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メニューだけでは伝えきれない“想い”をお届けする

ヨシケイ福井・北京都スマイルスタッフがご紹介♪特集

おすすめお花見スポット

鯖江市のほぼ中央に位置し、「日本の歴史公園100選」に認
定されている西山公園。3月中旬から枝垂れ桜が咲き出し、
それからソメイヨシノ、八重桜と4月上旬までいろんな桜を楽
しめます。夜には公園全体と噴水にライトアップがあり、夜
桜に体全体が包まれるような趣があります。

丹南営業所スタッフのオススメ

西山公園
鯖江市桜町3丁目7-20

天空の城として全国的に有名な大野城。園内には約
300本のソメイヨシノがあり、天守閣をバックに美し
い景色をみることができます。

大野営業所スタッフのオススメ

越前大野城（亀山公園）
大野市城町3-109

国の重要文化財に指定されている丸岡城。公園内400本
のソメイヨシノは「日本さくら名所100選」に認定されてい
ます。池の鯉にエサやりできますよ♪

「日本さくら名所100選」にも選ばれた日本一
のスケールと言われる約600本、のべ2.2km
もの桜並木。満開の春にはピンク色の壮大な
トンネルくぐりが楽しめます。夜はライトアップ
もあり、幻想的な雰囲気です！

福井南営業所スタッフのオススメ

足羽川桜並木
福井市つくもほか 足羽川堤防

4月下旬には
約5万株のツツジが
咲き乱れます！

各営業所スタッフのおすすめ桜スポット番外編はインスタで！

〈注意事項〉非公開アカウント、またはハッシュタグがついていない投稿は応募対象外と
なります。著作権に違反する写真、公序良俗に反する写真、プライバシーを侵害する写真
による投稿は無効です。本キャンペーンはInstagramが承認、運営、関与するものではあ
りません。投稿写真内で確定できる対象物によって肖像権等の第三者の権利侵害があっ
た場合、当社は一切責任を負いません。

インスタグラム
写真投稿キャンペーン

第2弾
インスタグラム

写真投稿キャンペーン

第2弾
【応募期間】2022年４月22日（金）まで

【応募方法】

抽選で2名様に手作り工房「フ・クレール」
焼き菓子セットをプレゼント！

おすすめのお花見
スポットを撮影
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「#ヨシケイお花見」を
つけて写真投稿
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当選者には2022年４月25日
以降、ヨシケイ福井インスタグ
ラムのDMにてご連絡差し上げ
ます。アカウントのフォローを
お願いします。

【当選発表】

「#ヨシケイお花見」をつけて
おすすめのお花見スポットを投稿しよう！

写真提供 大野市役所様

坂井営業所スタッフのオススメ

丸岡城（霞ヶ城公園）
坂井市丸岡町霞町1-59

写真提供 公益社団法人福井県観光連盟様

写真提供 公益社団法人福井県観光連盟様

写真提供 公益社団法人福井県観光連盟様

天空の大野城は年に
数回気象条件の合った
時にしか観れません。
今回希少な夜の写真を
加藤幸洋様よりご提供
いただきました。



食材物語
ヨシケイ福井・北京都の

武生青果さんから仕入れている

野菜と果物のご紹介

第４回
青果
いろいろ

ヨシケイ福井・北京都に野菜と果物の多くをご
提供いただいている武生青果さん。創業から80
年ものあいだ、毎日雨の日も雪の日も安定して
食材を揃えることが出来ている秘訣などをお聞
きしました。

ヨシケイ福井
菊川

・スナップ
エンドウ
・絹さや
・越前レタス

・白菜
・レタス
・サニーレタス
・グリーンリーフ
・大根

・ゴーヤ
・越前オクラ
・そら豆
・いんげん
・枝豆

・三国産大根
・柿
・栗
・越前レタス
・越前白菜

・三国産人参
・みかん
・デコポン
・しめ縄

Q. どのような事業をされているのでしょうか？
県内はもちろん、県外や世界中の野菜や果物を、福井県内の消費者の皆さんにお届けするの
が武生青果の仕事です。にんじん、じゃがいも、きゅうり、トマト、果物などを、スーパー、小売業
者、食品工場などに卸します。産地から毎日、「明日届く野菜・果物は何ケースですよ」という連
絡が届きます。また、スーパーなどからの発注もあります。それらをマッチングするのが主な仕事
です。自然相手の仕事ですから、産地から届く数と注文数がぴったり合うなんてことはまずあり
ません。産地から入ってくる数が少ないとわかったら、近隣他県の市場などに仕入れの交渉を
行います。逆に多く収穫されて余りそうな時は、取引先や他県の市場に仕入れてもらえないか
連絡。天候や自然災害に左右されながら、産地廃棄にもならないよう、毎日安心安全なものを
精一杯お届けするために緊張感を持って一所懸命やっています。

Q. 大切にしていることを教えてく
ださい！

気をつけていることは、生産者といつも意
思疎通を絶やさないようにして、これからも
作り続けたいと思える、「やる気の出る価
格」で仕入れるようにしています。産地あっ
ての商売ですし、生産者、市場、販売店の
どこかだけ得することや、どこかだけ損する
ことがあっては長続きしない。そこを意識し
ながら80年間この仕事を続けています。

取材で訪問したらヨシケイのレタスがキープされていました♪

仕入れた野菜は本社製造部に運ば
れカットした後、各営業所⇒皆さまの
ご家庭へお届けされます。

※時期や状況により変わる場合があります。

ヨシケイ福井・北京都の

コロナ禍でなかなか旅行など出来ない中、
近所の桜を眺めるだけでも癒されますね。
この時期私が楽しみにしているのが桜を見
ながら食べる桜餅です。かわいい見た目と
桜の香りも楽しめ小腹も満たされほっこり
させてくれます♪（ヨシケイ福井 山田）

編集後記 株式会社ヨシケイ福井
〒916-0022
福井県鯖江市水落町14-14-1 
℡.0778-53-0200

info@yoshikei-fukui.com
https://yoshikei-dvlp.co.jp/fui/
@yoshikei.fukui

ヨシケイ福井
菊川

20年以上前から武生青果さんが
流通担当として参画する地産地消の取り組み

フ・クレールの人気パン！

手作り工房「フ･クレール」

作り手とお客様、どちらも幸せになるパン

お話を伺ったのは
武生青果株式会社
左から、斉藤部長、米岡社長、米岡専務

～安全・安心への取り組み～

働く楽しみを感じ、
希望や夢を育んでほしい

舞台ウラ

　夏場の食材をお届けする時に欠かせない「保冷
袋」。この洗浄・消毒作業は8年以上にわたり、社会
福祉法人光道園「就労支援事業所フ•クレール」の
利用者様が担当しています。同事業所は、障がいの
ある方々へ就労の機会を提供したり、一般企業など
に就労を希望する方へ必要な知識・能力向上の訓
練を行っています。職業指導員の津田さんは「利用
者さんたちは仕事が大好きで、ヨシケイさんの仕事を
精一杯頑張らせていただいてます。一般就労を目指
している方は特にその気持ちが強い。仕事を通じて
働く喜びを感じたり、一般就労という夢を持っている
気持ちに応えてあげたい」と話してくださいました。
　私たちヨシケイ福井・北京都では、お届け食材の
安心・安全への取り組みと共に、障がいのある方の
社会参加に向けた支援をサポートしています。
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生産者と意思疎通を
絶やさないよう心がけています

全国の生産者か
ら24時間野菜と
果物が武生青果
に届きます。
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・人参
・トマト
・ミニトマト
・太葱
・細葱

・春菊
・小松菜
・水菜
・ほうれん草
・きゅうり

・キャベツ
・レモン
・オレンジ
・グレープフルーツ
・リンゴ

武生青果さんは、私たちの注文
に対してマメに動いてくれるし、
福井随一のネットワークをもっ
て、どんな時でも青果を精一杯
に用意してくれる安心感がある
ので、ほんと助かっています！！

①つくる人（ＪＡ生産部会ほか）
②流通（武生青果株式会社）
③開発、指導（農林総合事務所、
ＪＡ）から成立する、南越産
野菜の統一ブランドです。

また、作物の栽培履歴（農
薬、肥料など）を確認し、
安全・安心・新鮮をモットー
に、地元に愛される農作物
を提供し続けています。

旬菜.com

ヨシケイ福井
花木

就労支援事業所フ•クレール
職業指導員・就労支援員・主任
津田 真一 様

１日平均1,000枚の保冷袋を、３～
４名ですべて手作業で洗浄・消毒。
繁忙期には１日2,000枚にものぼり
ます。

使用する消毒液、ニオイへの対処
法、破れずきれいに拭き上げる方法
など、津田様と試行錯誤しながら作
業工程を考えました。

職員さんによる最終検品。数の確認、
箱詰めを行います。「かゆいところに
手が届いて、本当にありがたいです
（花木）」。

❶店内に並んだ焼きたてパン！ ❷食品担当
の小林様。以前は生活介護を担当されてい
ましたが、フ・クレール担当になる際に、パ
ンマイスターの資格を取得されたそうです。

障がい者生活相談員の資格を持つヨシケイ福井・花木と津田
様は、この日の取材を通じてさらに意気投合。「これからもよろし
くお願いします！」と想いを伝え合っていました。

今回は、お届け食材を保冷する「保冷
袋」を洗浄・消毒して下さっている就
労支援事業所フ･クレール様をご紹
介します！

保冷袋の洗浄＆消毒作業のウラ側！

社会福祉法人 光道園
就労支援事業所フ•クレール様
福井県丹生郡越前町朝日1丁目504

手作り工房「フ•クレール」様
福井県丹生郡越前町朝日1丁目504
電話：0778-34-8801
営業時間：10:00～17:00
定休日：土・日・祝日

イチオシ！

武生青果株式会社

米岡社長にお聞きしま
した！

1

2

コロッケパン きなこ揚げ
パン もちふわ

食パン

手作り工房「フ•クレー
ル」では、同事業所の職
員と利用者様（7～8名）
が運営し、パン・クッキー
の製造販売を行っていま
す。食品担当の小林様は
「利用者様の目線に立ち、
作業のやりやすさや伝え
方の工夫は１番大切に考
えています。一人ずつ手先
の器用さや覚えるペース

に個性がありますから。作業工程やレシピを工夫し、
おいしいパン作りを大事にしています」と語って下さ
いました。1ヶ月に1～2種類は新作のパンが登場す
るそうです。ぜひチェックしてみてください！

毎日お届けしている食材には、地元で生産された食材が数多く
存在しています。このコーナーでは、生産者さんたちの想いや、
食材が作られる様子をお届けいたします。

ヨシケイ福井では
福井県産のお野菜を
多く使うように
しています♪


