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　街の変化や読者のリアルな声を伝えてきたタウン誌。郷土史家などによる地
元の歴史・文化を伝える書籍。仙台文学館に多く収蔵されているこれらは、宮
城・仙台に関する貴重な資料と言えます。仙台文学館で１月24日（日）まで行わ
れている「人と街をつなぐ――みやぎで生まれた本・雑誌」は、戦後に誕生した
書籍や雑誌、タウン誌に焦点を当て、時代の息遣いをたどるとともに、地元の
老舗書店や出版社の軌跡を紹介する企画展です。『せんだいタウン情報』の創
刊号から現在の『せんだいタウン情報 S-style』まで、600冊以上が並んだ展
示は必見で、閲覧も可能です。学習院大学教授・赤坂憲雄さん（1/16）や直木
賞作家・熊谷達也さん（1/17）、宗教学者・山折哲雄さん（1/23）のトークイベ
ントもあります。
仙台文学館
http://www.sendai-lit.jp/

仙台文学館で開催中
「みやぎで生まれた本・雑誌」展　

　2014年NHK連続テレビ小説「マッサン」が
放送され、ニッカウヰスキーへの注目はより高ま
りました。そして、県内外から多数の見学者が宮
城峡蒸溜所を訪れ、2015年11月末時点で蒸溜
所操業以来初の32万5千人の見学者を突破。
　これを記念して、ウイスキー製造工程を体験で
きる「特別見学ツアー」と自分のお気に入りのボ
トルを調合して持ち帰ることができる「マイブレ
ンド教室」を2015年12月6日に開催しました。
 ニッカウヰスキー（株）・アサヒビール（株）では、
熟成に長い年月を要するウイスキーの魅力をこれからも楽しんでもらいたい
と、蒸溜所見学のシャトルバスの運行拡大や「宮城峡マイウイスキー塾」の開
講などを決定しています。
NIKKA WHISKY 公式サイト　http://www.nikka.com/

「ニッカウヰスキー 仙台工場
宮城峡蒸溜所」が
見学者過去最多32万5千人突破！

　今年で開催30回目を迎える、仙台の冬の風物詩「2015　SENDAI光の
ページェント」。テーマは「未来へつなげる愛の光！」。
　仙台観光の目玉として毎年250万人以上が参加するこのイベントに、今年
もサッポロホールディングス（株）はLED電球 約4万球相当の200万円を寄
付しました。2012年より毎年寄付を続けており、同企業は支援の「継続」に
よって冬の観光のお手伝いをしていきたいと伝えました。
　また、サッポログループでは、寄付金
のほか、毎年20万人が来場する恵比寿
ガーデンプレイスの「恵比寿麦酒祭り」
開始時に、SENDAI光のページェントの
電球の一部を会場に飾りつけ、東北全
体の復興を願い、首都圏でのアピール
活動も毎年実施しています。
サッポロ★東北未来プロジェクト
http://www.sapporoholdings.jp/

サッポロ★東北未来プロジェクト～復興支援の「継続」～
「2015 SENDAI光のページェント」へ
LED電球 約4万球相当を寄付

地下鉄東西線開通記念特別開催
「伊達美味マーケット」
　１２月６日(日)の地下鉄東西線の開業に合わせ、１２月４日(金)～１３日(日)ま
で特別開催された「伊達美味マーケット」。会場となったサンモール一番町商
店街には、仙台・宮城にゆかりのある伊達美味な商品が並びました。地下鉄の
利用客など大勢の方々が、会話を楽しみながら、作り手の想いが詰まった商品
を買い求め、地下鉄東西線の開業を盛り上げる事が出来ました。
　今後も街の賑わい
作りと活性化のため
に、たくさんの方々に
喜んでいただける「伊
達美味マーケット」を
目指して行きます。

写真は、11/30に仙台市 奥山恵美
子市長同席のもと行われた仙台市
役所での贈呈の様子

伊達美味マーケット　http://www.dateumamarket.jp/.jp
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　仙台トラストシティで、2015年12月21日から25日まで
開催された「クリスマスマーケット」。天候にも恵まれ、たくさ
んの方にお越しいただく事が出来ました。
　「クリスマスマーケット」は、ドイツを中心にヨーロッパの
各都市でクリスマスの準備期間に開かれる市場で、1つ1 
つのお店が、個性を活かした飾り付やイルミネーションでラ
イトアップされています。今回の会場ではサンタクロースや
トナカイが木製のヒュッテに彩りを添え、お越しいただいた
方々に笑顔を与えていました。
　また、熱々のソーセージや、温かなグリューワインやホット
ビールなど本格的なフードメニューも揃っており、伝統的な
ドイツ文化に触れる機会をご提供出来たかと思います。
　これからも継続的に開催できるイベントとして、地域の活
性化と日独交流をコンセプトに企画してまいります。

青森から仙台へ、サンタさんがやってきた!!

www . t omon i . n e t
東日本大震災復興支援

　あしなが育英会が運営する、震災遺児とその家族の心のケアのための施設「レインボー
ハウス」。仙台、石巻、陸前高田、各レインボーハウスでは、毎年12月にクリスマス会が開か
れています。
　2015年12月12日はレインボーハウス仙台のクリスマス会。その日ははるばる青森か
ら、ひばりの里の大坂勉事務局長が来館され、サンタクロースに扮して、子どもたち1人ひと
りにお菓子の詰合せをプレゼントしました。子どもたちはみんなプレゼントの中にどんなお菓
子が入っているのか興味津々で、「サンタさんからもらいたい!」と長蛇の列ができたほど。小
さい子は、いつもと違う人がいることに緊張した様子でしたが、お
菓子を受け取ると笑顔がこぼれていました。
　おいしいお菓子でおなじみの株式会社明治が、病院や施設の力
を借りて実施している復興支援「おかしでえがおのプロジェクト」。
震災からもう少しで5年を迎える今日でも、参画施設の数は増え、
復興の輪は広がり続けています。そして、これからも―。
　これまでの活動レポートや参画施設は、せんだいタウン情報
machicoに掲載しています。ぜひチェックしてみてくださいね。

仙台クリスマスマーケット２０１５
仙台トラストシティで開催されました。

（PC・スマホ限定）
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　2016年2月から、荒巻周辺の商店12店に、荒巻小学校5年生が製作した
ポスターが貼り出されています。
　このポスターは、荒巻の地域活性化に貢献しようと荒巻小学校が取り組ん
でいる「荒巻元気アップ作戦」の一環で作られたもの。小学5年生の児童47名
が12の班に分かれ、それぞれ担当の商店のポスターを作りました。店主が笑う
写真の横に「スマイルチャージ！」とキャッチコピーを入れたり、地元で人気のメ
ンチカツを「何度食べても夢のような味」と表現したり。現役のコピーライター
やグラフィックデザイナーからアドバイスをもらいながら、約4か月かけて製作
に取り組みました。
　ポスターは、各店舗に貼りだされるほ
か、荒巻小学校や町内会掲示板などにも
掲出されます。

荒巻小5年生の力作ポスターが商店街を元気に！
「荒巻元気アップ作戦」始動！

　震災から5年目を迎える年のラジオ３、
3.11震災復興特別番組は「子供たちと防災」
をテーマに放送します。震災の年に生まれた
子供は5歳に、15歳だった子供たちも20歳
になり大人の仲間入りを果たしました。1日1
日と成長を続ける子供たちに我々大人は何を
伝え、何を残すことができるのか？ 番組では
小さな子供を持つ親の目線、子供を預かる教
育者の目線、さらには行政、学識者など様々
な目線で取材した内容を放送します。番組を
通して子供たちのこれからを一緒に考えてみ
ませんか？
放送日時：3月11日（金）12：00～15：00（予定）
出演：鈴木美範、他

ラジオ3　3.11震災復興特別番組
「震災から5年～子供たちと防災～」

　いよいよラスト。30％OFFで買える、宮城ふる
さと割が2月末日で終了となります。
　大切な方への贈り物や普段使いのお菓子、ご
はんのお供などを取り揃えております。
　このお得な機会に、ぜひ「マチモール」でお買
い求めください。
　また、3月以降も新商品を続々発売予定です。
　ありそうでなかった商品やその地域でしか売っ
ていない特産品など、せんだいタウン情報
machicoの編集部員が集めた商品ラインナップ
をお楽しみください！

2月末までなら「ふるさと割」で30％OFF
マチコ編集部注目のオイシサ、
そろっています！

地下鉄東西線開通記念特別開催
伊達美味マーケットに〈ブレンディ〉
「STICK MORNING
 CAFE」やってくる！

マチモール 検索検索

　3/24（木）伊達美味マーケットに、〈ブレンディ〉スティックカフェオレの期
間限定スペシャルカフェ「STICK MORNING CAFE」がやってきます。
　人気のパン屋さんとコラボレーションし、パンをご購入の方に〈ブレンディ〉
スティックカフェオレを1杯ご提供します。たくさんのパンの中から、自分らし
いおいしい組み合わせを見つけてみましょう！
■日時　3/24（木）11：00～パンがなくなり

次第終了
■場所　伊達美味マーケット会場特設ブース

内（ヤマハミュージックリテイリング
仙台店前）

くわしくは、ホームページにてご確認ください。
伊達美味マーケットHP　http://www.dateumamarket.jp/
「STICK MORNING CAFE」HP   http://blendy.agf.jp/stick/morning/

（問い合わせ）仙台市立荒巻小学校
　仙台市青葉区荒巻神明町21-1
　022-234-3379
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　現在放映中のＮＨＫ大河ドラマ『真田丸』。主人公は日本一の兵と称された
真田信繁（幸村）公。東北には真田家ゆかりの地があるのをご存じですか？大
坂夏の陣で自らの最後を悟った信繁公は、敵将片倉小十郎重長公に密かに子
女たちを託したという。息女「阿梅姫」は白石の地で重長公の後室となり、次
男の大八は伊達家の武士となり、現在の蔵王
町に領地を得て幸村公の血脈を伝えました。
息女「直」は現在の秋田県由利本荘市にあっ
た亀田藩の藩主、岩城宣家公の正室となり
「御田の方」と呼ばれました。大坂夏の陣から
400年、脈々と続く愛と絆のドラマがこの東
北の地にもあったのです。この3市町がタッグ
を組んで、今年は東北の
観光を熱く盛り上げます。

日専連ライフサービス 検索検索

Ⓒみちのく真田ゆかりの地観光振興協議会

発見、みちのく真田ロマンス
みちのく真田ゆかりの地3市町が
東北の観光を盛り上げます。

　甚大な被害をもたらした東日本大震災
から5年。未だ復興は道半ば、大切な人を
失った人、故郷に帰れない人、進むべき道
を閉ざされた人などあの日を境に環境が大きく変わった人大勢います。しかし、
そんな中でも新しい命が誕生し東北で、宮城で今日でも育まれています。
　震災から5年を迎えた年のラジオ３スペシャルでは、「子どもたちと防災」と
いうテーマで未来を担う子どもたちを取り巻く環境を取材。小さい子どもを持
つ親、子どもを預かる保育士、児童センターのスタッフ、子どもたちへの教育を
指揮する教育委員会など関係各所へのインタビューを3時間にわたって放送し
ました。
　我々大人は子どもたちに何を伝え、何を残せるのか。番組を通して模索し、
考えました。

ラジオ3スペシャル
東日本大震災から5年
～子供たちと防災～を放送しました。

　震災から5年を迎えましたが、日専連カードは宮城県の企業として地元を応
援する「宮城・海のまち応援!!キャンペーン」を実施します。カード会員のみなさ
んを南三陸～女川エリアを訪問する日帰りバスツアーにご招待。「震災を忘れ
ない」ため語り部さんが同行のもと他地域のみなさんや次世代への伝達の橋
渡しを行います。他にも、特産品などのプレゼント企画も実施しております。ま
た、バスツアーは秋口にも開催予定。多くの方のご参加をお待ちしております。
　詳しくは日専連のホームページでご確認ください。

日専連カードを通じて「宮城」を応援！
「宮城・海のまち応援！！
キャンペーン」

仙台トラストシティ東日本大震災復興支援企画
「光と音楽に祈りと希望をのせて」
　東日本大震災から5年という節目を迎えた2016年3月、改めて、震災で亡
くなられた方々への祈りを捧げ、また復興に向かう未来への希望を込めて、
様々な催しが仙台トラストシティで開催されました。
　トラストシティプラザ前のケヤキ広場には、桜をイメージしたイルミネーショ
ンツリーが登場。1本の木に5000球ものLEDを使用し、淡くきらめく幻想的な
光の空間を演出しています。「3.11 希望のひかり～キャンドルナイト～」では、
桜色のイルミネーションの下で、300本ものキャンドルに火が灯されました。ま
た、「復興コンサート」では、失われた故郷や
人々への祈りを込めて、歌とフルート、ピアノに
よるアンサンブルを演奏。今回のコンサートで
は、震災後から現在に至るまで被災した方々の
もとへ小さな演奏会を届け続けている4名の音
楽家が出演しました。
　桜イルミネーションは、2016年5月6日まで、
期間中（17:00～24:00）毎日点灯しています。
仙台トラストシティ　http://www.trustcity-s.com/

放送日時：3月11日12：00～15：00
出演：鈴木美範、鈴木悦子、あいざわみき

真田信繁

阿梅姫 真田大八 御田の方
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　国内最高峰フットサルリーグである日本フットサルリー
グ（Fリーグ）に所属するヴォスクオーレ仙台はリーグ参
入3シーズン目となります。昨シーズンより大幅に選手を
入れ替え、若い力で躍進を狙います。就任2年目のホセ・
フェルナンデス監督を中心に、より攻撃的でアグレッシ
ブなフットサルの展開に目が離せません。
　ヴォスクオーレ仙台ではフットサルだけではなく、被災地訪問をはじめ、巡
回指導や地元のお祭りへの参加など、地域貢献活動を通して、元気や勇気、
たくさんの笑顔を１人でも多くの皆さまにお届けしていきます。
　今年で10周年を迎えるSuperSports XEBIO Fリーグ2016/2017 は
６月11日（土）国立代々木競技場第一体育館にて開幕。ホームゲーム開幕
戦は6月25日（土）仙台市体育館にてフウ
ガドールすみだと対戦します。ぜひ、生で
観るスピード感を体感してみてください。
　　　ヴォスクオーレ仙台
　　　http://www.voscuore.co.jp/

日本フットサルリーグ 10周年
「6月25日（土）ホームゲーム開幕！！」
　

　東日本大震災から5年。あしなが育英会は、震災直後から遺児の支援活動を
開始し、経済的なサポートだけでなく、心のケアにも重きを置いてきました。震災
直後から建設計画を進め2014年に完成した、遺児たちの心のケアの活動拠点
「レインボーハウス」（仙台、石巻、陸前高田の3ヵ所）では、定期的に年齢別のプ
ログラムが開かれています。4月2日にも仙台レインボーハウスにて、小学生の
ためのワンデイプログラム（日帰り）が行われました。子ども1人にファシリテー
ター（心のケアのボランティア）1人以上が付き添い、遊びの時間やお話の時間
を過ごしながら、子どもたちのペースにあわせて寄り添います。
　あしなが育英会では、5年目を機にこれまで
の活動報告を制作中。ファシリテーターの養
成講座に力を入れたり、被災地の子ども支援
団体へのレインボーハウス貸出などを通じ
て、地域のさまざまな団体との連携にも努め
るなど、多様な活動を進めています。

あしなが育英会　東北レインボーハウス
心から安心できる場所で、
遺児たちの心のケアを

　仙台からJRで1時間22分。トンネルを抜けると真っ青な海が広がって、辿り着
くのはJR石巻線の終着駅、女川駅です。うみねこをイメージした大きな屋根の
駅舎（なんと温泉もあり！）を出ると、目の前はまっすぐに伸びるプロムナード。昨
年12月にオープンしたばかりのテナント型商店街「シーパルピア女川」です。
　スーパーや薬屋などの日用品店、ギター工房やスペインタイルなどの製作
体験や見学ができる店、海鮮料理を堪能できる居酒屋やビール屋、バーなど
の飲食店もあって、誰でも一日中楽しめる商店街。これからコンサートなど、さ
まざまなイベントも開催予定。シーパルピア女川のFacebookをチェックして、
ぜひ、お越しください！！

「あたらしいスタートが世界一生まれる町へ。」
シーパルピア女川に行ってみよう！

スポーツの力で子どもたちを笑顔に！
5月3日（火・祝）は
TOHOKU SMILEデー開催
　東北楽天ゴールデンイーグルスは東北のプロス
ポーツチームとして、東北の子どもたちに笑顔を届け
たいと考え、「TOHOKU SMILE PROJECT」を
2014年に立ち上げました。
　5月3日（火・祝）の千葉ロッテ戦では「TOHOKU
SMILEデー」を開催。「笑顔」をテーマとした様々な
イベントを行い、来場者１名につき100円を東北の子
どもたちの笑顔のために寄附させていただきます。こ
の日は塁ベースがSMILEイエローになり、楽天イーグルスの選手が
TOHOKU SMILE Tシャツやリストバンドを着用します。
　TOHOKU SMILE チャリティバザーや募金活動も行い、スタジアムに子ど
もたちの笑顔が溢れる一日にするため様々なイベントを行います。

東北楽天ゴールデンイーグルス　http://www.rakuteneagles.jp/
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　machicoはこのたびの「熊本地震」で避難
所や被災地で不安を抱えながら不自由な生活
を余儀なくされている被災者みなさまの安全
と、1日も早い復興を心よりお祈りし、今できる
支援を行っていきたいと思います。
　その一つとして、みなさまのマチコインを利用した「熊本地震」に対する義
援金募金を行います。マチコインは、machico内で毎日答えて貯まるアン
ケートや、メルマガ開封で獲得でき、初めてmachicoを知った方も今日からマ
チコインを貯めることができます。
　募金していただいたマチコインを、せんだいタウン情報machicoを運営す
る株式会社ユーメディアが現金化し、熊本県へお渡しいたします。
　みなさまのご協力、よろしくお願いいたします。
　　■募金先
　　　熊本県義援金受付窓口
　　　熊本県健康福祉政策課 福祉のまちづくり室
　　■マチコイン募金期間：2016年4月21日～6月15日
　　　せんだいタウン情報machico http://machico.mu

せんだいタウン情報 machico
「熊本地震」マチコイン募金
　

　仙台で味わえる、買える、美味いも
の「伊達美味(だてうま)」と地元宮城
で育まれたウイスキーがコラボレー
ションするイベント。会場ではウイス
キーを多彩な飲み方で味わえる他、牛
タンや笹かまぼこ、仙台マーボー焼そ
ばなど地元の味覚が並ぶ。
　ちょっと大人な伊達美味＆ウイスキーで仙台の素敵な週末を満喫してください。
■伊達美味ウヰスキーフェス２０１６
　開催日時／２０１６年７月 ９日（土）１０：００～２１：００
　　　　　  ２０１６年７月１０日（日）１０：００～１９：００　予定
　会場／勾当台公園市民広場
　主催／仙台市、伊達美味事務局
　特別協賛／ニッカウヰスキー、アサヒビール

宮城の元気、復興を応援！
「伊達美味ウヰスキーフェス２０１６」
今年も開催！

　気仙沼駅の近くにある『補陀寺』を会
場に、「第二回かもみ～るマーケット 補
陀寺deマルシェ」が開催されます。震災
後、気仙沼市内の仮設住宅では「自立
のために作品を販売していこう」といく
つもの手作りサークルが誕生しました
が、そうしたサークルも含めて作家、福
祉事業所など30店が作品を展示販売。登米・仙台市からのアート作家も参加
します。
　布・道具などの材料の販売もあります。消しゴムはんこやお菓子作りのワー
クショップも開催されます。
　ぜひ手づくり品が満載の、気仙沼のマルシェを体感しにおでかけください。
●2016年5月29日（日）10：00～15：00
●気仙沼市古町2-2-51　補陀寺敷地内（駐車場30台程有）
●問い合わせ：かもみ～るマーケット実行員会
　〒988-0071　気仙沼市新町5-18　一般社団法人かもみ～る
　Tel/Fax.0226-28-9968　e-mail：chamomile.info@gmail.com

第二回かもみ～るマーケット
補陀寺deマルシェ開催（気仙沼市）

東北各地のワイナリーから生産者が大集合！
Kappo presents杜の都のワインまつり 

『バル仙台 ２０１６』
　２０１５年、慶長遣欧使節出帆４００年を記
念し、ゆかりの国々の食文化を紹介するまつ
りとしてはじまった「バル仙台」。中でもワイ
ンは、フランス・イタリア・スペインなどのゆか
りの国の食文化であると同時に、東北が日
本有数のワイン産地であることは、不思議な
結びつきです。本年は東日本大震災の被災地から力強い復興を続ける岩手
や福島など、東北各地のワイナリーから生産者を招き“国外のワイン”と“東北
の地ワイン”を飲み比べて楽しめる、装いも新たな「杜の都のワインまつり」と
して開催いたします。食文化の国際交流を通して、さらなる復興を応援しよう！

■Kappo presents　杜の都のワインまつり 『バル仙台 ２０１６』
　開催日／2016年７月１６日（土）～１８日（月・祝）の３日間
　時　間／１１：００～２１：００ （最終日は、１８：００まで）
　会　場／仙台市役所前　勾当台公園市民広場
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　地元仙台の美味いもの「伊達美味（だてうま）」と地元ウイスキーがコラボレーション
するイベント「伊達美味ウヰスキーフェス」が今年も開催されます。それに先立ち5月30
日、特別協賛のアサヒグループホールディングスから協賛金の贈呈が仙台市役所で行
われました。
　同グループは東日本大震災以降、被災された方々と地域へ様々な復興支援活動を展
開。そして、「伊達美味ウヰスキーフェス2016」の開催趣旨である“仙台・宮城の美味い
ものを食べて、みんなを笑顔にし、復興を超えた未来へ向かって、地域を元気にしたい”。
という想いに賛同、このイベントを応援する運びになりました。開催は7月9日（土）・10
日（日）、会場は勾当台公園市民広場。ウイスキーと伊達美味の素敵なマッチングをぜひ
お楽しみください。

■東北ワイナリーブース　出店ワイナリー
　青森　弘前シードル工房kimori/タムラファーム
　秋田　ワイナリーこのはな
　岩手　五枚橋ワイナリー/自園自醸ワイン紫波/くずまきワイン/エーデルワイン
　宮城　仙台秋保醸造所/GRA
　山形　タケダワイナリー/高畠ワイナリー/蔵王ウッディーファーム＆ワイナリー/
　　　　朝日町ワイン
　福島　ふくしま農家の夢ワイン
　その他、アペリティフ365 in 仙台ブース、大鍋パエリアブース、インポートワイン
　ブース、ワイン試飲販売ブース、仙台牛ブースなど多数。

■伊達美味ウヰスキーフェス２０１６
　開催日時／２０１６年７月９日（土）１０：００～２１：００
　　　　　　２０１６年７月１０日（日）１０：００～１９：００　予定
　会　　場／勾当台公園市民広場
　主　　催／仙台市、伊達美味事務局
　特別協賛／ニッカウヰスキー、アサヒビール

アサヒビール株式会社  仙台支社長  垣内康志氏（左）が
伊藤副市長（右）に協賛金を贈呈。

　国内外へ年々と評価を高める東北ワイン。東北の地を愛する醸造家が魂を
注ぎ醸造するワインが2016年夏、杜の都仙台に集まります。会場で販売す
るガラス製のグラスを片手に北は青森、南は福島まで各地の醸造家と対面
で、その想いと共に東北ワインを味わい尽くそう！　また、会場にはアペリティ
フ365 in 仙台エリアが登場。本場フランスのワインと東北ワインの飲み比べ
を楽しむことができます。ホテルの一流シェフが創るフレンチも屋外でカジュ
アルに味わえるのがうれしいところ。他にも人気店OGGI DOMANIの大鍋パ
エリア、ベルテンポの薪窯ピザなど欧州各国の代表料理も勢揃いします。さら

に、スペインのフォルクローレバンド
「ラ・トゥナ」が陽気な音楽で会場を盛
り上げます。スタンディングテーブル
で日差しを浴びながらアウトドアを満
喫するもよし、屋根つきの大型客席で
ゆったりとした時間を過ごすもよし、真
夏のワインを思いっきり楽しもう！

■kappo presents 杜の都のワインまつり「バル仙台2016」with アペリティフ365 in 仙台
　開催日時／２０１６年７月１６日（土）・17日（日）１１：００～２１：００
　　　　　   ２０１６年７月１８日（月・祝）１１：００～１８：００　予定
　会　　場／勾当台公園市民広場
　主　　催／杜の都のワインまつり「バル仙台」実行委員会
　共　　催／アペリティフ365 in 仙台実行委員会

東北６県からワイナリーが大集合！
杜の都のワインまつり「バル仙台2016」with アペリティフ365 in 仙台

アサヒグループホールディングスがイベントを通じて復興を応援!
「伊達美味ウヰスキーフェス2016」今年も開催!

■出店予定店舗
●石巻焼きそば ●及善蒲鉾店 ●海鮮ビストロ・ヤマライ一番町
●かきや no kakiya ●牛たん炭焼 利久 ●仙台カレー食堂
●仙台ナポリタン ●中華飯店 紅龍/伊達美味・仙台マーボー焼そば研究会
●常盤食品 ●ミートダイニングかとう ●株式会社 杜幸
●鷹泉閣 岩松旅館　など
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　machicoは「熊本地震」で避難所や被災
地で不安を抱えながら不自由な生活を余儀な
くされている被災者皆さまの安全と、1日も早
い復興を心よりお祈りし、今できる支援として
マチコインを利用した「熊本地震」に対する
義援金募金を行いました。
　その結果、皆さまからの温かなお気持ちに
より、たくさんの募金が集まりましたのでご報告いたします。
募金金額：134,410円
　こちらを「熊本県健康福祉政策課 福祉のまちづくり室」へお渡しいたしまし
た。
　皆さまのご協力ありがとうございました。
　これからも、「熊本地震」からの復興を願い、machicoでは活動を続けてい
きますので、よろしくお願いいたします。

せんだいタウン情報 machico
「熊本地震」マチコイン募金
ご協力ありがとうございました
　

　「東北の神様仏様を元気に！」という思いで2014年4月に制作した、オラクル
カード「福を呼ぶ　四季みくじ」（発売中）、被災3県（岩手・福島・宮城）をイメージ
したお香「祈りの風」（完売）。この度、売上の一部を、山元町で被災した青巣稲
荷神社の伝統神楽復活のための資金として寄付してきました。青巣稲荷の藤本
宮司はもともとボランティアとして復興に携わっていた方で、ご縁があって神職
の資格を取り、宮司に就任しました。「神社の再興と祭りの復活によって、集落の
記憶を守っていきたい」と語っています。詳しくは
Kappo9月号の「みちのく神様散歩」をご覧ください。
ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。

「四季みくじ」はまだ発売中ですので、タイミングを見
て、また寄付をしていきたいと思っています。
青巣稲荷神社
亘理郡山元町山寺字浜96番地
090-3364-2097（藤本宮司）

「福を呼ぶ　四季みくじ」
「お香 祈りの風」の売上の一部を
山元町の青巣稲荷神社に寄付しました。

　勾当台公園市民広場にて開催された
杜の都のワイン祭り「バル仙台２０１６」 
with アペリティフ365 in仙台が７月１
８日に無事終了いたしました。東北を代
表するワイナリーや有名ホテル、飲食店
が一堂に会したこのイベントでは、多く
の皆さまにご来場をいただき、国内外の
こだわりのワインと有名シェフの作るおいしい料理、そしてスペインのフォル
クローレバンドLa Tunaの陽気な音楽でお楽しみいただきました。
東北ワイナリーブースでは作り手と飲み手の交流がうまれ、アペリティフ365  
in 仙台ブースでは、トップフレンチシェフの色彩豊かなアミューズが目を楽しま
せてくれました。
　今年も９月１７日から開催される「仙台オクトーバーフェスト2016」と共に、
今後も地域の活性化に貢献して参ります。

杜の都のワイン祭り「バル仙台２０１６」
with アペリティフ３６５ in 仙台
ご来場いただきありがとうございました。

第１１回 仙台オクトーバーフェスト２０１６
今年も錦町公園で開催！！
　仙台オクトーバーフェスト２０１６は、錦
町公園を会場に、9月17日～25日の９日
間の会期で開催されます。開催時間を平
日も１１：００～２１：００とし、平日のお昼か
らお楽しみいただけるようになりました。
　また、仙台オクトーバーフェスト初登場
のビールやソーセージもあり、今まで以上に個性豊かな味覚を味わえます。
　お祭りの最新情報は、公式サイト等でご確認ください。

公式サイト　http://www.sendai-oktoberfest.jp/
FBファンページ　https://www.facebook.com/sendaioktober
公式ツイッター　@sendaioktober

開催日／２０１６年９月１７日（土）～２５日（日）
開催時間／１１：００～２１：００
開催場所／錦町公園（仙台市青葉区本町）

●お問い合わせ　Tel.０２２-７１４-８３２４（平日１０：００～１８：００）
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　来る9月17日（土）より、待ちに待った「仙
台オクトーバーフェスト」が開催されます。
　今年は、久々に新たなビールブランドと、
フードブランドが登場。ビールでは、ドイツ有
数のプレミアムピルスナーブランド「ヴァル
シュタイナー」と、バイエルン王家のビール
として名高い「ケーニッヒ・ルードヴィッヒ」が
登場。フードでは、日経プラス1で“ビールと食べたいソーセージ”1位を受賞し
た秋田の名店「嶋田ハム」が登場し、ドイツ伝統の製法で作られたハム・ソー
セージメニューが味わえます。
　ドイツ料理に加えて、仙台・宮城の美味いもの「伊達美味」メニューをはじめ
とする地元の食材がいっぱい。
　今年もビールの力で、仙台・宮城を元気にしましょう！
　開催日／2016年9月17日（土）～25日（日）　開催時間／11:00～21:00
　　　開催場所／錦町公園（仙台市青葉区本町）　
　　　　　website／http://www.sendai-oktoberfest.jp/

生徒たちは選手たちからパスやトスなどについて実践
的な指導を受けました。

新たなビールとフードが加わり、
仙台オクトーバーフェスト2016が
いよいよ開幕！
　

　柴田町では、今年で4回目となる「しばた曼珠沙華まつり」が開催されます。
　同時開催の「記念写真プレゼント」【9月18日（日）、22日（木・祝）、24日（土）
10：00～15：00】では、1日先着50組限定で曼珠沙華と撮った写真を台紙に入
れてプレゼント！　また、公園内を散策しながら歴史を学べる「船岡城址公園歴
史ツアー」【9月18日（日）10：00～12：00】や、「ペーパークラフト体験」【9月
10日（土）、11日（日）、17日（土）、24日（土）10：00～15：00】なども開催。柴田
町のイメージキャラクター「はなみちゃん」もやってきます。【9月10日（土）～25
日（日）の土・日・祝日11：00～12：00】
　さらに、「S-style9月号を見た」と言った方に

「はなみちゃんグッズ」を1点プレゼント！　詳しく
は係員まで。この秋は、曼珠沙華で赤く染まった
柴田町に遊びに行こう！

なんと今年は15万本！
「しばた曼珠沙華まつり」開催！

　7月16日（土）～18日（月・祝）に勾当台公園市民広場で開催された、杜の
都のワイン祭り「バル仙台2016」with アペリティフ365 in 仙台において、
主催の「杜の都のワイン祭り」実行委員会と共催のアペリティフ365 in 仙台
実行委員会が共同で、熊本地震被災地支援のため2つの活動を実施いたしま
した。1つ目の活動は、熊本のワイナリー「熊本ワイン」よりワインを購入し、宮
城のみなさまに飲んでいただくこと。用意した「肥後六花」は大人気で、完売
となりました。2つ目に、会場に被災地支援の募金箱を設置いたしました。3日
間で集まった募金は35,276円。お預かりした募金は「日本赤十字社平成28

年熊本地震災害義援金」を通して被
災地復興のために使用されます。ワ
インの購入と、募金をしていただきま
したみなさまに心から御礼を申し上
げます。ありがとうございました。

杜の都のワイン祭り「バル仙台2016」
with アペリティフ365 in 仙台での
熊本県復興支援活動のご報告

希望をもって前へ
　7月9日（土）、男子バレーボールVプレミアリーグ所属「ジェイテクト
STINGS」の選手たちが気仙沼市本吉総合体育館を訪れ、高校生を対象にバ
レーボール教室を開催しました。増成一志監督はじめ、主将の高橋慎治選手

（日本代表）ら選手16人が、男女約120人の高校生を指導しました。
　東日本大震災直後の6月に「バレーボールを通じて元気を取り戻してほしい」
と開催して以来、今回が5回目。
　本吉響高校男子バレー部の森谷選手は、「選手の皆さんから学んだことを大
切にして、学区内の試合で1勝することを目標に励みたい」と目を輝かせました。
　また、ジェイテクトSTINGSの高
橋主将は「高校生たちと交流する
ことで自分たちも元気をもらってい
ます。彼らに自分たちの活躍を見
てもらえるようにがんばっていきた
い」と話していました。

開催日／2016年9月10日（土）～10月2日（日）
会場／柴田町船岡城址公園（宮城県柴田郡柴田町大字船岡字舘山95-1）
主催・問い合わせ／柴田町商工観光課　Tel.0224-55-2123 　　　　　
website／http://www.town.shibata.miyagi.jp/

ま ん じ ゅ し ゃ げ



ともレポ 想いと行動をつなぐ大きな支援の輪を
めざす東日本大震災復興への取り組み
「ともにPROJECT」活動レポート

62
私たちユーメディアグループは、地域とともに歩んできた企業としての
役目を果たすべく「ともにPROJECT“ACTIONみやぎ”」という地域
復興支援活動を展開しています。

株式会社ユーメディア／株式会社プレスアート／株式会社仙台シティエフエム

v o l u m e
www . t omon i . n e t
東日本大震災復興支援

　本イベントは、2011年3月11日に発生した東日本大震災に対する復興支
援の一環として「被災地の子供たちに元気を！」を合言葉に、同年10月に初め
て開催し、今回で6回目を迎えます。
　おもちゃや遊び、スポーツやおえかき、アウトドアなどが体験・参加できる、
イベントがいっぱいの2日間です。
　また、「仙台大学 大学祭」「スポーツフェスティバルin柴田」も同時開催
で、さらに充実した内容となっております。
　地域の子供たちを地域のみんなで支え、笑顔あるイベントを今後も継続し
てまいります。

　今年で11回目を迎えた「仙台オクトーバーフェスト」が、9月１７日より開催
され多くの方にご来場いただいています。
　ドイツミュンヘンで開催される国民的なビール祭り「オクトーバーフェス
ト」。「仙台オクトーバーフェスト」はそれにならい、“本場ドイツのビール・料理・
音楽”に、“東北の食材とアーティスト”を加えた「杜の都のビールまつり」とし
て、「日本とドイツの交流」と「地産地消」を通して、「地域の活性化」を図るお
祭りとして、2006年から開催しています。

　今年は、平均年齢
22歳という若々しい

「ヴィーズンブアム楽
団」をドイツからを迎
えて内容の充実を図
り、みなさんに楽しん
でいただけるビール
まつりをめざしてま

仙台オクトーバーフェスト
http://www.sendai-oktoberfest.jp/

開催日／２０１６年９月１７日（土）～２５日（日）　１１：００～２１：００
会場／錦町公園（仙台市青葉区本町）
お問い合わせ／Tel.０２２-７１４-８３２４（平日１０：００～１８：００）

柴田町制施行６０周年記念「2016東北こども博」
～遊んで、からだを動かし、元気になろう！！～

仙台オクトーバーフェスト２０１６
今年も多くの方にご来場いただいています。

■柴田町制施行60周年記念 2016東北こども博
開催日／2016年10月9日（日）　10：00～17：00

　　　　　　　10日（月・祝）　10：00～16：00
会場／仙台大学構内（柴田郡柴田町船岡南2-2-18）
お問い合わせ／2016東北こども博実行委員会
　　　　　　　Tel.0224-55-1121(代)
                    担当：西塚、千葉

トークショー「リオデジャネイロ オリンピック  金メダルへの挑戦」
10月10日（月・祝）13：00～　場所／LC棟
金メダリスト　田知本遥さん（リオ五輪柔道女子70㎏級）　×
南條充寿さん（リオ五輪全日本柔道女子監督）・
和恵さんご夫妻

いりました。昨年に引き続き、約1,600
人を収容するメインテントを用意。ドイツ
バイエルン州の州旗をモチーフにした天
井装飾の中で、雨を気にせずフェストの
一体感をセンターステージと共に楽しむ
ことができます。また、ゆっくりと落ち着いて会話を楽しみたいというご要望にお
応えし、ステージを置かない約600人収容の「こかげテント」も設置しました。
 これからも、地域の活性化を図る”杜の都のビールまつり”として、日独交流・地産
地消をコンセプトに一層の充実を図ってまいります。

昨年の様子
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　柴田町の特産品「雨乞の柚子」を使った柚子づくしのフェアが開催されます！
「食べる」「見る」「体験する」の３つの楽しみ方ができる柚子好きにはたまらない
イベント。ゆず湯の無料提供や柚子パウダー作り体験教室が行われるほか、生
柚子や柚子の加工品の販売、柚子料理の紹介などもあり、会場全体が爽やかな
柚子の香りに満たされます。白熱の「ゆずの種とばし大会」「柚子重量当てクイ
ズ」やミニ縁日コーナーなど大人も子どもも参加して楽しめるイベントも勢揃い。
　当日は柴田町のゆるキャラ「はなみちゃん」とのじゃんけん大会もあるよ！　「雨
乞の柚子」を丸ごと体験しに柴田町へ遊びに行こう！

■第5回しばた柚子フェア
日時／11月19日（土）
　　　10：00～14：00（雨天決行）
会場／柴田町　太陽の村
主催・お問い合わせ／柴田町観光物産協会
　　　　　　　　Tel.0224-56-3970　
　　ＨＰ http://www.skbk.or.jp/

毎年大人気！
柚子が丸ごと楽しめるフェア開催！
　

　この秋、日帰り温泉のみで営業している亘理町の『わたり温泉鳥の海』に、
かつて味くらべ総選挙でグランプリに輝いた『おしか商店』が、４階レストラン
ではらこめしを提供しています。さらにはらこめしが食べられる23のお店が参
加し、亘理町の地場産品の詰め合わせなどが当たる「元祖はらこめし満喫スタ
ンプラリー」も開催中です。秋本番のこの時期に、脂がたっぷりとのった旬の
秋鮭の旨みをまるごと味わえるはらこめしを食べ
に、本場亘理町へGO!

わたり温泉鳥の海　4階レストラン
期間／9月3日（土）～12月11日（日）
　　　10：30～15：00（完売し次第終了）
　　　※毎月第3水曜日定休日
　　　　（温泉の休館日と同じになります）
スタンプラリー詳細については右のQRコード
または下記お問い合わせ先にてご確認ください。

亘理町の郷土料理“はらこめし”
旬の味を本場で堪能しよう！

　芸術の秋、食欲
の秋、手作りの秋♪
秋はなにかをはじ
めるのには絶好の
季節！　この秋、山
元町では伝統の食
文化や、新しい試みでまちを盛り上げようとイロイロな活動をしている「達人」
を集めてワークショップを開催します。「達人」から教わるアクセサリーづくり
やレザークラフト体験はもちろん、手作りグッズも購入できます。
　山元町のイロイロな「達人」を通して、新たな「ヤマモトイロ」を見つけよう！

■ヤマモトイロいろ まるごと体験会！
日時／10月30日（日）
　　　10：00～15：00（ワークショップ受付は14：30まで）
会場／山元町中央公民館　大ホール
料金／１人300円～　※ワークショップ内容により異なります。
詳細はせんだいタウン情報machicoの情報ページをご覧ください。

ヤマモトイロいろ まるごと体験会！
10月30日（日）開催します！

商工中金　仙台市へ
宮城県産材の木工品を寄贈
　商工中金では、社会貢献活動の取り組みのひとつとして、１０月１日（土）に勾
当台公園市民広場にて開催されました「第１９回仙台市高齢者生きがい健康祭

（シニアいきいきまつり）」に参加致しました。
　当日はセカンドライフに役立つ情報の提供や、地元のもの作り支援の一環と
して仙台市に宮城県産材の木工品を15点を寄贈し、ご来場の皆さまには地元
木材を使った小物入れ作りを体感していただきました。また、みやぎの作家たち
の逸品を広く紹介してきた「商工中金仙台支店　ロビー展」の様子もご紹介し
ました。
　これからも様々な取り組みを
通して、地域活性化に寄与し
てまいります。

お問い合わせ／
商工中金　仙台支店
担当：宮宇地
Tel.０２２-２２５-７４１１ お問い合わせ／亘理町商工観光課　Tel.0223-34-0513 
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　杜の都仙台の冬の風物詩
SENDAI光のページェントで
毎年恒例の「Sendai Winter 
Park スターライトリンク」に隣
接して、おしゃれなオーナメント
やキャンドル、ソーセージやグ
リューワインの販売など、本場
ドイツのクリスマスが堪能できる「クリスマスマーケット」が初開催。暖房付きの
260席の大型客席テントが設置され、寒さを気にせず屋外のクリスマスを楽し
めるのがうれしい。今年の冬は仙台に新たなクリスマススポットが誕生しそうだ。

開催日時／12月9日（金）～25日（日） 12：00～21：00 ※最終日は19：00終了
　　　　　※12日（月）・13日（火）・19日（月）は休業
　　　　　　（スターライトリンクは営業
                    平日15：00～21：00、土日祝12：00～21：00）
会場／勾当台公園市民広場

主催／SENDAI光のページェント実行委員会
共催／仙台放送

Sendai Winter Park
クリスマスマーケット初開催!!
　

　課題の解決や理想の実現に向かって、さまざま
な人が集まり、濃密でスピーディな対話でアイデア
を共創する「アイデアソン」について、場づくりの
ノウハウやアイデア出しのコツ、地域や企業の事例
をまとめた一冊。
　東日本大震災の時、全国の IT 技術者たちが、
被害状況の把握や支援情報の拡散に役立つアプリ
を即座に作り、現地で運用された。この時、用い
られた手法が、アプリを即興で開発するハッ
カソンだった。仙台の人々が、これをアイデ
ア創発の手段として特化させ、アイデアソン
として全国へ広めた。IT に限らずアイデアが
必要なあらゆる場面で活用が進んでおり、東
北はいまや、アイデア創発の先進地だ。

販売：全国の書店で発売中

アイデアだけでは終わらせない！
東日本大震災を機に生まれた
アイデア本！

東京オリンピック・パラリンピックに向けたイタリアとの交流事業キックオフイベント
Amo ITALIA!（アーモ イタリア）が開催されました。
　仙台市は2020年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるイタ
リア共和国の「ホストタウン」です。今後、イタリア共和国と様々な分野での交流
を進めていきますがその幕開けを飾ると共に日伊国交樹立１５０周年を記念し
たイベント『Amo ITALIA! （アーモ イタリア）～大好き イタリア～』が11月6日

（日）～13日（日）に開催されました。期間中は市中心部商店街で、「イタリアの
世界遺産などを紹介するパネル展示」や「イタリアンカラーの七夕飾り」「イベ
ント参加店での記念グッズプレゼント」などが行われました。また、12日（土）～
13日（日）はAER1階・2階アトリウムにてスペシャルステージが開催され、セリ
エA「ACミラン」アカデミーによるデモンストレー
ション、イタリアンマジックショー、アーティストによ
るコンサートやオペラ、オリーブオイルの魅力を紹
介するセミナーなど多彩なアプローチでイタリア文
化に親しむ機会が創出されました。
　今後ともホストタウンとしてイタリア共和国と幅
広い交流を進めていきます。

主催／仙台市ホストタウ
ン 記 念 イベ ント
「Amo ITALIA!」
実行委員会（在日
イタリア商工会議
所・仙台市中心部
商 店 街 活 性 化
パートナーシップ
準備協議会・仙台
商工会議所・㈱ユーメディア・仙台市）

後援／イタリア政府観光局・オリンピック・パラリンピック等 経済界協議会・（公
財）仙台観光国際協会・（公財）仙台市市民文化事業団

問い合わせ／仙台市ホストタウン記念イベント「Amo ITALIA!」実行委員会
　　　　　　事務局（仙台市スポーツ振興課内） 
　　　　　　TEL.022-214-8800　URL／amo-italia.jp
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