた絵を家族にプレゼ

ということで、
ここで営業を学んでいる女性の後輩も

ントすることもありますね。今年高校１年生になる一人娘

育ってきています。
自分が経験させていただいたことを、

がいます。
卒業したら家を出ると思うので、
あと2年ちょっと

今度は私が返していく番だと思っています。

仕事もまだまだ日々勉強中で忙しいですが、
なるべく家族

鏡ヶ池公園

ヒマラヤ大通りの最上段から岳温泉を見守る守護神。
大晦日には甘酒や樽酒がふるまわれます。

安達太良山が水面に映る岳温泉のシンボル。周囲
は歩道が整備されており、散策にぴったり。

鏡ヶ池公園

あ

だ

た

ら

安達太良カレー
地場産の食材をふんだんに使い、
お店

によって味わいが違う地元で愛され

るグルメです。写真は創業昭和23年

郡山のお薦めは
「クリームボックス」
というご当地パン

で大丈夫なの？」
と言われましたが、
女性の営業の先輩や、

足湯
「足だけの湯」

の老舗食堂「成駒」のもの。
アットホー

ムな店内で気さくなスタッフがお出
迎えしてくれます。

足湯「足だけの湯」
春には桜のトンネルになる桜坂の途中にある足湯。
散策に疲れたら、
ここでほっこり。

一度食べたら
やみつきに
なりますよ！

一緒にいる時間を多く作りたいと思っています。
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Local Gourmet food
教 えて ☆ ケンミン 食
その土地で採れる食材を生かし、季節の行事や日々の暮らしに生きている伝統的な郷土料理。
その土地で受け継がれてきた大切な文化だから、ぜひ味わってみたい逸品。

いかにんじん
福島県中通り北部の郷土料理で、
スルメとニンジンを細切りにし、醤油、
日本酒、みりんなどで漬け込みます。
ニンジンが主役の漬け物で、
スルメイカ
の旨みが絶妙に絡んで箸が進みます。
主に晩秋から冬にかけて各家庭で作ら
れ、おつまみやご飯のおかずにもぴっ
たり。
期間限定のご当地ポテトチップス
にも採用されました。

こづゆ
祝いの席や お正月に頂く、会津の
郷土料理。内陸の会津でも入手可能
な海産物の乾物を素材とした汁物で、
ホタテの貝柱でだしを取り、豆麩（ま
めふ）、にんじん、しいたけ、里芋、キ
クラゲ、糸こんにゃくなどが入ります。
具だくさんの材料の数は縁起のよい
奇数が習わしで、会津塗りの椀でいた
だきます。
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