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東北のものづくりを全国に発信
工業製品から家庭用品まで幅広く手掛ける東北イノアックでは、自動車部品や寝具に
使っている固さや密度の違う約300種類のウレタン素材を活用した新商品開発に取り組
んでいます。自治体のキャラクターをかたどったスポンジや、独自のマットレスブランド
「for my（フォーミー）」を立ち上げるなど、地域の方にも喜ばれるものづくりを目指して、
近年注目されています。
また、東日本大震災の教訓から、東北イノアックでは「東北のものづくりを全国に発信し
たい」という思いのもとで、東北工業大学や宮城県と連携して「水が無くても髪が洗える
ドライシャンプー内蔵のくし」という防災グッズを開発、商品化を進めています。ほかに
も、仙台国際ハーフマラソンや錦秋湖マラソンに給水スポンジを提供するなど、さまざま
な活動を通して地域に貢献しています。今後も東北発の新たな事業の創出、展開が期待

「PEライト」を使用した等身大パネル

されます。
お問い合わせ／東北イノアック
HP http://www.tohoku-inoac.co.jp

「FOLEC」を使用したペットボトルカバー

SENDAI 光のページェント

「クリスマスマーケット」25日まで開催中

食と遊びで未来を志向する実験広場

EKITUZIが仙台駅東口にオープン

SENDAI光のページェントで

仙 台 駅 東口のZ e p p 仙 台 跡 地に

恒例の「Sendai Winter Park

OPENした、2019年3月まで期間限定

スターライトリンク」に 隣 接し

で営業する実験的なフード＆イベントス

て 、おしゃれなオー ナメントや

ペース『EKITUZI（エキツジ）』。屋外広

キャンド ル 、ソ ー セ ー ジ や グ

場を囲む形で常設の飲食6店舗やキッ

リューワインの販売など本場ドイ

チンカーが出店しており、ポップアップ

ツのクリスマスが堪能できる「ク

ストアを短期的に出店できるCAFE付

リス マ ス マ ー ケット」が 2 5 日

屋内スペースもあります。日々進化を続

（月）まで勾当台公園市民広場

ける東口に新たな色を添えるよう、メイ

で開催されています。今年も多くの来場者で賑わいをみせ、暖房付きの客席

ンストリートを一般の人と一緒にペイン

テントで食事を楽しむ人、人形や木小屋とイルミネーションを写真に収める人

トしたり、週末はマルシェなどのさまざま

など楽しみ方もいろいろ。25日（月）最終日も22：00まで開催予定。

なイベントを実施しています。

開催日時／12月8日（金）～25日（月）
平日16：00～22：00

土日祝12：00～22：00

※25日は12：00～

自治体キャラクターをかたどった「キャラスポ」

営業時間／10：00～24：00

会場／勾当台公園市民広場

仙台市宮城野区榴岡1-1-1

主催／SENDAI光のページェント実行委員会

お問い合わせ／info@ekituzi.jp

共催／仙台放送

HP http://www.ekituzi.jp

www.tomoni.net

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

ともレポ

Tomoni Project
Report

volume

78

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
www.tomoni.net
東日本大震災復興支援

「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

東北の生産者が集まる

「ファーマーズマーケット」IKEA仙台で毎月開催
見た目も賑やかでデザイン性の高いアイテムが手ごろな価格で購入できる
IKEA仙台。Life@Home（家庭での暮らし）を様々な角度から充実させる試みを
行っています。その一つが1階エントランスホールで毎月開催される「ファーマー
ズマーケット」。毎回、東北の生産者が自慢の野菜や果物を持ち寄り賑わいをみ
せています。サステナブル（持続可能）な暮らしの中で、日々私たちの口に入り健
康を支える「食」は、人と
その周囲の大切な人たち
にとってかけがえのない
ものです。I K E A 仙 台で
ファーマーズマーケット開催予定日

は、より新鮮で安心・安全

2月10日（土）
・11日（日・祝）
・12日（月・休）

な「食」をIKEAレストラ

3月31日（土）
・4月1日（日）

ン、スウェーデンマーケッ

4月14日（土）
・15日（日）

ト、そしてファー マ ー ズ

5月 3日（木・祝）
・4日（金・祝）
・5日（土・祝）

マーケットでお届けして
います。

ソルファクション

6月16日（土）
・17日（日）

日時／左記参照

7月14日（土）
・15日（日）
・16日（月・祝）

会場／IKEA仙台

8月11日（土・祝）
・12日（日）
・13日（月）

フットボールでハッピーに！

10：00～17：00

1Fエントランスホール内

SENADI光のページェント

「クリスマスマーケット」が開催されました

フットボールを通して個人の

SENDAI光のページェ

様々な問 題 解 決を目指 すソル

ントで 恒 例 の「 S e n d a i

ファクション。女子選手の環境

Winter Parkスターライ

向上を目指す「女子サークル」、

トリンク 」に 隣 接し 、お

メタボ改善・健康維持に「エクサ

しゃれなオーナメントや

サイズ 」、楽しくボールを蹴る

キャンドルなど本場ドイツ

「エンジョイ」、被災地支援活動

のクリスマスが堪能でき

などの「イベント」で参加者の豊

る「クリスマスマー ケッ

かな生活を応援します。今後も、

ト」が2017年12月8日

フットボールを通して1人でも多

～25日まで開催されまし

くの方が笑顔で健康に暮らせる

た。ヨーロッパではクリスマスの準備期間をアドベントと呼び、クリスマス当日

よう手助けしていきます。
会 場／フィジック3F（仙台市青葉区本町2-11-27）
フットメッセ名取（名取市杜せきのした2-3-2）など
H

P／https://solufaction.jimdo.com

電 話／050-5242-5011
メール／solufaction@gmail.com

だけでなくクリスマスまでの期間も思い思いに楽しみながら過ごします。クリ
スマスマーケットでも12月8日のオープン直後から、家族で食事を楽しむ人、
恋人と雑貨を眺める人などで賑わいをみせました。今後、仙台でもクリスマス
前の期間を光のページェントと共に、大切な人と楽しむ文化が根づいていくか
もしれません。
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これからの荒浜について話し、考える

『土曜日の公園で話そう／荒浜編』に
参加しました。
震災から7年が経ち、
「なにか」が変わったと言われてきました。荒浜地域

追悼キャンドルナイト 2018

3.11 希望のひかり

東日本大震災から7年。被災された方々のご冥福を祈ると共に、ともすると
薄れ始めている「災害に備える」という意識を、もう一度思い起こすために、
想いを込めてキャンドルを灯します。震災の経験を未来へ繋ぐために皆さま

はそのことを色々な意味で体現している地域だと言えると思います。海水浴

の参加をお待ちしております。

の再開、跡地利活用の実施・
・
・こうした動きがある中で「なにか」について考

開催日時／3月9日（金）～3月11日（日）

えてみよう、対話や協働と言った言葉にはどんな可能性があって、どんな課
題があるのか考えてみようと、荒浜で活動している団体や携わっている行政
の方々、また少し離れた立場から関

会場／仙台トラストシティ 仙台市青葉区一番町1-9
○キャンドル点灯

17：00～19：00

○Ｌ
ＩＶＥ
3月9日（金）～11日（日）18：45～19：00

わっている方々が集まり、公開ミー

川村かなえさんクリスタルボウル演奏

ティング形式で探っていく企画が開

3月10日（土）18：00～18：30

催されました（昨年12月21日せん

千葉ケイコさんチャリティＬ
ＩＶＥ
3月11日（日）18：00～18：30

だい3.11メモリアル交流館）。荒浜

菅原信介さんチャリティＬ
ＩＶＥ

親水イベント「あらはまワイワイキャ

○ものづくり市

ンパス」を運営した弊社も参加させ

3月10日（土）～11日（日）11：00～16：00

ていただきました。この会は春頃に

トラストシティプラザ5階ラウンジにてワー

も予定をしています。

クショップを開催予定

「3.11からのことづて」展
～つながる、つなげる～

出発の声「花 海 空 光」
東日本大震災からこれまでの歩みの中で、たくさんの葛藤が被災地に生き
る人々の心に去来したことでしょう。そんな中で、未来に向けて一歩を踏み出

山ほど忘れたいことがある中、忘れては

す力となったのは、世界中からの応援や、
「ここで生きる！」との内なる声でし

いけない大切なものを未来に引き継ぐため

た。そしてそこにはいつも、人と人との交流や、過去と

に・
・
・。困難の中でも顔を上げ、前を向いて

のつながりがありました。そして、私たちのそばには、

立ち上がり歩み始めた人たちの言葉や、宮

常にたくさんのことを語りかけてくれる、物 言 わぬ

城県南被災地域での復興の歩み、長く受け

「花」や「空」、
「海」がありました。本展は震災後の「希

継がれてきた文化を引き継ぐ活動などを展

望の道しるべ」、
「光」となったものから「出発の声」を

示します。また、展示会場では、生きる力に

受け取っていただくための企画です。展示やコンサー

つながる言葉の朗読やトークなども予定し

トを通して、震災後の温かい心の交流や、一日一日を

ています。

大切にしていた記憶がよみがえることを祈っています。
開催日時／3月9日（金）～3月12日（月）10：00～19：30 ※最終日17：00閉場

開催日時／3月3日（土）10：00～17：00

会場／藤崎本館8階 グリーンルーム（入場無料）

3月4日（日）10：00～15：00

○オープニングコンサート 3月9日（金）①11：00～ ②14：00～

会場／岩沼市民図書館 2階（入場無料）

出演：渡辺祥子（朗読）、佐藤正隆（ギター）

岩沼市二木2-8-1

トークゲスト：一般社団法人 雄勝花物語

○「3.11からのことづて」メッセージコンサート
①3月3日（土）10：30～ ②3月3日（土）14：00～ ③3月4日（日）10：30～
出演／渡邉祥子（朗読）、佐藤正隆（ギター）、朗読の会「こだま」
（岩沼市）

代表理事 徳水利枝さん

○メッセージコンサート 3月10日（土）11：00～ ②14：00～
出演：渡辺祥子（朗読・ナビゲーター）松原美智子（ピアノ）
ゲスト：幹miki（シンガーソングライター）
～映画「サンマとカタール女川つながる人々」エンディングテーマ「光－女川リミックス」担当
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市民と一緒に作り上げた角田の新しい“顔”
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牟宇姫キャラクター誕生
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！
！
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角田市の石川家に嫁いだ、
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愛し育てていけるキャラクターにと、
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の認知向上とさらなる地域活性を目指し、
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ウォーキングイベントです。
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牟宇姫が花見をしたとされる場所を歩
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定員／300名
定員／300名
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（※要事前申し込み）
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お申込み
お申込み
お申込み
・お問い合わせ／
・お問い合わせ／
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。。。
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。筆まめだっ
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た牟宇姫が愛用していた
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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

ともレポ
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。
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Book! Book! Miyagi＠新寺こみち市
街に「本」と「人」の出会いをもっと作りたいと活動して丸10年。Book! Book! Sendai10周年の年に、
活動の集大成としてイベントをおこないます。4月28日は毎月28日に新寺界隈でにぎわう「新寺こみち市」
と合同で本の市を開催。宮城、福島、東京、秋田から個性豊かな本屋やショップ、コミュニティスペースが集い
ます。地域にとけ込む定期市と一緒にこの日は本との出会いもお楽しみください。
Book! Book! Sendai 10th
『Book! Book! Miyagi @ 新寺こみち市』
開催日時／4月28日（土） 10：00～15：00
会

場／新寺こみち市会場（入場無料）
仙台市若林区新寺小路緑道～新寺五丁目公園
＊Book! Book! Miyagiの会場は新寺五丁目公園

【出店者】
（予定）
石巻市／石巻まちの本棚

南三陸町／NEWS STAND SATAKE

多賀城市／ちいさいおうち

丸森町／スローバブックス

気仙沼市／イースト・リアス

福島県楢葉町／岡田書店

いわき市／阿武隈書房

福島市／うさぎや、Books & Cafe コトウ

東京／ブックギャラリーポポタム

秋田／6jumbopins、のら珈琲

仙台市／RE：プロジェクト、風の時編集部＋3.11オモイデアーカイブ、
メアリーコリン、古書水の森、火星の庭、Book! Book! Sendai

『RE:プロジェクト通信記録集』が
完成しました
2011年3月に発生した東日本大震災で甚大な被害を受けた仙台東部沿
岸地域。この地域の各集落を取材し、
「かつてあった暮らし」と「大震災後の
現在」に焦点を当てながら記録してきた『RE：プロジェクト通信』がこの度、書
籍になりました。これまでの取材記録に加え、取材に携わってきたライターの
西大立目祥子さん、詩人の武田こ
うじさんによる座談会も収録して
います。4月28日（土）の「Book!
Book! Miyagi@新寺こみち市」
でのブース販売ほか、随時市内施
設で販 売 予 定です。ぜ ひお手に
取ってご覧ください。

仙臺横丁フェス2018初開催！
！
東北地方には日本有数のワイナリーや醸造所が名を連ね、ワインや日本
酒、ウヰスキーなど全国に誇るべき魅力的な地元酒が揃っています。「仙臺
横丁フェス」では、こうした地元酒を横丁や高架下で愛され続ける串やもつ
煮などと一緒に、横丁独特の雰囲気の中楽しむことができます。赤提灯の下、
ビールケースのイスにベニヤ
のテーブルを囲み、皆でわい
わい。各所に趣きのある横丁
が点在している仙台で、特に
若い方に日本らしい食文化を
より身近なものとして体 感・
再発見していただき、市内各
所の賑わい創出につながれば
と考えています。

〈お問い合わせ〉
公益財団法人仙台市市民文化事業団
せんだい3.11メモリアル交流館交流係

『仙臺横丁フェス2018』
開催日時／5月26日（土）
11：00～21：00

電話／022-390-9022

27日（日）
11：00～19：00
場

所／勾当台公園市民広場
※写真はイメージです

www.um-group.jp/restoration/
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杜の都のワイン祭り
「バル仙台」今年も開催！

毎回多くの方で賑わってい

国内外で評価が高まる東北ワイン。

た「大沢マルシェ」が2年ぶり

毎年多くのワインファンで賑わう「バル

に復活。6月2日（土）
・3日（日）

仙台」が今年も7月の海の日までの4日

10：00～15：00、泉区大沢の

間、勾当台公園市民広場で開催されま

ハウジングカフェ仙台で開催さ

す。醸造家たちの個性豊かなワインと

れます。野菜・スイーツ・手づく

東北の食材がふんだんに使用された

り雑貨・家具・
ドライフラワー・グ

欧州料理が並び、ワインどころ山形は

リーン・キッチンカーまでご家

もちろん、被災3県からも多数のワイナリーが出店予定。会場では専用グラス

族揃って楽しめる内容。

を購入して各店をラウンドするスタイル。作り手から注がれるワインを味わいな

当日は「DIY体験ワークショップ」や人気イラストレーターuwabamiと一
緒に描くペイントライブも同時開催。
出店ブースなどの詳細は『大沢マルシェ』のWEBサイトでご確認ください。

Kappo presents 杜の都のワイン祭り「バル仙台 2018」
7月13日（金）～７月16日（月・祝）

大沢マルシェ

場所／仙台市役所前 勾当台公園市民広場

6月2日（土）
・3日（日）10：00～15：00
場所／ハウジングカフェ仙台
HP

がら交わす会話と共に醸造への想いを知る中で、新たな東北の魅力や忘れか
けていた故郷への誇りを、ふと思い出すことができるかもしれません。

内容／東北各県のワイナリー、ミシュラン星つきレストランの出店など

仙台市泉区大沢3-4-1

お問い合わせ／杜の都のワイン祭り「バル仙台」実行委員会

https://www.j-wood.co.jp/marche/

電話／022-714-8323

※近隣の渋滞緩和のため、駐車場は60分のタイム制にご協力をお願いいたします。

書籍「よりよく生き延びる

これからの荒浜について話し、
―3.11と男女共同参画センター」が出版。 考える企画の2回目に参加しました。
せ んだ い 男 女 共 同 参 画 財 団 職 員 の「 3 ．

深 沼 海 水 浴 場の

11」からのこれまでが本にまとまりました。

親 水 イベント『 あら

財団が震災後に行っていた「被災女性の相

はまワイワイキャン

談や支援活動」を通じて、仕事として決まって

パス』を運営する予

いたルールやマニュアルが全くない中、何を

定 の 弊 社 も参 加さ

すべきか考え、迷いながらやってきた、そのと

せていただいてい

きどきの職員の思いが書かれています。

る
『土曜日の公園で

次の災害で女性が同じような困難にあわな

話そう／荒浜編』の

いこと。日頃から女性が今以上に責任を分か

2回目が開催されま

ちあう社会を目指すこと。この本にはそのきっ

した（ 2 0 1 8 年 4月

かけになる願いが込められています。

(

お取扱いはネット書店、丸善仙台アエル店、ザ･モール仙台長町 紀伊国屋書店仙台
店のほか、エル・パーク仙台、エル・ソーラ仙台の窓口では、割引価格税込1,200円
で販売中〈四六判ハードカバー／168頁／税別1,300円〉

お問い合わせ／（公財）せんだい男女共同参画財団
電話／022-212-1627

FAX／022-212-1628

メール／sola3@sendai-l.jp

総務企画課

)

提供：八巻ちは

26日せんだい3.11メモリアル交流館）。この企画は荒浜で活動している団体
や携わっている行政の方々、そして少し離れた視点から考える立場の方々が
集まり、言葉を交わしていく、公開ミーティング形式の企画です。震災から「な
にか」が変わったとよく言われますが、その「なにか」とはどういうことなの
か・
・
・。荒浜地域は海水浴の再開、跡地利活用の実施など、その「なにか」と
色々な意味で向き合ってきた地域だと言えると思います。具体的な動きとまだ
言葉にできない想いがある中で、改めて協働していくことの大切さを考える時
間となりました。

www.um-group.jp/restoration/
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という地域復興支援活動を展開しています。
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震災から8年。深沼海水浴場でビーチイベントが開催されます。

あらはまワイワイキャンパス参加者募集

「深沼海水浴場」がある仙台市若林区荒浜は津波の甚大な被害を受けた地域で、仙台市東部沿岸部集団移転跡地利活用エ
リアになっています。
震災前には約740世帯の方が暮らし、夏は多くの家族連れが海水浴に訪れ、賑わう場所でした。
復興が進む中で、昨年から期間限定でイベントを実施しています。今年は昨年の2日間開催から4日間開催に拡大し、より多く
の皆さまに訪れていただけるようになりました。
あらはまワイワイキャンパス
開 催 日／2018年7月28日（土）～31日（火） 時間／10：00～16：00
場

所／深沼海水浴場（仙台市若林区荒浜字中丁）

参加対象／仙台市内にお住まいの方
定

※中学生以下の方のみの参加はできません。保護者同伴となります。

員／1日あたり600人（参加無料・事前申込み制） ※臨時駐車場有

イベント内容（予定）／ライフセービング、ビーチバレー、サーフィン、サンドアートなど小学生対象の体験講座
海での遊泳、スイカ割、写真展、ビーチクリーンなど
主

催／仙台市

共

催／七郷地区町内会連合会、荒浜自治会

協

力／特定非営利活動法人 日本ライフセービング協会、宮城県ビーチバレーボール連盟、

〈参加お申し込み〉
https://www.shinsei.elg
-front.jp/miyagi/uketsu
ke/dform.do?acs=waiw
aicampus2018

（株）ムラサキスポーツ
特別協賛／
協

アサヒグループホールディングス

賛／竹中工務店、仙台銘板、ユーメディア、
プレスアート、仙台シティエフエム

問い合わせ先／ 仙台市文化観光局観光交流部観光課

TEL.022-214-8259（平日8：30～17：00）

詳しくはホームページをご覧ください。 URL／http://www.city.sendai.jp/kankokikaku/arahama2018.html
イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

www.um-group.jp/restoration/

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

と もレポ
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

Tomoni Project
Report

volume

84

あらはまワイワイキャンパス期間中は、近隣施設でもイベントを開催
あらはまワイワイキャンパス
開催日時／7月28日（土）～31日（火）

■特別協賛：

深沼海水浴場で開催する4日間限定の海イベントです。

■協賛：

〈事前申込制・締め切りました〉

アサヒグループホールディングス株式会社

お問い合わせ／株式会社ユーメディア

海岸公園センターハウス
Olive・terrace（オリーブ・テラス）

やぎさんと草むしり

開催日時／7月28日（土）～29日（日）10：30～15：30

開催日時／7月28日（土）10：00～15：00

●駐車場152台

●持ち物：軍手、虫よけなど。※大人には鎌の用意有

●更衣室・シャワー室完備

震災遺構仙台市立荒浜小学校
※雨天順延29日（日）

テラスにカフェが期間限定オープン。軽食・飲料が楽しめ

やぎのあん子と黒みつ（予定）が来場者と触れ合いながら、荒浜小

ます。
（50席）

の美化活動にご協力ください。

お問い合わせ／仙台市海岸公園センターハウス
Tel.022-288-4021

協力／東北工大ヤギプロジェクト
https://www.facebook.com/ruin.sendai.arahama/
お問い合わせ／震災遺構仙台市立荒浜小学校

Tel.022-355-8517

リニューアルしたキリン のどごし〈生〉の体験スタンドが開催
キリンビールから、
「新！のどごし〈生〉」がリニューアルして誕生。新しくなった“爽快なうまさ”を体
験できるスタンドが、7月7日（土）、仙台駅東口のEKITUZIで開催されました。
キリンビール仙台工場の横山工場長による新商品発表セレモニーやキリンの情報発信キャラク
ター「キリンジョッキーズ」の登場で会場は盛り上がりをみせ、来場者には「新！ のどごし〈生〉」とセッ
トでおつまみも販売され、多くの方が“爽快なうまさ”を楽しんでいました。
しっかりとした飲みごたえな
のに、後味はスッキリと爽快。そんな「のどごし〈生〉史上、最高のキレ」をご家庭でも楽しんでみては
いかがでしょうか。

www.um-group.jp/restoration/

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

と もレポ
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

Tomoni Project
Report

volume

85

仙台市若林区「深沼海水浴場」で
海イベントが開催されました。
震災前は多くの海水浴客で賑わっていた「深沼海水浴場」で7月
30日（月）
・31日（火）海イベント「あらはまワイワイキャンパス」が開
催されました（28日、29日は荒天のため中止）。8年ぶりに遊泳が一
部解禁され、青空の下、波と戯れる子どもたちの歓声が響きました。
会場は初開催のサーフィン体験講座やサンドアート、スイカ割など海
ならではのイベントも行われ、多くの家族連れで賑わいました。
主

催／仙台市

共

催／七郷地区町内会連合会、荒浜自治会

協

力／一般財団法人 日本ライフセービング協会、
宮城県ビーチバレーボール連盟、ムラサキスポーツ

■特別協賛：

アサヒグループホールディングス株式会社

■協賛：
ダスキンレントオール、ユーメディア、
プレスアート、仙台シティエフエム

より地域に根差したフェスへ！

仙台オクトーバーフェスト×定禅寺ストリートジャズフェスティバルの連携
初秋の仙台を盛り上げる9月8日（土）～9日（日）の「定禅寺ストリートジャズフェスティバル」
（以下、ジャズ

フェス）と9月13日（木）～24日（月・休）の「仙台オクトーバーフェスト」
（以下、オクフェス）が、地域をより一層
盛り上げるイベントへの成長を目指し、主催者の垣根を越えて連携する。
2つのイベントは毎年9月の初旬～中旬に開催されているが今回、ジャズフェスの錦町公園会場において翌
週開催のオクフェスで使用する約2,000人収容の大型テントを共有することになった。この時期は雨が多い
が、ジャズの演奏を楽しみにしているお客様に雨天でも安心して楽しんでもらえるようになりそうだ。
また、13日（木）
・14日（金）のオクフェスプレ開催では、ジャズフェスに出演するバンドがセンターステージ
で演奏する予定だ。
ジャズフェスもオクフェスも地元仙台を盛り上げ、
「地域を元気にする」という共通の目的がある。より一層地
元に愛されるイベントを目指し、手を取り合いながら、新たな一歩を踏み出した。
■第28回定禅寺ストリートジャズフェスティバルin仙台

■仙台オクトーバーフェスト

日時／2018年 9月8日（土）
・9日（日）※雨天決行（予定）

日時／2018年9月13日（木）～24日（月・休）
平日16：00~21：00 土日祝 11：00～21：00

会場／仙台市中心部
（仙台市青葉区

一番町

国分町

本町

中央ほか）

※13日（木）
・14日（金）はプレ開催
会場／錦町公園

内容／ストリート演奏 11：00～18：00（一部20：00まで）

内容／陽気な楽団の音楽とともに、
ドイツビールや本格

４７ステージ（予定）
主催／公益社団法人定禅寺ストリートジャズフェスティバル協会

ソーセージ、地元飲食店の料理が揃う。
主催／仙台オクトーバーフェストプロジェクト

www.um-group.jp/restoration/
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みんなで楽しく史跡や景観を巡って、町の素敵を発見！

第1回 仙台フォトロゲイン大会が開催されました。
10月には、川崎町で開催。
“フォトロゲイン”とは、配布される地図をもとに、制限時間内にチェックポイントを回って、できるだけ
多くの得点を集めるスポーツ。
その仙台での大会が、9/24（月・休）仙台オクトーバーフェスト会場をスタート・ゴール地点に、仙台
市街地を舞台に参加者の熱い戦い（？）が繰り広げられました。

チェックポイントは、よく知られた観光名所があるかと思えば、ひっそりと佇む石碑や、歴史の痕跡だっ
たり、普段の生活で見逃している名所がずらり。ゴールした後は、撮影した写真を肴に、オクトーバー
フェスト会場で祝杯を挙げて楽しまれていました。
来月10月には、川崎町での大会も予定されています。気になる方は、公式サイトで情報をチェック！
■川崎大会予定
日時／2018年10月6日（土）
会場／国営みちのく杜の湖畔公園および川崎町内

※大会終了後は、ライトアップイベント「コキアカリ」も楽しめます。

URL http://machico.mu/special/detail/862
協賛／秋保ワイナリー、
（株）阿部蒲鉾店、
（株）クレスポ、ダスキンレントオール、ナクレ
（株）佛心堂、みちのく杜の湖畔公園、みやぎ蔵王えぼしリゾート、
（株）明治（敬称略）

地域が、みんなが、つながり合う新しいカタチ

仙台オクトーバーフェストが開催されました。
リニューアルして新スタイルとなった「仙台オクトーバーフェスト」
（以下、オクフェス）は、9月13日（木）～
24日（月・休）に開催され、毎年恒例の仙台初秋のイベントとして人々が集い、連日賑わいました。
今年は「新コンセプトによる客席エリアの新設」
「東北の食材を使ったメニューや東北ワインの提供」
「ジャ
ズフェスとの連携」
「スイーツやコーヒーのコラボレーション」
・
・
・など、さまざまな新企画を行い、従来から掲げ
る「地産地消」
「地域活性化」
「国際理解」に多様性という幅を持たせることで、仙台ならではのオクフェスへ
と進化しました。
これからも仙台のイベントやお店がつながって広がり、街の風景を作っていくような未来スタイルのイベント
作りを目指します。
仙台オクトーバーフェストの様子はSNSでご覧ください。

Facebook

Instagram

Twitte r

www.um-group.jp/restoration/

Tomoni Project
Report

volume

86

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

と もレポ
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。

東日本大震災復興支援

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

Tomoni Project
Report

volume

87

まちを巡って、笑顔がこぼれる！ 町の魅力を再発見！
第2回 川崎町フォトロゲイン大会が開催されました。
“フォトロゲイン”とは、配布される地図をもと
に、制限時間内にチェックポイントを回って、でき
るだけ多くの多くの得点を集めるスポーツ。
その川崎町での大会が昨年に引き続き10月6
日（土）、国営みちのく杜の湖畔公園をスタート・
ゴール地点として、川崎町内を舞台に参加者の
熱い戦いが繰り広げられました。チェックポイント
は、よく知られた観 光 名 所があるかと思えば 、
ひっそりと佇む石碑や、歴史の痕跡だったり、普
段の生活で見逃している名所がずらり。ゴールし
た後は、青根温泉でゆったりしたり、みちのく公
園で開催されるコキアカリを楽しんだりと思い思
いに川崎町を満喫されていました。

協賛／秋保ワイナリー、明治、阿部蒲鉾店、クレスポ、

今後もいろいろなフォトロゲイン大会を計画し
ますので、ぜひ皆さんも体験してみてください。

ダスキンレントオール、ナクレ、(株)佛心堂、
エコキャンプみちのく、みやぎ蔵王えぼしリゾート、
プレスアート

亘理町のはらこめし、
もう食べましたか？

「遠刈田こけし」で
蔵王町に新たなにぎわいを！

秋鮭の旨みが凝縮された亘理町の「はら

宮城伝統こけし5系統のうちのひとつである「遠刈田こけし」。古くから、遠

こめし」が今年も美味しい時期を迎えてい

刈田温泉に湯治に来る人々のお土産品として愛されています。三日月形の切

ます。

れ長の目と、なで肩でほっそりした胴、重ね菊模様などが特徴の、とても美し

古くは仙台藩主伊達政宗公が、貞山堀の

いこけしです。蔵王町では近年、若手工人育成にも取り組んでおり、遠刈田こ

工事臨検の際、荒浜漁民が鮭の腹子(はら

けしを改めて町の特産品にしようという動きが本格始動しました。その一環と

こ)をご飯に炊いて献上したところ、ことの

して、今年度は遠刈田こけしをたくさんの方に知っ

ほか喜び、側近へ言い広めたのが、はらこ

てもらうための「こけしカフェ」を開催。
トークやワー

めしが世に知られるようになった始めと伝

クショップを通じて、遠刈田こけしのルーツや絵柄

えられています。伊達政宗公の時代から、

の特徴、昔からの愛で方などを紹介していきます。

現代まで、亘理町で大切に受け継がれてきたはらこめし、この時期の亘理町

遠刈田こけしで、蔵王と遠刈田温泉を、そして宮城

でしか味わえない本場の味をぜひご賞味ください。また、毎年好評の「はらこ

の伝統工芸をもっと元気に。

めしスタンプラリー」は今年も開催中です！

10月27日（土）第1回「こけしカフェ」開催！
会場／みやぎ蔵王こけし館

亘理町のはらこめしを食べられるお店は
亘理町公式サイト「ぶらっとわたり」より

HP

http://burawatari.jp/

はらこめしスタンプラリーについて
お問い合わせ／亘理町観光協会（亘理町商工観光課内）
電話／0223-34-0513
HP

http://www.datenawatari.jp/publics/index/184/

住所／刈田郡蔵王町遠刈田温泉字新地西裏山36-135
電話／0224-34-2385
HP

http://www.kokeshizao.com/

お問い合わせ／こけしカフェ事務局（ユーメディア内）
電話／022-224-5151（担当：丹野）

www.um-group.jp/restoration/
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Sendai Winter Park
スターライトリンク&クリスマスマーケット
毎年SENDAI光のページェント期間中に勾当台公園市民広場に登場する
「Sendai Winter Park」が今年も開催されます。
「スターライトリンク」では、会場の中央に大型のスケートリンクを設置。日
本のフィギュアスケート発祥の地とされる仙台ではおなじみの光景となって
います。リンクでは恒例となった子ども向けのスケート教室が開催予定で、身
近にスケートに触れる機会が生まれているとともに、クリスマスが近づくにつ
れカップルも増え、リンク越しにみえるクリスマスの風景を楽しんでいます。
その周りを彩るように、イルミネーションで飾られたヒュッテと呼ばれる山
小屋風のブースが軒を連ねる「クリスマスマーケット」も展開。
ドイツビール
やグリューワイン、ホットチョコレートなどのドリンクと、ソーセージ、ビーフシ
チュー、スープ、プレッツェル、シュトーレンなどのフード、キャンドルやクリス

開催日時／12月7日（金）～25日（火）

マス雑貨を販売予定です。

営業時間／スターライトリンク 15：00～21：00（土日祝12：00～、7日15：00～17：00、25日12：00～21：00）

ヨーロッパの各都市では、クリスマスとその前4週間の準備期間を「アヴェ
ンド」と呼んでいますが、仙台でもクリスマスだけではなく、それまでの期間
を楽しむ時間が文化として少しずつ根付いていくことで、たくさんの出会い
や思い出が生まれていってほしいと願っています。

クリスマスマーケット16：00～21：00（土日祝12：00～、10・11・12・13・17日は休業）
会場／勾当台公園市民広場
料金／スターライトリンク協力費800円（貸し靴料含む）、クリスマスマーケット入場は無料
主催／SENDAI光のページェント実行委員会
共催／仙台放送

5万5千球の光に包まれる。
仙台トラストシティでイルミネーション点灯式開催。
仙台の冬の風物詩になりつつあ
る仙 台トラストシティのイルミネー
ション。仙台の夜が約5万5千球の
LEDでシャンパンゴールドの光に包
まれます。
今年も点灯初日に点灯式を開催
しました。当日はMCにベガルタ仙台
のホームスタジアムDJを務める大
坂ともおさんを迎え、ゴスペルライ
ブ、キャンドルナイトなどが行われま
した。ホットコーヒーも無 料 提 供さ
れ、冬の夜空が暖かな光で包まれる
瞬間を楽しんでいただきました。
点灯期間／2018年11月16日(金)～2019年2月28日(木)
点灯時間／17：00～24：00
場

所／トラストシティプラザ前広場ほか

www.um-group.jp/restoration/

