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　2012年5月、海外の子どもたちの絵
で作ったチャリティーポストカードを、海
外に住むお母さんがポーランド　ウォピ
エンノ小学校の子どもたちに届けてくれ
ました。
　そして、書いてくれた絵が被災地に届
けられたことや、その絵を使ってチャリ
ティーグッズを作成し販売したことなど
を伝えてくれました。
　すると、その話を聞いたみんなは、その気持ち
に応えて日本への応援の意味を込め集合写真を
送ってくれたのです！１００年以上の歴史があると
いう校舎の前に集まった子どもたちは全校生徒約
６０人ほぼ全員。
　街も建物も子どもたちも、温かい優しさに溢れ
た写真をサイトで公開しています。また、ポーラン
ドの子どもたちが描いた絵も掲載していますので
そちらも合わせてぜひご覧ください。

■ご当地ラジオ局推薦の一品を販売中
　全国に200以上あり、東北6県にも23曲あるご
当地ラジオ局コミュニティFM。聴くことができる範
囲こそ限られていますが地域の特色や個性的な
番組が多く、魅力いっぱいです。そして昨年の震災
を機に立ちあがった臨時災害FM、東北の沿岸部
各地で放送を続けています。今回の企画では、そ
れぞれの放送局からおすすめの商品を紹介しても
らいました。12月の商品も魅力がいっぱいです！　
「八戸の鯖ジャーキー」や「福島の桃ジュース」な
どを展示販売しています。ぜひこの機会にお買い
求めください。

仙台　マチコ

参加者全員に縁結びグッズプレゼント
『片倉小十郎と行く白石縁結びツアー』を
開催しました。

ポーランド
ウォピエンノ小学校の子どもたちから
写真が届きました。

　戦国武将　片倉小十郎と城下町白石の
パワースポットを巡る縁結びツアーが開催
されました。ツアーは、小十郎の家臣に迎え
られるところからスタート。100名の応募の
中から選ばれたラッキーな参加者は、“白石”
の地名の由来にもなったとされる縁結びス
ポット「神石しろいし」や、白石の鎮守神明
社で縁結び祈願の祝詞をあげていただくな
ど、本格的なパワースポット巡りを体験しま
した。お昼は、ご当地グルメ白石温麺の名
店で縁結びランチを堪能。白石温麺の美味
しさに驚きの感想も。ツアーの終わりには、
白石市のソウルフード愛の10円まんじゅう
をお土産にお持ち帰りいただきました。

東北ろっけんパークで、
雑誌とコミュニティFMが
選んだ商品を展示発売中！

　おもに仙台市の方を対象に角田市の魅力
を体験してもらおうと企画される“あったかく
だ体験ツアー第２弾”『地元農家直伝！秘伝豆
でずんだもちづくり』が開催されました。角田
産の秘伝豆は、強い香りとコクのある味わい
が特徴。ツアーでは、秘伝豆生産者のこだわ
りや地元農家さんならではのずんだもちづく
りを体験することができました。また、今年は
伊達政宗公が相馬との戦いで角田を訪れた
際に戦勝祈願を行った由緒ある神社を参拝
後、幸運の!?御守りをいただいたり、秘伝豆
づくしランチをいただいたり、JAXAのある
角田ならではの施設スペースタワー・コスモ
ハウス見学などバラエティに富んだツアーを
楽しんでいただきました。

今年も大好評 あったかくだ体験ツアー
『地元農家直伝！　秘伝豆でずんだもち
づくり』が開催されました。

■グッドデザイン賞受賞！
　仙台発のどくだみエキス配合石鹸
　生活デザイナーの佐藤和子さんが手がけた

「SOSOどくだみエキス配合石鹸（1860円）」
は、肌ケアの基本である洗浄と保湿に適したオリ
ジナル石鹸。グラフィックデザイナーの協力を得て
完成したこの石鹸は2012年のグッドデザイン賞
を受賞した。合わせて佐藤さんがデザインした津
山町の木材を使った「リリアン（1050円）」「りんご

（1785円）」なども展示販売中。

Webサイト  「せんだいタウン情報 machico」

GO! 角田ブログ
あったかくだ体験ツアーレポート
http://gogokakuda.blog.so-net.ne.jp/2012-10-29　

美味しい・楽しい！宮城の秋　魅力満開体験ツアー

動画で巡る白石発見ブログ「Loven' 白石!」
片倉小十郎と行く白石縁結びツアーレポート
http://lovensiroisi.jugem.jp/?eid=32

角田市 ×

美味しい・楽しい！宮城の秋　魅力満開体験ツアー

白石市 ×
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　2月1日(金)～2月28日（木）の期間中、キャンペーン
参加店で対象の「地産地消メニュー」をお食事して応
募すると、抽選で50名様に、お好きな商品を選べる宮
城県産品ギフトカタログ「味や技の旨いもの 3,000円
コース」が当たるキャンペーンを開催します。キャンペー
ン参加店は、キャンペーン公式サイトで確認できます。
　machicoでもこのキャンペーンを紹介しますので、
是非参加してくださいね♪

仙台　マチコ

「たまきさん」環境goo大賞

食材王国みやぎ
キャンペーン開催！
県産食材を食べて、宮城県産品
ギフトカタログを当てよう！

　ユーメディアが制作・運営を担当している仙台市環境局のウェブサイト「たまき
さん」が、第12回環境goo大賞で「地球温暖化対策奨励賞」を受賞しました。
　「たまきさん」は2011年12月にスタート。「ライフスタイルを見直し、持続可
能な都市づくりを目指す」をテーマに、仙台にこだわった情報発信を続けてきまし
た。自転車大好き・自然大好きの仙台在
住ウェブクリエイターがブロガーで、エコ
イベントに参加したり企業を訪ねたりして
日々エコライフを発信しています。
　この「環境goo大賞」はインターネット
を通じて効果的に情報発信を行い環境
活動に取り組んでいる団体
や個人を表彰する賞で、こ
れまで名だたる企業や団体
が受賞してきた権威あるコ
ンテスト。これを弾みとして、
もっともっとエコを発信して
いきます。時々、プレゼント
キャンペーンもあります。ぜ
ひ、覗いてみてください。

東北ろっけんパークで、
雑誌とコミュニティFMが
選んだ商品を展示発売中！

　仙台市の委託事業として、東北の復興を応援する「東北ろっけんパーク」の2
階にある『TRY6チャレンジショップ』は、12/15（土）にリニューアルOPENしま
した。新たな6ショップのバラエティー豊かな商品から、自分だけのお気に入りア
イテムを見つけてください！
　2月1日（金）～2月14日（木）までは「バレンタイン商品」を販売。「本命、友
達、自分へのご褒美！」 開業を目指すショップオーナーが創るバラエティー豊
かなオリジナル商品をプレゼントするのはいかが？　バレンタイン数量限定商
品や、ペアで身に付けられる商品、焼菓子などなど、今ここでしか手に入らな
いものばかり！
　期間中お買い上げいただいた方、先着合計100名様に、ちょこっとノベルティ
&メッセージカードを進呈いたします。皆様のご来店をお待ちしております。
※ノベルティ＆メッセージカードの内容・個数はショップによって異なります。

復興から福幸へ…ハートをつなごう
HAPPY VALENTINE 

■雑誌Kappoとのコラボ企画展開中！
　バレンタインの時期に合わせて、石巻・珈琲工房
いしかわの「コーヒー豆チョコ」が再入荷しました。
すでに2回ソールドアウトした人気商品です。「コー
ヒー豆チョコ」は、石巻から全国に通用する商品を
発信したいという想いで開発された、深炒りの有
機栽培珈琲豆をチョコで包んだ大人のスイーツ。
ほろ苦さと甘さが絶妙な新感覚チョコです。この機
会にぜひお買い求めください。３種類各500円。

Webサイト  「せんだいタウン情報 machico」

【お問い合わせ】　
仙台市青葉区中央２-５-８　東北ろっけんパーク２階 
TRY6チャレンジショップ　TEL：022‐395‐6121(10時～18時)　
http://tohoku-rockenpark.com/try6

東北ろっけんパーク2階　TRY6チャレンジショップ

たまきさん
http://www.tamaki3.jp/
環境goo
http://eco.goo.ne.jp/

×

イシー商店
ハート切り替えの
シャツ・男女兼用の
カバンや帽子　

十里百
フェイク和菓子
ネクタイピン・カフス・
イヤリング・ピアス

MOON ANGEL
無添加化粧品石け
ん+バスソルト付 

ハンドメイド
ショップくぷり
ブレスレット・スト
ラップ・ペンダント・
イヤホンジャック

あこ焼菓子店
チョコ・ココア系クッ
キー詰め合わせ

おひさま整体
整体商品券

■ご当地ラジオ局推薦の一品を販売中
　全国に200以上あり、東北6県にも23曲あるご
当地ラジオ局コミュニティFM。聴くことができる範
囲こそ限られていますが地域の特色や個性的な
番組が多く、魅力いっぱいです。そして昨年の震災
を機に立ちあがった臨時災害FM、東北の沿岸部
各地で放送を続けています。今回の企画では、そ
れぞれの放送局からおすすめの商品を紹介しても
らいました。12月の商品も魅力がいっぱいです！　
「八戸の鯖ジャーキー」や「福島の桃ジュース」な
どを展示販売しています。ぜひこの機会にお買い
求めください。
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　東日本大震災以降、仙台市民の防災や救命処置に関する意識が強くなっているこ
とを受けて、仙台市消防局では、より市民への応急手当の普及を図るため、応急手
当について気軽に学べて、緊急時にも使えるスマホ用アプリ「救命ナビ」と、救命講
習の事前学習や復習用として使えるeラーニング用ホームページ「応急手当WEB
講習」を公開しました。
　スマホアプリ「救命ナビ」は、応急手当を学ぶ機能のほか、実際に応急手当が必
要な場面で、119番通報や心肺蘇生法の流れを分かりやすくナビゲートしたり、市
内のAED設置場所をマップで確認できる機能が付いていたりと実践的なお役立ち
アプリになっています。
　また、「応急手当WEB講習」は、自宅のパソコンなどで動画を視聴しながら、応急
手当の基本を身に付けられるもので、夜間や休日など、都合の良い時間にじっくり学
ぶことができます。
　救える命をしっかり救うためには、初期の応急手当が重要で
す。いざという場合に備え、これらを積極的に活用して、応急手
当を身に付けましょう。

宮城・川崎町の季節のたのしさをご紹介
フリーマガジン『かわさきあそび』
好評発行中！

応急手当を学ぶ「応急手当WEB講習」と
スマホ用アプリ「救命ナビ」をリリース

　川崎町の地域活性化事業として、昨年の秋から発
行がスタートしたフリーマガジン『かわさきあそび』。
町で出会った方々のスナップ「川崎町からコンニチ
ワ！」や、川崎町の季節のめぐり方を紹介する「かわさ
き回遊ナビ」、「飲食店リスト」や「イベントレポート」
など、盛りだくさんの内容。川崎町の飲食店や温泉で
使える特別クーポンも付いています。仙台市内の市
民センターやカフェ、携帯ショップ、山形自動車道古
関PAなど、各所にて配布中。春号は、お花見スポット
の紹介や春の登山ナビ、支倉常長ゆかりの地をめぐる
コースナビなど、おでかけ情報満載です。川崎の春の
楽しさを存分に紹介していますので乞うご期待！

　ラジオ3では3月11日2：46のその時を市民の皆さんと共有する特別番組
「3.11未来へ」を生放送します。イオンモール名取のイベント会場から、復興へ
歩みだした市民の方や復興を支援し続ける団体をゲストにお呼びして、未来への
想いを語ってもらいます。そしてそのときの2：46には会場全体と電波を通してリ
スナーの皆さんと一緒に祈りを捧げます。イベント会場ではトークイベントの他に
アーティストのミニライブなどもあります。またこの模様はミュージックバードの
CS放送を通して全国のコミュニティ放送局
でもオンエアされる予定です（放送時間は
決定次第ラジオ3の番組内でお知らせしま
す）。前日の3月10日には同会場で「3.11未
来へ」タイアップ企画として、市民の皆さん
に希望がみえるような名画の上映会も開催
します（無料ご招待、上映会会場は1F飲食
モール隣接のイオンホールとなります）。お
時間のある方は是非お越しください。

ラジオ３で3.11特番放送、
2：46の祈りを生中継します。

　全国に200以上あり、東北6県にも23局あるご当
地ラジオ局コミュニティFM。聴くことができる範囲こ
そ限られていますが地域の特色や個性的な番組が多
く、魅力いっぱいです。そして昨年の震災を機に立ち
あがった臨時災害FM、東北の沿岸部各地で放送を
続けています。今回の企画では、それぞれの放送局か
らおすすめの商品を紹介してもらいました。3月の商
品も全国からの魅力がいっぱいです！　ぜひこの機会
にお買い求めください。

Webサイト  「せんだいタウン情報 machico」

　東北ろっけんパーク「チャレンジショップ」には、夢に向かって開業を目指す、個
性豊かなショップが集まっています。その中から4店舗のショップが、マチモールで
の販売を開始しました！素敵なオリジナル商品ばかりです。ぜひこの機会にお試し
くださいませ。
◆MOON ANGEL　こころと身体に優し
　い手作り無添加化粧品石けん
◆ハンドメイドショップくぷり　材料にこ
だ　わるオリジナルの天然石アクセサリー
◆イシー商店　ひとつひとつ丁寧に作り
　上げられたお洋服
◆十里百　樹脂粘土で製作した本物の和
　菓子のような手作り小物

マチコがみつけたいいもの市場
『マチモール』に新店舗登場！　

仙台　マチコ チャレンジショップ店舗のみなさん

仙台市消防局
応急手当eラーニング & 
救命ナビアプリケーション
http://www.sendai119.jp

※写真は昨年の3.11イベント放送の模様

〈iPhone & Android対応〉

　おびただしい数の震災関連本が刊行された中、被災地の編集者の視点で選ん
だ、「震災関連本50選」のトークイベントを、３月10日（日）13時より仙台文学館
で開催します。ホストは、在仙出版社3社の編
集者、小林直之（東北大学出版会）、土方正志

（荒蝦夷）、川元 茂（プレスアート）の3名。ゲ
ストには、熊谷達也氏（作家）らを予定してい
ます（入場無料）。関連企画として、仙台市内
主要書店で、この50選と3社の震災に関連し
た書籍、雑誌のブックフェアを開催予定です。

【トークライブ】
被災地から読む東日本大震災
-本のチカラで大震災に立ち向かう-

東北ろっけんパークで
ご当地ラジオ局推薦の一品を販売中
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みやぎの復興プロジェクト
コミュニケーションマガジン

「TOMORPO MAGAZINE」
Vol.2発行しました
　東日本大震災から2年の節目に、これまで本ページに
掲載してきた活動の記録とたくさんの人から寄せられた
復興への誓いの言葉を掲載したマガジンを発行しました。

■伊達美味（だてうま）
　仙台ならではの美味いもの「伊達美味（だてうま）」。仙台市
では定番グルメの牛タン焼き、笹かまぼこ、ずんだ餅や地元食
材を活用した新グルメの仙台づけ丼、仙台あおば餃子などを

「伊達美味」と呼称し知名度を高め、震災で落ち込んだ観光
客を「食」の力で呼び戻す取り組みを始めます。ＷＥＢでのスペ
シャルムービーやプレゼントキャンペーンなど展開予定。
URL : dateuma.jp

ともにPROJECTが応援する
2013年度の震災復興事業

　ラジオ3ＦＭ76.2では3月11日13時～16時55分に特別番組「KIZUNA　
station」を放送しました。イオンモール名取に特設サテライトスタジオを設け、Ｃ
Ｓ放送局のミュージックバードの制作する同番組に地元放送局として参加、地元
レポートを入れました。2時46分には黙とうを捧げ、地元ゲストの声も入れて被災
地の今を伝えました。さらにこの番組は全国
91局のコミュニティ放送局にネット配信され、
多くのリスナーへ声を届けました。また前日
の3月10日には同会場で映画上映会や映画
スターのパネル展示も行い、ほっと一息でき
る空間を提供しました。ラジオ3はこれからも
ずっと番組やイベントを通して被災地の今、市
民の声を届けていきたいと思っています。

　仙台の復興スピードは速い
ようにも感じますが、沿岸地域
の被災地はまだまだ復興地と
して歩み続けています。時間
の経過と共に大震災の教訓ま
でも風化しないよう、震災に対
する備えを改めて考える機会
とするためmachicoで意識
調査を行いました。

震災に関する
意識アンケート

「ラジオ3で3.11特番を
生放送、関連イベントも実施しました」

■「ココロプレス」は宮城県の復興を
　応援するブログです。
　ココロプレスは、県内各地に住む県民ブロガーた
ちによるグループブログです。地域の復興や生活
の再建に懸命に取り組む人々の姿、世界中から寄
せられている力強く温かい応援の様子を訪ねてこ
れまでに800本以上の記事を公開し、今日も発信
を続けています。

●東日本大震災を教訓に、取り組んでいること
・家族との時間を大切にし連絡を密にしている。
・子供達が登下校の際に地震が起きた場合の行動パターンを決めた。
・仕事中でもバッグの中に、手動式充電器、カイロ、電池などを持っている。
・少し大きな揺れを感じたら、自宅近くの高齢者の方とすぐ連絡を取り合うようにし
ている。
・会社で地震の時の避難訓練を定期的にやるようになった。
・定期的に被災地へ行き買い物をする。
・「ありがとう」と言葉も出すようになった。
・震災でアルバムが全部無くなったので写真をたくさん撮って思い出を増やしてい
る。

　送付ご希望の方は、せんだいタウン
情報machicoにて配布をしておりま
すのでフォームよりお申込みください。

■角田の５つのめ「梅」「豆」「米」「夢」「姫」を体験しに角田へＧＯ！
　「梅」「豆」「米」の一大産地であり、JAXA宇宙センター
や伊達政宗の娘　牟宇姫が嫁いだ歴史など豊富な観光資
源を持つ角田市。交流人口100万人を目標に観光調査を実
施し、体験ツアーや観光ポータルサイトを共同で立ち上げま
した。そして、これからも角田市の魅力をS-styleで発信し
ていきます。

■100人以上のご応募をいただいた縁結びツアーを開催しました。
　白石市に昔から伝わる伝説の「神石白石」という縁結び
スポットと片倉小十郎の歴史を巡る縁結びツアーを開催。
S-style読者の方にも大変多くのご応募をいただきました。
ＪＲ白石駅観光案内所にある縁結びまち歩きマップで同じ
ルートをまわれますので、白石の新しい旅の魅力パワース
ポットを体験しにぜひ訪れてください。

■宮城・川崎の季節のたのしさをご紹介
　フリーマガジン「かわさきあそび」
　川崎町大好き5人の編集スタッフが川崎町の観光スポットの魅
力をあますことなくお伝えする「かわさきあそび」は2012秋号か
ら創刊されました。地元の方にも愛し愛され、とうとう3号目が発
行されました。2013春号はＧＷのレジャーにぴったりのお得な
クーポン券もついて、仙台市内各所で配布されています。

防災グッズの準備 
食糧などの備蓄 

家具の固定 
普段の近所づきあい

避難場所・ルート確認 
貴重品の持ち出し確認 

保険の確認・見直し 
自宅の補修・強化

その他 

●減災・防災対策として何をしていますか？

●ご自身の生活で回復・復旧を
　実感していますか？

回復・復旧を非常に
実感している

やや回復・
復旧を実感
している

どちらとも
いえない 

2%

あまり回復・
復旧を実感
していない 

回復・復旧を全く実感
していない 
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ショッピングや観光など
ちょっとした移動に！
コミュニティサイクル

「DATE BIKE」がスタート

かわいいと早くも人気！
蔵王町観光ＰＲキャラクター『ざおうさま』
蔵王町をＰＲ中

　今年もまた、あの熱いビール祭りがやって
来る。
　今年の仙台オクトーバーフェストは、錦町公
園を会場に、9/13〜23のシルバーウィーク
の11日間の会期で開催されることが決定しま
した。合わせて、ステージ演奏を担当する楽
団も「WOHO & KALENDAR BAND」に
決定！　多彩な民族楽器の演奏とヨーデルに
よるドイツ民謡や、踊りで会場を盛り上げてく
れそうです。
　お祭りの最新準備状況は、ホームページ等
のサイトで知ることが出来ます。みなさんも、
この秋を楽しみにお待ちください。

　仙台市とフィンランド共和国は、平成15年11月から「仙台フィンランド健康福
祉センタープロジェクト」を推進しており、産業振興のみならず、様々な文化交流
を行い、ビジネスの創出や相互の文化理解を深めてまいりました。
　平成23年3月11日に起こった「東日本大震災」からの復興支援を目的として、
フィンランドの遊具製造メーカー「プーハ社」からムーミンのキャラクターをプリン
トした遊具17点の寄贈（720万円程度）についてフィンランド大使館を通じて申
し出いただきました。
　仙台市では、多くの市民、被災者の方々に遊具にふれていただくため、また、
フィン ランドの イ
メージに合う設 置
場所として、木々が
あり、水辺のある公
園として七北田公
園を選定し、遊具の
設置を予定しており
ます。2013年7月
上旬に完成、中旬に
オープン予定。

フィンランド政府から
被災地仙台の子どもたちに
ムーミン遊具をプレゼント 

第8回 仙台オクトーバーフェスト2013
9月開催決定！！
今年のビール祭りは、11日間

　3月に突如あらわれた蔵王町観光ＰＲ
キャラクター『ざおうさま』。
　蔵王の森に住む王様『ざおうさま』は、
恥ずかしがりやで、森の奥でひっそりと
過ごしたところ最近、太ってきたのを気
にして運動不足解消のために森からよく
出てくるようになったそう。
　仙台・宮城デスティネーションキャン
ペーン期間中早くも人気者です。
　各地のイベントに登場するので見か
けたら声をかけて下さいね。
　 5 月には『 ざ おうさま 』が 表 紙 の
S-style×zaoおでかけガイドブックも無
料で配布されます。お楽しみに！

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

蔵王町観光ＰＲキャラクター『ざおうさま』
http://www.town.zao.miyagi.jp/kankou/zaosama/zaosama.html

　市内中心部の12ヵ所に
設置した自転車置き場「サ
イクルポート」で、自転車の
貸出、返却が自由にできる新
しい交通システム「DATE 
BIKE」がスタート！　会員に
なれば、60分までは100円
で利用できるので、市内の
ちょっとした移動にぴったり
です。まずは仙台駅前にある

「DATE BIKEサービスス
テーション」で会員登録を。

「DATE BIKE」
利用料金／基本プラン：基本料金100円（60分）、延長料金100円（30分）
※支払いはクレジットカード決済
一日パス1,000円　利用時間／8:00〜21:00　
問い合わせ・申込／DATE BIKEサービスステーション
仙台市青葉区中央1-10-1　HUMOS5ビル１F　☎0120-260-397　
http://docomo-cycle.jp/sendai/
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　チョコレートのチョコと支倉常長の本名が支倉
六右衛門であったことから「えもん」と併せて名づ
けられた川崎町観光ＰＲキャラクター「チョコえも
ん」は、日本人で初めてチョコレートを口にした人
物とされる川崎町出身の支倉常長（六右衛門）の
意志を受け継ぎ、チョコレートの美味しさを現代に
伝えるため世界中を旅していました。400年間も
…ということは400歳！
　常長公渡航400周年目をむかえた本年３月、常
長公のふるさと川崎に満を持して帰路に就きまし
た。初コラータの販路拡大も展開するために…
尊敬する人は＝当然川崎町の英雄、支倉常長公。
好物は＝もちろん川崎町特産品「初コラータ」！川
崎町では初コラータ販路拡大委員長やのんびり
部長など9つの役職を兼務しています。
　6/2に川崎町で開催される「支倉常長まつり」
では、チョコえもんグッズがあたる宝探しゲームも
行われますよ。
　今月号のS-style川崎町支倉常長特集ページ
もぜひご覧ください！

川崎町のゆるキャラ
「チョコえもん」がのほほ～んと大活躍中

　亘理の“いちごビール”を覚えていらっしゃる方も多いと思います。2007年
から2010年までの4年間、仙台オクトーバーフェストに出店していた「鳥の海
ビール」。
　東日本大震災で発生した津波に
より、亘理町にあった180坪あま
りの工場・店舗は全壊し、醸造タン
クや樽等の設備全てが流されてし
まいました。
　震災から2年経った今も、亘理町
での工場再建の目途が立たないた
め、岩手県花巻市に所有していた建物で、設備等を新たに購入して、今年の1月
に「夢花まき麦酒醸造所」として再開。鳥の海ビール自慢のフルーツビールを復
活させるとともに、ドイツから輸入したパンを加えて営業されています。
　この「夢花まき麦酒醸造所」が、ついに仙台オクトーバーフェストに帰ってき

ます。リンゴとぶどうの2種類のフ
ルーツビールに、スッキリした味わ
いのラガーと、ほろ苦さが特徴の
エールを加えた計4種類を出品する
そうです。「自慢のビールと、こだわ
りのドイツパンを、また仙台のみな
さんに味わって頂きたい」と今から
仕込み準備に取りかかられていらっ
しゃいます。
　仙台オクトーバーフェストに楽し
みがまた一つ加わりましたね。

　エフエム仙台が2006年から2010年まで防
災企画として実施していた「サバ・メシ＊コンテ
スト」。「災害時に必要な非常食を、よりおいし
く、楽しく」をテーマに、アイディアと工夫をこ
らした非常食を考え防災に取り組む意識を高
めることを目的としたコンテストです。このコン
テストの条件は「４５分以内にカセットコンロ１
台で作れるもの」であること。その「サバ・メシ＊
コンテスト」これまでの入賞レシピから①お米
のレシピ②麺・汁もののレシピ③粉もの・おかず
のレシピ④お菓子のレシピ⑤震災時に実際に
作ったレシピなど選りすぐった、合計73のレシ
ピを収録した本を発行し発売しました。家にあ
る材料ですぐ作れる！子どもでも作りやすい！震
災時に作ったレシピも収録！アウトドアやキャン
プにも使える！レシピ集です。

エフエム仙台 「サバ・メシ＊コンテスト」実行委員会

非常食をもっとおいしく！ 楽しく！
カセットコンロ1台で作れるかんたん！
サバイバルごはん 発売中

震災を乗り越え、鳥の海ビールが
「夢花まき麦酒醸造所」として
仙台オクトーバーフェストに再登場！

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

タイトル/非常食をもっとおいしく！　楽しく！カセットコンロ1台で作れる　かんたん！
サバイバルごはん　エフエム仙台　「サバ・メシ＊コンテスト」実行委員会
発行元/扶桑社定価/1155円（本体1100円）
発売日/3月8日より全国書店にて発売中

自慢のフルーツビールも加えた4種類を出品予定。
左からラガー、リンゴ、エール、ぶどう。

岩手県花巻市に今年1月にオープンした
「夢花まき麦酒醸造所」。

川崎町観光ＰＲキャラクター「チョコえもん」
川崎町観光協会　http://www.wakuwaku-kawasaki.com/
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　白石市は夏から秋にかけておすすめの観光地。傷に鎌
先・目に小原温泉。さわやか夏の蔵王。秋の一大イベント白
石城本丸広場で決戦が行われる鬼小十郎まつり。歴女から
圧倒的な人気の「白石戦國武将隊　奥州片倉組」。「ポチ
武者こじゅーろう」も人気急上昇中です。
　また、受託中の震災等緊急雇用対応事業で制作したご
当地グルメ白石温麺の「白石うーめん体操」動画は、３ヶ月
でなんとYouTubeダウンロード３万回を達成しました!!
　今月号のS-styleでは、白石市のパワースポット＆小原
温泉郷を、宮城美人
時計の女子３人組
が案内しています。
モニターツアーも企
画しました。詳しく
は、せんだいタウン
情報machicoをご
覧ください!

震災等緊急雇用対応事業

片倉小十郎の城下町、白石市の観光の
まちづくりをお手伝いしています。

　仙台オクトーバーフェストで味わう地
ビールの筆頭として、「いわて蔵ビール」
を挙げる方は少なくないのでは。
　そのいわて蔵ビールを製造販売して
いるのが、一関市にある蔵元“世嬉の一
酒造”さんです。内陸部にある同社も、
2011年の震災では、歴史ある酒蔵をは
じめとるす建物や、設備が被害を受けて
います。
　この世嬉の一酒造さんが、盛岡のあの有名な「石割桜」から採
りだした酵母を使用して商品化したのが「福香（ふくこう）ビー
ル」です。
　このビールの誕生には物語があるのです。使われている酵母
はもともと、北里大学の釜石研究所で採取していたもの。震災

の被害を受け、一度は海に流された
ものを、研究所のスタッフが冷蔵庫
から発見された酵母を懸命に復活
させ、その後の商品化に結びつきま
す。さらに、その売上の一部が、三陸
漁業の復興に役立てるための義捐
金として届けられます。
　震災を乗り越えて完成した『福香
ビール』を仙台のファンにも是非味
わって頂き、被災地の支援に結び付
けられれば素晴らしいですね。

　震災後､海外の子どもたちからこころのこもった絵が届きました｡ 今度は､
日本の子どもたちから海外の子どもたちへ、「ありがとう」の気持ちを届ける
ため、 「こどもの声・こどもの力で世界へ伝えようプロジェクト」として7月20日
（土）に錦町公園でイベントを開催します。現在、イベント会場で描いてくれる
お子様を募集しています｡

開催日時  2013年7月20日(土)13:30～15:00
開催場所  錦町公園（雨天中止）
内　　容  1.絵本「しんちゃんのランドセル」の読み聞かせ
　　　　　  東日本大震災で被災した「しんちゃん」が感じた想いをお子様と
　　　　　　一緒に是非お聞きください。
   2.machico For chiidren by childrenに寄せられた世界のこ
　　　　　  どもたちに､お礼の絵を届けよう！

緑いっぱいの錦町公園で､のびのびと絵が描けます。スケッチ                 
ブック、クレヨン、折り紙をお土産としてお持ち帰りいただけます。

　　　　 当日の様子をラジオ3の番組で放送する予定です。
参 加 費  無料（参加締切7月17日）
定　　員  20名程度（親子10組）※小学生以下のお子さんに限ります。

　　　　  仙台F･Voice

「こどもの声･こどもの力で
世界へ伝えようプロジェクト」
参加者募集

復興の願いを込め、いわて蔵ビールの
『福香（ふくこう）ビール』が登場！

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

白石市の観光のことは「動画で巡る白石発見ブログ　Loven’白石！」
http://lovensiroisi.jugem.jp/

白石市の観光のこと
ならおまかせ!「ポチ
武者こじゅーろう」

白石うーめん体操 動画できたよ!! 検索白石うーめん体操

仙台オクトーバーフェスト
キャラクター
「ビールおじさん」

仙台　マチコ

楽しくのんで
被災地を
応援しよう！！
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　子ども達が、遊びを通じて社会の仕組みを体験できる
職業体験、街づくり体験をするイベントです。
　当社グループは「S-style」としてパンケーキ屋さんの協賛をしております。
こどもがつくるまち「Piccoliせんだい」2013
◎開催日時：8月9日（金)〜11日（日）　◎開催場所：宮城野区文化センター
◎お問い合わせ先：ピコせんサポーター事務局
　　　　　　　　 TEL/FAX 022-355-2624    info@picosen-kids.com
※参加者の募集は既に終了しております。
※イベントを応援するサポーターは随時募集しております。

こどもがつくるまち「Piccoliせんだい」を
応援しています。 

普段の買物で、福島を応援しよう！

仙台オクトーバーフェスト
キャラクター

「ビールおじさん」

私も応援
します

105万人の伊達な節電所
キャンペーン実施中
　「せんだいＥ-Ａction２０１３実行委員会」で
は、電力使用量が増加する夏期の対策として
「１０５万人の伊達な節電所」サイトを開設し、
楽しみながら節電に取組めるキャンペーンを
実施しております。
　「節電所」とは、ひとり一人が節電して使わなかった電力を蓄積す
ることで、あたかも新しい発電所を造ったように見せる仕組みです。 
　電力会社から届く7月・8月・9月分の「電気ご使用量のお知らせ」
で昨年同月より節電できたことが確認できたら、郵送またはホーム
ページ等から投稿してください。毎月抽選で保冷タンブラーが当た
ります。さらに、3か月すべて投稿していただいた方の中から抽選で
LEDランタンをプレゼントします。
　参加方法など詳しくは環境ウェブサイト「たまきさん」http://
www.tamaki3.jp/をご覧ください。
　キャンペーンについてのお問い合わせは「仙台市環境都市推進
課」TEL:022-214-0007

共催イベント「発見！節電セミナー」
内容：LED照明の詳しいお話、毎日の暮らしの中で取り組める節電
　　 ポイント
日時：9月11日（水）18：30〜20：00
　　参加無料、先着順（定員になり次第締め切らせていただきます）
会場：アイリスオーヤマ（仙台市青葉区中央2丁目1-7）
お申し込みは「みやぎ・環境とくらし・ネットワーク」TEL：022-301-9145

　震災時の経験を少し思い出しながら、地球環境とわた
したちの暮らし方を見つめ直す、大人も読める絵本。危
機的状況といわれる未来を“軽やかに”生きぬくヒントが
散りばめられています。ふだんの暮らしの良くないクセ
を、主人公の「ワタシ」と一緒に見直してみませんか？ 
タイトル／「それはエコまちがい？　震災から学んだ、2030年
の心豊かな暮らしのかたち」　価格／￥1,000＋税　発売日／
8月1日（木）より、宮城・山形・福島・岩手の書店を中心に全国発売　監修／石田秀輝・田路
和幸（ともに東北大学大学院環境科学研究科教授）　絵／物部朋子　編集／東北大学大
学院環境科学研究科震災復興提言ワーキンググループ　制作・印刷・製本／ユーメディア
発行／プレスアート

あなたのエコはワクワクしますか？
東北大が考える「2030年の暮らしのかたち」

　 

　2011年に発生した、東日本大震災とタイ洪水。予期
せぬ自然災害により、双方大きなダメージを受けました。
　東北×タイフェスタは、両国の交流人口の早期回復と、
今後益々の発展を願い、文化や食の交流を通して、国際
交流の推進と地域の活性化を目的に開催されます。
開催日時：8/1（木）〜8/8（木）12:00-21:00
会場：トラストシティプラザ前広場　宮城県仙台市青葉区一番町1-9
HP：www.trustcity-s.com

「東北×タイフェスタ」を今年も開催 

　 

　昨年9月より今年の3月まで、クリスロード商店街の「東北ろっけんパーク」
で実施していた、Kappo＆ラジオ3のボックスショップですが、Kappoでは宮
澤賢治グッズや鳴子漆器、石巻・珈琲工房いしかわの豆チョコ、仙台箪笥マウ
スパッドなどを販売。ラジオ３では東北６県のコミュニティエフエム各局に協力
を仰ぎ、土地の名産品を販売いたしました。結果、多くの皆様にご購入いただ
いたことを感謝申し上げるとともに、売上の一部を仙台市社会福祉協議会に
寄付してきたことをご報告いたします。皆様、ご協力ありがとうございました。

東北ろっけんパークの売上の一部を
仙台市社会福祉協議会に寄付しました。 

　宮城県と同様に震災の風評被害で苦しむ福島県。
　福島県を、普段の買物で手軽に応援できるクレジットカードが生
まれました。
　名前は「Fukurumカード」。使い方は一般のクレジットカードと
全く同じで、買物の際、「Fukurumカード」で支払うだけ。カード
利用額の一部が支援金として福島県産品の
復興・風評被害払拭に役立てられます。
　そんな「Fukurumカード」をお持ちの方に
うれしいニュース。9月に開催される仙台オク
トーバーフェストの商品券が1割増しで購入
出来るんです。この8月1日から、日専連カウ
ンター アエル店で販売します。ビール祭りを
楽しみながら、福島を応援しましょう！！

お問合せ／日専連カウンター アエル店　
　　　　　tel.022-723-8055
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日本の子どもたちから
“ありがとう”の絵を
世界の子どもたちへ 

仙台　マチコ

「伊達美味」とタイアップして、
仙台オクトーバーフェストがいよいよ開催！

　来る9/13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。
　今回は、以前にご紹介した亘理の鳥の海ビール（現：夢花まき麦酒醸造所）が復活した
り、いわて蔵ビールの『福香（ふくこう）ビール』が登場するなど、復興の足掛かりとして
活かされています。さらに、仙台・宮城の美味しい料理や食材を広くPRしている「伊達美
味（だてうま）」ブランドとタイアップ。仙台・宮城が誇る美味いもの「伊達美味メニュー」
を会場内でお楽しみいただけます。ビールがますます美味しくなる牛タン焼きや、かき、
仙台牛、仙台味噌を使ったアレンジ料理の数々が出品。甘党の方には、仙台野菜を使っ
たせんだい青葉スイーツがおすすめ。今年も、ビールの力で仙台・宮城を元気にましょう！

開催日／2013年9月13日（金）〜23日（月）　開催時間／11:00〜21:00（平日は16:00〜）
開催場所／錦町公園（仙台市青葉区本町）　主催／仙台オクトーバーフェストプロジェクト
後援／宮城県、仙台市、ドイツ大使館、仙台日独協会、バイエルン州駐日代表部、ドイツ観光局　他
交通手段／仙台市地下鉄「勾当台公園駅 南4出口」「広瀬通駅 東2出口」から歩いて5分程度　
※台風等の荒天時、一時中止する場合があります
お問い合わせ／022-714-8324（平日10:00〜18:00）
website／http://www.sendai-oktoberfest.jp/
Facebook／https://www.facebook.com/sendaioktober
twitter／@sendaioktober

七夕ヴィレッジに
ともPROも参加しました。

　 

　東日本大震災は私たちに、「地球環境問題
に正対するとはどういうことなのか」「心豊か
に暮らすとはどういうことなのか」そして「ど
のようなテクノロジーであればこれら2つに貢
献できるのか」を問うています。その答えを出
すことが、今の、そして次の世代を担う子供
たちへの私たちの責任だと思うのです。そし
て今、やっと見つけました、すぐそこに厳しい
環境制約の中でもワクワクドキドキ心豊かに
暮らせる「かたち」のあることを！（東北大学大
学院環境科学研究科教授　石田秀輝氏）

大人も学べる絵本
『それはエコまちがい？』
好評発売中！ 

タイトル／「それはエコまちがい？　震災から学んだ、2030年の心豊かな暮らしのかたち」価格／
￥1,000＋税　発売中　監修／石田秀輝・田路和幸（ともに東北大学大学院環境科学研究科教授）
絵／物部朋子　編集／東北大学大学院環境科学研究科震災復興提言ワーキンググループ　
制作・印刷・製本／ユーメディア　発行／プレスアート　

　錦町公園にて子どもたちが主役となって作るイベント
『仙台F･Voice こどもの声･こどもの力で世界へ伝えよ
うプロジェクト』を開催しました。
　これまでに日本中、世界中から頂いたあたたかい気持
ちに応えたい、私たちが震災を忘れないようにしたいと
いう想いから生まれこのイベントは、「ラジオ3」と「とも
にプロジェクト〜アクションみやぎ」「machico」が協力
し実施したものです。
　こどもたちは震災をきっかけにつくられた絵本「しん
ちゃんのランドセル」のお話しを聞いた後、スケッチブッ
クとクレヨンを片手に、緑いっぱいの公園で思い思いに
座り、のびのびとしたタッチで「ありがとう」の気持ちを描
きました。
　今の子どもたちの元気な様子を感じられる、とても素
敵な絵がたくさんです。子どもたちの絵は、machicoに
掲載中です。ぜひご覧ください。

　8月5日〜8日に仙台市民広場と円形公園で開催さ
れた、S-style×RADIO3「七夕ヴィレッジ」に「ともに
PROJECT」としてブースを出展しました。
　ブース内では、「せんだいタウン情報machico」のFor 
children By childrenプロジェクトを通して被災地を思
う世界中の子ども
たちから被災地の
子供たちへ寄せら
れた絵を展示し、訪
れた方々にご覧い
ただきました。

仙台オクトーバーフェスト
キャラクター

「ビールおじさん」

×
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おおさき市場　ＷＥＢサイト　
http://www.osaki-ichiba.com

仙台オクトーバーフェスト2013
ご来場ありがとうございました。
　今回で8回目となる「仙台オクトーバーフェスト」は、９月２３日
に無事終了いたしました。今年は天候にも恵まれ、過去最多の
来場者数を記録し、市民のみなさまから愛され、期待されるイベ
ントに成長したことを実感しています。
　ドイツからWOHO & KALENDAR BANDを招き、地元仙
台市への表敬訪問を行うとともにフォルカー・シュタンツェル ド
イツ大使のご臨席のもとオープニングセレモニーを実施し、仙
台とドイツの交流を図ってまいりました。また、仙台市が推進する

「伊達美味（だてうま）」ブランドとタイアップし、地域の美味し
いメニューを用意しました。これからも、地域の活性化のために、
“杜の都のビールまつり”として、日独交流・地産地消・収穫祭（勤
労感謝）をコンセプトに開催してまいります。

大崎地域の食の魅力を紹介するプロジェクト
「おおさき市場」がスタート！

　 

　東日本大震災は私たちに、
「地球環境問題に正対すると
はどういうことなのか」「心豊か
に暮らすとはどういうことなの
か」そして「どのようなテクノロ
ジーであればこれら2つに貢献
できるのか」を問うています。そ
の答えを出すことが、今の、そし
て次の世代を担う子供たちへ
の私たちの責任だと思うのです。そして今、やっと見つけまし
た、すぐそこに厳しい環境制約の中でもワクワクドキドキ心豊
かに暮らせる「かたち」のあることを！（東北大学大学院環境科
学研究科教授　石田秀輝氏）

大人も学べる絵本
『それはエコまちがい？』
好評発売中！ 

タイトル／「それはエコまちがい？　震災から学んだ、2030年の心豊
かな暮らしのかたち」価格／￥1,000＋税　発売中　監修／石田秀
輝・田路和幸（ともに東北大学大学院環境科学研究科教授）絵／物部
朋子　編集／東北大学大学院環境科学研究科震災復興提言ワーキン
ググループ　制作・印刷・製本／ユーメディア　発行／プレスアート　

　「おおさき市場」とは、大崎地域（大崎市・色麻町・加美町・涌谷町・美里町）の
「食」に関する情報を紹介するプロジェクトです。主に「おいしいもの」や「おいし
いものにまつわること」の情報を、発信していきます。
　今回ご紹介するのは「イベント」と「食」から大崎地
域を楽しめる「豊作レシートラリー」です。
　９月29日(日)～11月30日(土)までに大崎地域内の
参加店23店舗で合計500円以上のお買い物をする
と、合計45名様に豪華賞品が当たるチャンス！
　期間中は、秋の大崎地域のイベントが盛りだくさん
ですので、ぜひ大崎に遊びに来て、お買い物をして、
レシートラリーに参加して大崎を満喫してください。

柴田町で初開催！　第１回 曼珠沙華まつり
～彼岸花の咲く丘～！
　今年から一目千本桜の里　柴田町船岡城址公園が9月
中旬から10月初旬真っ赤な曼珠沙華（彼岸花）が咲く丘に
なります。町内有志の方々が4年前から植栽を続け5万株を
超えた今年初開催が決定。私たちも企画から参加し応援し
ました。今号のS-styleに特集ページもありますよ。美味し
い立ち寄りスポットも満載です。
　詳しくは、柴田町観光ブログをチェックしよう。

旬の美味しい宮城県産食材をたくさん食べて当てよう！
「みやぎ秋の極味キャンペーン」10月1日よりスタート！
　多彩で豊富な食材に恵まれた宮城県。県内の地産地消
推進店では、旬の県産食材を活用したオリジナリティあ
ふれる地産地消メニューを提供しており、キャンペーン期
間中に対象のメニューを食べて応募するとお好きな商品
を選べる宮城県産品ギフトカタログ「味や技の旨いもの
3,000円コース」が抽選で当たります！ぜひこの機会に旬
の美味しい県産食材を使ったメニューをご賞味ください。

キャンペーン詳細は下記サイトよりご確認ください。
パソコンの方はこちら
食材王国みやぎキャンペーンサイト
http://www.suisinten-miyagi.com/
mobile版は右記の
2次元バーコードよりアクセス

仙 台 オクトー バ ー
フェスト
キャラクター
「ビールおじさん」

×

仙台オクトーバーフェスト
http://www.sendai-oktoberfest.jp/
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角田市観光戦略実施事業

角田市観光PRキャラクター
『ひかりちゃん☆』を応援しよう！

あしなが育英会を通して
震災孤児のこどもたちへお菓子を届ける

「おかしでえがおのプロジェクト」発足！

　 

　日本とスペインの交流400
周年を記念し、慶長遣欧使節
支倉常長らの旅路を妻で女優
の竹下景子さんと共に日本ス
ペイン交流400周年親善大使
を務める、写真家・関口照生氏
がたどった写真集「支倉の道」
が10月10日（木）発売しまし
た。「支倉常長が一途に使命
を果たすべく歩いた道は希望
と苦難の道のりであり、彼が見
た異国の風景は400年の時を経て、変わらぬ山河もあり、歴史の変遷
や文化の進化とともに大きく変貌した街もある。この写真集に収められ
た作品は、彼の歩いた道の一部であり、1年半の時間をかけ、自分なり
の感性で取材撮影したものである－関口照生（本書あとがきより）」。ま
た、11月17日まで仙台市博物館にて個展「支倉の道」も開催中です。

ユネスコ世界記憶遺産登録決定・支倉常長記念の年

写真家・関口照生がその旅路をたどった
写真集が発売！ 

タイトル／「支倉の道」　価格／2,000円＋税　
宮城県内の主要書店、首都圏の主要書店、仙台市博物館、
アマゾン他で発売中　
発行／株式会社プレスアート

　プロジェクトに参画いただいた病院・施設の明治商品購入額の一部をmeijiのお菓子に
かえて「あしなが育英会　レインボーハウス」の震災孤児に届けるプロジェクトがスタート。
　震災孤児のこどもたちが笑顔になるよう、おかしに思いをのせて届けていきます。
　せんだいタウン情報machicoではサイト内でこのキャンペーンを紹介、サポートしてい
きます。

　角田市を元気にする角田市観光
PRキャラクターひかりちゃん☆。コ
スモ星のお姫さまという彼女はロ
ケットのある角田市をこよなく愛し、
大好物の特産品、米、豆、梅を宮城
県内はもちろん、東京方面へも足を
のばしてPRしています。地元のた
めに頑張り、どこへ行っても人気者
のひかりちゃん☆が、ゆるキャラグ
ランプリ2013にエントリーしまし
た。みなさん、締切最後までぜひ応
援してください。

ゆるキャラグランプリ
投票はこちらから
→http://www.yurugp.jp/

角田市のホットな情報はこちらから
●角田市観光情報ポータルサイト「ココカクダ」
　http://www.kakuda-kankoubussan.jp/info/

ゆるキャラグランプリ2013に
エントリー中です

プロジェクトの
最新情報を随時
machicoでレポート
していきます。

おいしい笑顔を
みんなの笑顔に

つなげていこ
う。



　 

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 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
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東日本大震災時の
清酒醪（もろみ）から造った
本格焼酎につけた梅酒
　銘酒浦霞造元の株式会社佐浦
より、東日本大震災で被災した清
酒醪（もろみ）から造った本格焼
酎に、宮城県蔵王産の青梅をつけ
た『浦霞　本格焼酎につけた梅
酒』が発売されました。本商品に
利用した本格焼酎は「再生」への
願いが込められています。
　さわやかな酸味とシャープな切
れ味が特長で、アルコール度数が
やや高めのため、オンザロックが
おすすめです。

「おかしでえがおのプロジェクト」第1弾
あしなが育英会のクリスマス会で
震災遺児・孤児にお菓子を
届けることに決定！！

　多彩で豊富な食材に恵まれた宮城県。
県内の地産地消推進店では、旬の県産食
材を活用したオリジナリティあふれる地産
地消メニューを提供しており、キャンペー
ン期間中に対象のメニューを食べて応募
するとお好きな商品を選べる宮城県産品
ギフトカタログ「味や技の旨いもの3,000
円コース」が抽選で当たります！ぜひこの
機会に旬の美味しい県産食材を使ったメ
ニューをご賞味ください。
キャンペーン詳細は下記サイトよりご確認
ください。

旬の美味しい宮城県産食材を
たくさん食べて当てよう！

「みやぎ冬の極味キャンペーン」
12月1日よりスタート！

　プロジェクトに参画いただいた病
院・施設の明治商品購入額の一部を
meijiのお菓子にかえて「あしなが育
英会　レインボーハウス」の震災遺
児・孤児に届けるプロジェクトが始まっ
ています。
　こどもたちが笑顔になるよう、おか
しに思いをのせて届けていきます。
　現在、あしなが育英会 クリスマス
会へお菓子を届ける準備中です！　
　せんだいタウン情報machicoでは
今後、お菓子のプレゼントのレポート
や、参画施設の紹介も掲載予定です
ので、ぜひチェックしてくださいね。

沿岸で栽培している綿花の茎を
笹かまぼこのパッケージに使用

【浦霞　酒ギャラリー】
住所：宮城県塩竈市本町2-19　ＴＥＬ：022-362-4165

食材王国みやぎキャンペーンサイト
http://www.suisinten-miyagi.com/

おいしい笑顔を
みんなの笑顔に
つなげていこう。

『浦霞　本格焼酎につけた梅酒』
原料：本格焼酎、梅、糖類
アルコール分：12度以上13度未満　
容量：720ml　価格：1,890円（税込）
◆数量限定のため、なくなり次第終了となります。

　津波被害により稲作ができなくなった農地で綿をつく
る取組み「東北コットンプロジェクト」の一環として、笹か
まぼこの製造・販売をしている阿部蒲鉾店が、その栽培した綿花の茎を使用した
個包装パッケージを主力商品である笹かまぼこ「厚焼笹」に採用。11月から使
用を開始しました。

　東北コットンプロジェクトではこれまで、綿花部分を使っ
て衣料製品を主に作っていましたが、「厚焼笹」のパッ
ケージでは綿花採取では使用していなかった茎を再利用。
資源の有効活用や継続的な支援活動でありながら、素朴
で温かみのある風合いのパッケージになりました。

『厚焼笹（あつやきささ）』
魚本来の「旨み」を職人の技で引き出して、

「弾力」「香り」を堪能できる上質な笹かまぼこ。
内容量：60g　価格：220円（税込）

【株式会社阿部蒲鉾店】 http://www.abekama.co.jp
【東北コットンプロジェクト】 
http://www.tohokucotton.com
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