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地域とともに歩むショッピングセンター
BRANCH仙台 EASTが賑わいを見せています。
BRANCH（ブランチ）は、地域と「つどう、つながる、ひろがる」をコンセプト
に、大きく広がる木の枝をイメージし、地域のコミュニティを育む拠点として、
体験型施設や交流スペースを設けた新しいカタチの複合商業施設です。
BRANCH仙台には、地域社会・NPOと共に推進する地域交流の活動拠点
「まちづくりスポット（略称：まちスポ）」を整備。来春開業予定のWESTには、
カフェやレストラン、
「まちスポ」がオープン予定です。
EASTには、
「みやぎ生協」
「ツルハドラッグ」
「ダイソー」
「桜ケ丘バランス
整骨院」
「ブランチ仙台歯科」がオープン。
1 1月2 9日のオープン以 降 、地 域 の 皆さまによる賑 わいを見 せて いる
BRANCH仙台。
「未体験の日常生活や、毎日の彩りのある新しい出会いの場。」
他にはないBRANCH仙台に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。
ブランチ仙台
仙台市青葉区桜ヶ丘7丁目40-1
HP https://www.branch-sc.com/sendai/

シャトルバスと無料レンタルサイクルの
運用がスタート！
蔵王・村田・川崎「三源郷」の観光が
もっと手軽になりました。
蔵 王・村 田・川 崎 の 三 町「 三 源
郷」と仙台国際空港を直通で結ぶ
バス「三源郷エアポートライナー」
が運行開始。そして、三町内で利
用できる電動アシスト付自転車「さ
とチャリ」の無料レンタルも始まり
ました。三町へのアクセスがぐんと
良くなっただけでなく、各町の観光
名所がさとチャリのサイクルステー
ションになっているので、町内の名
所巡りを自由自在に楽しめるように
なりました。この機会にぜひ、魅力
いっぱいの「三源郷」へ！

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
SENDAI光のページェント期間中、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ヨーロッ
パのクリスマスが堪能できる「クリスマスマーケット」が12月25日（火）まで
勾当台公園市民広場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、イルミネーションで彩られ
たヒュッテや人形を写真に収
める人、ホットチョコレートを
飲みながらリンクを眺める人
と楽しみ方もいろいろ。今年
のクリスマスは、大切な人と
クリスマスマーケットにでか
けてみてはいかがでしょう？
開催日時／12月7日（金）～25日（火）
クリスマスマーケット営業時間：16:00～21:00
（土曜・日曜・祝日及び25日は12:00～21:00、10～13日・17日は休業）。
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
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仙台「四方よし」企業大賞
フォーラム2019開催！
仙台市では、本業を活かした地域貢献と魅力的な職場環境づ
くりの取組みを行う地元企業を「売り手よし」、
「買い手よし」、
「世間よし」のいわゆる「三方よし」に、
「働き手よし」を加えた
「四方よし」企業として表彰しています。このたび、
「人材育成」
「SDGｓ」
「働き方改革」などを切り口としながら、現代の近江商
人と歴代の「四方よし」企業が集い、企業が持続的に成長する
ためのヒントを地元企業の皆様と一緒に探るためのイベントを
開催します。経営者・人事や広報担当者の方におすすめです。
参加申込は下記QRコードから。

仙台「四方よし」企業大賞フォーラム2019
～“100年後も生き残る” 成長を続ける企業が今、考えていること～
日時／3月13日（水）14：00～18：30
定員／60名（事前申込・先着）
参加費／無料
会場／青葉の風テラス
多目的ホール（仙台市地下鉄東西線「国際センター駅」2F
内容／●講演（講師：たねやグループCEO山本昌仁氏）
現代の近江商人にまなぶ～「たねや」の三方よし経営と哲学～
●大賞受賞企業によるパネルディスカッション

講演講師
たねやグループCEO
山本 昌仁 氏

●交流会（17：00～、希望者のみ）
主催／仙台市経済局
お問い合わせ／仙台「四方よし」企業大賞フォーラム事務局（ユーメディア内）
shihoyoshi@u-media.jp

2019みやぎ食品・飲料販路開拓
展示商談会開催！
2月6日（水）夢メッセみやぎ西館展示場に宮城県産の農水産品、加工品な
ど各種食品・飲料製品を扱う中小企業が約50社集結し、県外のバイヤーに

結婚式場にベーカリー＆カフェ
「Le miel」オープン
ル

ミ エ ル

1月7日に、結婚式場「パレスへいあん」2Fにベーカリーショップがオープン
しました。

向けた展示商談会が開催されます。各社の宮城県発の地域性・独自性を持っ

さくさくの食感がたまらないデニッシュ系を中心に常時約20種のパンが販

た高品質な商品の展示だけではなく、出展者とバイヤーとの商談が行われ、

売され、結婚式の料理をプロデュースしているシェフとのコラボレーション商

会場は熱気にあふれます。宮城県発の商品を食べて、地元の元気な中小企

品もお楽しみいただけます。

業をぜひ、応援してください！

カフェラウンジではメイン料理

主催／宮城県中小企業団体中央会、
（一財）みやぎ産業交流センター
後援／（一社）日本能率協会（JMA）

にパン3種が付くランチサービス
も開始しました。
生産者様、お客様、スタッフ、

HP／http://miyasyokuhin.yumemesse.or.jp/

地域、家族。人と人のつながりの
大切さを知っている結婚式場だ
からこそ実現できる商品とサービ
スをお届けします。
住

所／仙台市青葉区本町1-2-2
パレスへいあん２F

営業時間／11：00～18：00
定 休 日／不定休
HP／https://www.lemiel.net
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スナガニが住めるきれいな砂浜にしよう！
深沼海水浴場ビーチクリーン活動がスタートします。
宮城県仙台市若林区荒浜の「深沼海水浴場」は、仙台市唯一の海水浴場とし
て多くの方が訪れていました。2011年3月11日、東日本大震災の津波により、全
域が浸水、住むことができない地域になってしまいました。それでも、豊かな自然
に囲まれた魅力に誘われ、少しずつ休日を楽しむ姿が増えてきました。フカヌマ
ビーチクリーンは、そうして訪れる人々に安心して過ごしてもらえるよう海岸清掃
を楽しみながらやろう！という取り組みです。どなたでも自由に参加できます。申込
不要。動きやすい服装で軍手をお持ちください。
日時／毎月第2日曜日 10：30～11：30

※申込不要

（今後の予定：3月10日・4月14日・5月12日・6月9日・7月14日）

深沼
ビーチ クリーン
FUKAN

U M A BEACH

※天候等により中止になる場合もあります。
集合場所／海岸公園センターハウス（仙台市若林区荒浜北官林30）
お問い合わせ／080-1019-3631（事務局：庄子）
主催／フカヌマビーチクリーン
協力／海岸公園センターハウス

杜の都を駆け抜け、名所を巡る
3/24（日）
「仙台街フォトロゲ2019」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、
できるだけ多くの多くの得点を集めるスポーツ。
今回の大会は、弘進ゴム アスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）をスタートし、今年
コースが変更された「仙台国際ハーフマラソン」のコースと、その周辺エリアを巡るフォト
ロゲイニング大会です。
ハーフマラソンにエントリーしているランナーの皆さん
は、
トレーニングやコースの下見に、また、応援する市民
の方は仙台の美しい街並みや、史跡等を楽しみながら、仲
間や家族と一緒に仙台の街を思う存分楽しみましょう。
3月8日（金）まで申込受付中。気になる方は、公式サイ
トで情報をチェックしてみましょう。
日時／2019年3月24日（日）
会場／弘進ゴム アスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）
協賛／
URL https://machico.mu/special/detail/1068

仙台マチコ
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ジモト×大学生＋保護者

地元企業魅力発見イベント

3月3日、仙台「四方よし」企業大賞と地元企業の魅力発信を目的として実施

平成30年度 仙台「四方よし」
企業大賞受賞企業と取組み

している中小企業情報発信事業（WISE・ワイズ）とのコラボイベントである「地
元企業魅力発見イベント」が開催されました。イベント当日は、
「四方よし」企業

★大賞

大賞の受賞企業、WISEを通じて地元企業を取材した学生それぞれから地元企

株式会社セレクティー（個別教室

業の魅力が発表されました。

家庭教師のアップル）

仙台「四方よし』企業大賞とは中小企業の地域貢献や社会的課題解決、魅力

・自己肯定感を醸成し一人ひとりの教育課題を解決する（社会的課題解決）
・社員発案による多様な働き方と、主体性を育む休暇制度（魅力的な職場環境づくり）

的な職場環境づくりを後押しし地域に広げるため、優れた取り組みを行ってい

★優秀賞

る市内中小企業を表彰す

株式会社ミツイ

る仙 台 市 の 制 度 で 、3 0

・待機児童、障害者雇用、高齢化社会などの社会的な課題への取組（社会的課題解決）

年度は3社が表彰されま

・子連れ出勤も実施し、ICT化で残業ほぼゼロに（魅力的な職場環境づくり）

した。

株式会社ユーメディア
・地域の魅力コンテンツを発掘し、プロモーションする活動（社会的課題解決）
・社員参画型のクリエイティブな働き方改革（魅力的な職場環境づくり）
「四方よし」とは、古くからの商売の心得とされる「売り手よし」
「買い手よし」
「世間
よし」の「三方よし」に「働き手よし」を加えた考え方です。仙台市では、ワーク・ライ
フ・バランスの推進など従業員の働きやすい職場環境づくりや、従業員を含めた企
業・消費者・地域社会への貢献に積極的に取り組んでいる企業を後押しするため、
仙台「四方よし」企業大賞として表彰しています。

スナガニが住めるきれいな砂浜にしよう！「深沼ビーチクリーン」
宮城県仙台市若林区荒浜の「深沼海水浴場」は、

催日

2019年度の開

仙台市唯一の海水浴場として多くの方が訪れていました。
2011年3月11日、東日本大震災の津波により、全域が浸水、
住むことができない地域になってしまいました。

4月14日 日 5月12日 日 6月9日 日 7月14日 日

※天候等により中止になる場合もあります。

それでも、豊かな自然に囲まれた魅力に誘われ、

集合場所

少しずつ休日を楽しむ姿が増えてきました。

海岸公園センターハウス

「深沼ビーチクリーン」は、
そうして訪れる人々に安心して過ごしてもらえるよう

（宮城県仙台市若林区荒浜北官林30）

海岸清掃を楽しみながらやろう！という取り組みです。

深沼
ビーチ クリーン
FUKAN

U M A BEACH

CLEAN

＊毎月第2日曜日
＊10：30-11：30＊申込不要

無料駐車場あります

スナガニ

ハマヒルガオ

〈深沼ビーチクリーンメンバーズ〉

〈お問い合わせ先〉
メール：f.beach.clean@gmail.com

●海辺の図書館

TEL：080-1019-3631（事務局：庄子）

●株式会社ユーメディア（広報、運営）

主催：フカヌマビーチクリーン

●詩人

後援：仙台市

協賛：

協力：海岸公園センターハウス

庄子隆弘・佐藤豊（事務局）

武田こうじ（サポーター）

●荒浜のめぐみキッチン（サポーター）
最新情報はFacebookで配信中！
！
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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

キリンチャレンジカップ
日本代表戦が宮城で開催

仙台国際ハーフマラソンを
みんなで盛上げよう！

６月９日（日）ひとめぼれスタジア

仙台国際ハーフマラソン大会が今年も5月12日（日）に開催されます。勾

ム宮城を会場に、キリンチャレンジ

当台公園市民広場では前日の11日（土）より大会関連イベント「杜の都ハー

カップ日本代表戦が開催されます。

フ応援広場」を開催。大会スペシャルアンバサダーの高橋尚子さんのトーク

仙台にゆかりのある森保監督の下

ショーやゲストランナー谷川真理さんのランニングクリニックなどを開催し大

に集う若き才 能たちはもちろん、

会応援を盛り上げます。その他、ミズノスポーツブースやご当地グルメブー

ピッチを彩るファンタジスタの共演

ス、東北のお祭りステージも開催。爽やかな季節、屋外イベントをみんなで楽

を目に焼き付けてみませんか。

しみましょう。

思い返せば東日本大震災後、なでしこジャパンの世界一をはじめ、さまざま
なスポーツの活躍が多くの人々を感動させ、励まし、勇気ある一歩を踏み出さ
せてくれました。世界のトップ10を目指して飽くなき挑戦を続ける森保ジャパ
ンは、東北の復興・再生にかける私たちの営みと共通なものを感じます。
「令
和」の時代を迎える今、復興の完遂と更なる躍進を目指して、そんなスポーツ
の力を推進力に変えてみましょう。

開催日時／5月11日（土）～12日
（日）
１０：００～１９：００
（12日は１７：００まで）
会場／勾当台公園市民広場
主催／株式会社ユーメディア
後援／仙台国際ハーフマラソン
大会実行委員会

開催日時／6月9日（日）19：00キックオフ（予定） 会場／ひとめぼれスタジアム宮城
対戦／SAMURAI BLUE（日本代表） 対

杜の都ハーフ応援広場

協賛／

エルサルバドル代表

詳細は、
「宮城県サッカー協会」ホームページで確認ください。

スナガニが住めるきれいな砂浜にしよう！「深沼ビーチクリーン」
宮城県仙台市若林区荒浜の「深沼海水浴場」は、仙

催日

2019年度の開

台市唯一の海水浴場として多くの方が訪れていまし

5月12日 日 6月9日 日 7月14日 日

た。2011年3月11日、東日本大震災の津波により、全
域が浸水、住むことができない地域になってしまいまし

※天候等により中止になる場合もあります。

た。それでも、豊かな自然に囲まれた魅力に誘われ、少
しずつ休日を楽しむ姿が増えてきました。
「深沼ビーチ

集合場所

クリーン」は、そうして訪れる人々に安心して過ごして

海岸公園センターハウス

もらえるよう海岸清掃を楽しみながらやろう！という取

（宮城県仙台市若林区荒浜北官林30）

り組みです。
スナガニ

深沼
ビーチ クリーン
FUKAN

U M A BEACH

無料駐車場あります

ハマヒルガオ

CLEAN

＊毎月第2日曜日
＊10：30-11：30＊申込不要

〈深沼ビーチクリーンメンバーズ〉

〈お問い合わせ先〉
メール：f.beach.clean@gmail.com

●海辺の図書館

TEL：080-1019-3631（事務局：庄子）

●株式会社ユーメディア（広報、運営）

主催：フカヌマビーチクリーン

●詩人

後援：仙台市

協賛：

協力：海岸公園センターハウス

庄子隆弘・佐藤豊（事務局）

武田こうじ（サポーター）

●荒浜のめぐみキッチン（サポーター）

www.um-group.jp/restoration/

最新情報はFacebookで配信中！
！
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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
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

仙臺横丁フェス2019
今年も開催決定！
！

杜の都のワイン祭り
「バル仙台」2019が開催されます

去年初開催し、好評をいただいた「仙臺横丁フェス」が今年も開催されま

国内外で評価が高まる東北ワイン。毎年多くの

す。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、全国に誇るべ

ワインファンで賑わう「バル仙台」が今年も７月

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

の海の日までの４日間、勾当台公園市民広場で

を横丁や高架下で愛され続ける串やも

開催されます。醸造家たちの個性豊かなワインと

つ煮などと一緒に、横丁独特の雰囲気

東北の食材が使用された欧州料理をはじめ、ワ

の中で楽しむことができます。赤提灯の

インとの相性のよいグルメが会場に集結。ワイン

下、ベニヤのテーブル、靴を脱いでくつ

どころ山形はもちろん、多数のワイナリーが出店

ろげる「畳席」を用意し、みんなでワイワ

予定で輸入ワインとの飲み比べもできます。会場

イ。横丁の魅力を再発見できます。各所

では専用グラスを購入して各店をラウンドするス

に 趣 のある横 丁 が 点 在して いる仙 台

タイル。造り手から注がれるワインを味わい、交

で 、日本らしい 食 文 化を体 感してもら

わす会話とともに醸造や地域への想いを知る中

い、市内各所の賑わい創出につながれ

で、新たな東北の魅力や故郷への誇りを、ふと思

ばと考えています。

い出すことができるかもしれません。
Kappo presents 杜の都のワイン祭り「バル仙台2019」

仙臺横丁フェス2019

開催日時／7月12日（金）～15日（月・祝）

開催日時／７月５日（金）～７日（日）

会場／仙台市役所前 勾当台公園市民広場

会場／仙台市役所前 勾当台公園市民広場

お問い合わせ／杜の都のワイン祭り「バル仙台」実行委員会

Tel.022-714-8323

スナガニが住めるきれいな砂浜にしよう！「深沼ビーチクリーン」
宮城県仙台市若林区荒浜の「深沼海水浴場」は、

催日

2019年度の開

仙台市唯一の海水浴場として多くの方が訪れていました。

6月9日 日・7月14日 日

2011年3月11日、東日本大震災の津波により、全域が浸水、
住むことができない地域になってしまいました。

※天候等により中止になる場合もあります。

それでも、豊かな自然に囲まれた魅力に誘われ、

集合場所

少しずつ休日を楽しむ姿が増えてきました。

海岸公園センターハウス

「深沼ビーチクリーン」は、
そうして訪れる人々に安心して過ごしてもらえるよう

（宮城県仙台市若林区荒浜北官林30）

海岸清掃を楽しみながらやろう！という取り組みです。

深沼
ビーチ クリーン
FUKAN

U M A BEACH

スナガニ

CLEAN

＊毎月第2日曜日
＊10：30-11：30＊申込不要

ハマヒルガオ

無料駐車場あります

6月9日開催の深沼ビーチクリーンは、
「海ごみゼロウィーク」に参加しています。

当日は青いアイテムを身に着けて参加してみてください。ツイートは「#umigomi」で！
！
〈深沼ビーチクリーンメンバーズ〉

〈お問い合わせ先〉
メール：f.beach.clean@gmail.com

●海辺の図書館

TEL：080-1019-3631（事務局：庄子）

●株式会社ユーメディア（広報、運営）

主催：フカヌマビーチクリーン

●詩人

後援：仙台市

協賛：

協力：海岸公園センターハウス

庄子隆弘・佐藤豊（事務局）

武田こうじ（サポーター）

●荒浜のめぐみキッチン（サポーター）

www.um-group.jp/restoration/

最新情報はFacebookで配信中！
！

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

95

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
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

7月の市民広場は仙台・東北を元気にするイベントが盛りだくさん

仙臺横丁フェス 2019
今年で2回目となる「仙臺横丁フェス」。横丁ら
しい串ものやビールを片手に、赤提灯の下、みん

バル仙台 2019

AmeFES 2019

毎年多くのワインファンで賑わう「バル仙台」

昨年大好評の「AmeFES」が今年も開催。東

が今年も７月の海の日までの４日間、勾当台公園

北初上陸のバーベキューサンドウィッチやバブル

なでワイワイ。ベニヤのテーブルや靴を脱いでく

市民広場で開催。醸造家たちの個性豊かなワイ

ワッフルが登場。ロデオマシーンもあり、アメリカ

つろげる「畳席」も。各所に趣のある横丁が点在

ンとグルメが会場に集結。造り手と交わす会話の

ンな2日間に。仙台ストリートダンスフェスティバ

している仙台で、日本らしい食文化を体感できる

中で醸造や地域への想いも感じながら、人気が

ルも同時開催。会場には「みちのく未来基金」の

イベントを楽しもう。

高まる東北のワインを飲み比べ。

活動を支援する募金箱も設置されます。

仙臺横丁フェス 2019

Kappo presents 杜の都のワイン祭り

AmeFES 2019

開催日時／７月５日（金）～７日（日）
会場／仙台市役所前 勾当台公園市民広場

バル仙台 2019

開催日時／7月20日（土）～21日（日）

開催日時／7月12日（金）～15日（月・祝）

会場／仙台市役所前 勾当台公園市民広場

会場／仙台市役所前 勾当台公園市民広場

深沼
ビーチ クリーン

海辺で焚火キッチンを開催しました。

FUKAN

深沼ビーチクリーンメンバーズの「荒浜のめぐみキッチン」による料理体験
会を5月12日（日）のビーチクリーン後に開催しました。当日は、貞山運河をイ
メージした「シミジミしじみ汁」やビーチクリーンで集めた流木を使った「じっ
後のお楽しみ企画として今後も不定期開催を予定しています。開催時は深沼
ビーチクリーンのFacebookにてお知らせしますので、ぜひご参加ください！
会 費については、

2019年度
日
夏～秋の開催

体験会実費を除く

の運営費として寄

集合場所

海岸公園センターハウス

（宮城県仙台市若林区荒浜北官林30）無料駐車場あります

付いただいていま
す。

7月14日 日 8月11日 日
9月8日 日 10月13日 日

※天候等により中止になる場合もあります。

利益分の一部を深
沼ビーチクリーン

CLEAN

＊毎月第2日曜日
＊10：30-11：30＊申込不要

くり焚火焼きポテト」を参加者と一緒に作って楽しみました。ビーチクリーン

皆 様からいただく

U M A BEACH

〈お問い合わせ先〉
メール：f.beach.clean@gmail.com
TEL：080-1019-3631（事務局：庄子）

荒浜のめぐみキッチン
https://arahama-megumi.tumblr.com/

主催：フカヌマビーチクリーン

協賛：

後援：仙台市
協力：海岸公園センターハウス、ラジオ3 FM76.2MHz

www.um-group.jp/restoration/

最新情報は
Facebookで配信中！
！
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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
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

８月３日（土）
『Route 227s’Cafe』がオープン！
食をはじめとした東北の魅力発信拠点として、カフェ・レストラン『Route 227s’Cafe』が勾当台公園内にオープンします。
227は東北の市町村の数を表しています。このカフェでは、227市町村の食材を活用したメニューを提供するほか、東北に関連し
たイベントやワークショップなどを定期的に開催するなど、東北各地の自治体と連携しながら、地域の多様な魅力を発信していきます。
8月3日は、開業を記念してファーマーズマーケットなどのオープニングイベントが開催予定です。

Route 227s’Cafe（ルート227カフェ）
開業日／8月3日（土）
（11：00オープン予定）
場所／勾当台公園内（グリーンハウス勾当台）
●オープニングイベント
（10：45～21：00）
〈オープニングセレモニー〉
10：45～11：00

仙台市長の挨拶・ご来場のみなさまと乾杯

〈オープニングイベント〉
・
『アル・ケッチャーノ』
シェフ・奥田 政行 氏

監修メニューの販売

・227ファーマーズマーケットの開催（11：00～17：00）
・こけしの絵付けやワインバスソルトづくりワークショップの開催
・尾花沢のスイカ割り
・東北のワイナリーの出店（17：00～21：00）
https://machico.mu/jump/ad/106332

スナガニが住めるきれいな砂浜にしよう！「深沼ビーチクリーン」
宮城県仙台市若林区荒浜の「深沼海水浴場」は、

催日

2019年度の開

仙台市唯一の海水浴場として多くの方が訪れていました。

8月11日 日 ・9月8日 日
10月13日 日 ・11月10日 日

2011年3月11日、東日本大震災の津波により、全域が浸水、
住むことができない地域になってしまいました。
それでも、豊かな自然に囲まれた魅力に誘われ、
少しずつ休日を楽しむ姿が増えてきました。

※天候等により中止になる場合もあります。

「深沼ビーチクリーン」は、

集合場所

そうして訪れる人々に安心して過ごしてもらえるよう

海岸公園センターハウス

海岸清掃を楽しみながらやろう！という取り組みです。

深沼
ビーチ クリーン
FUKAN

U MA B

スナガニ

ハマヒルガオ

（宮城県仙台市若林区荒浜北官林30）
無料駐車場あります

E A C H CLEAN

＊毎月第2日曜日
＊10：30-11：30＊申込不要

〈深沼ビーチクリーンメンバーズ〉

〈お問い合わせ先〉
メール：f.beach.clean@gmail.com

●海辺の図書館

TEL：080-1019-3631（事務局：庄子）

●株式会社ユーメディア（広報、運営）

主催：フカヌマビーチクリーン

●詩人

協賛：

後援：仙台市

庄子隆弘・佐藤豊（事務局）

武田こうじ（サポーター）

●荒浜のめぐみキッチン（サポーター）

協力：海岸公園センターハウス、ラジオ3FM76.2MHz

www.um-group.jp/restoration/

最新情報はFacebookで配信中！
！
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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

仙台オクトーバーフェストが
癒しと学びの場を提供

令和元年度 仙台「四方よし」
企業大賞フォーラム開催

杜 の 都 のビール 祭り「 仙 台オク

「四方よし」とは、“売り手と買い手

トーバーフェスト」。日独文化交流・

はもちろん、地域社会にとっても利益

地 産 地 消をテーマに毎 年 開 催して

を生むものが良い商いである”という、古くからある「三方よし」の考え方に、

14回目となる今年は、暮らしに活きる「体験学習型ブース」をグリーンテント

「働き手よし」の価値を加えた今に求められる企業経営の在り方を示した考

エリアに設置。地球に優しい共生社会を考える体験プログラムを日替りで予

え方です。仙台市では、この考え方に基づき、従業員を含めた企業、消費者、

定しています。気軽にお立ち寄りください。

地域に良い効果を生み出す優れた取組みを行う企業を、仙台の「四方よし」
企業として表彰しています。
本フォーラムは、
「四方よし」な企業経営の普及と認知拡大を図ることを目

◎食べ残し・飲み残しからエネルギー（バイオガス）作り体験

的に、表彰を受けた優良企業の取組み事例紹介

開催日時／9月14日（土）～16日（月・祝）
講師／東北大学大学院農学研究科

准教授

多田千佳

と、SDGsを取入れた企業経営に関する講演のプ

氏

ログラムで構成しております。経営者・人事や広

協力／せんだい環境学習館（たまきさんサロン）

報担当者はもちろん、仙台での就職を検討してい

◎東北の森と暮らしをつなぐ・木のふれあい広場
開催日時／9月21日（土）～22日（日）

る方にもおすすめです。参加申込は下記QRコー

協力／東北大学大学院工学研究科都市・建築学専攻前田匡樹研究室・

ドまたは申込フォームから。

登米町森林組合

仙台「四方よし」企業大賞フォーラム

◎癒しマルシェ in 仙台オクトーバーフェスト
（アウトドアミスト作り等）

“SDGsが企業経営にもらたすインパクト”

開催日時／9月23日（月・祝）14：00～、16：00～
講師／アロマブレンドデザイナー

浜出理加

開催日時／9月4日（水）13：30～17：00

氏

会場／東北学院大学

※要事前申込・別途参加費

定員／150名

ホーイ記念館

要申込（先着）入場無料

※イベント内容等は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。

基調講演／「SDGsを地域企業のビジネス戦略に」

仙台オクトーバーフェスト

事例発表／仙台「四方よし」企業大賞受賞企業によるテーマ別事例発表

講師：サンメッセ総合研究所

開催日時／9月12日（木）～23日（月・祝）平日16：00～21：00、土日祝日11：00～21：00

U M A BEACH

CLEAN

2011年3月11日、東日本大震災の津波により、

催日
2019年度の開

集合場所

全域が浸水、住むことができない地域になってしまいました。
それでも、豊かな自然に囲まれた魅力に誘われ、

shihoyoshi@u-media.jp

＊毎月第2日曜日＊10：30-11：30＊申込不要

宮城県仙台市若林区荒浜の「深沼海水浴場」は、

仙台市唯一の海水浴場として多くの方が訪れていました。

9月8日 日・10月13日 日
11月10日 日 ・12月8日 日

「深沼ビーチクリーン」は、
そうして訪れる人々に安心して過ごしてもらえるよう
海岸清掃を楽しみながらやろう！という取り組みです。

※天候等により中止になる
場合もあります。

海岸公園センターハウス

（宮城県仙台市若林区荒浜北官林30）無料駐車場あります
〈深沼ビーチクリーンメンバーズ〉

〈お問い合わせ先〉

少しずつ休日を楽しむ姿が増えてきました。

氏

お問い合わせ／仙台「四方よし」企業大賞フォーラム事務局（ユーメディア内）

お問い合わせ／仙台オクトーバーフェストプロジェクト oktoberfest@u-media.jp

FUKAN

田中信康

お申し込み／https://enquete.cc/q/4_houyoshi_2019

会場／仙台市青葉区 錦町公園

深沼
ビーチ クリーン

代表

メール：f.beach.clean@gmail.com

●海辺の図書館

TEL：080-1019-3631（事務局：庄子）

●株式会社ユーメディア（広報、運営）

主催：フカヌマビーチクリーン

●詩人

協賛：

後援：仙台市

庄子隆弘・佐藤豊（事務局）

武田こうじ（サポーター）

●荒浜のめぐみキッチン（サポーター）

協力：海岸公園センターハウス、ラジオ3FM76.2MHz

www.um-group.jp/restoration/
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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
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

被災地のこどもたちに元気を！
2019東北こども博

学生の力で仙台に笑顔を
10/26・27「第5回学魂祭」開催！

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

今年で5年目となる学都仙台

援の一環として「被災地のこどもたちに元気を！」を合言葉に、同年10月に初

の合同学園祭「学魂祭」は、さま

めて開催し、今回で９回目を迎えます。

ざまな大学の学生が主体となり

おもちゃや遊び、スポーツやおえかき、アウトドアなどが無料で体験・参加
できる、イベントがいっぱいの2日間です。屋台村も充実！ 入場無料です。
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

作り上げる市民祭です。普段か
ら様々な活動をしている学生が、
活動の成果を披露したり、学魂

で、ゲストも乞うご期待！ さらに充実した内

祭限定でブースを出すなど、若

容となっております。

さと元気で市民の皆さんを笑顔にします！ ステージでは、学生がバンド演奏

地 域のこどもたちを地 域のみんなで支

やすずめ踊りを披露したり、ゲストアーティストにも出演していただき、会場

え、笑顔あるイベントを今後も継続してまい

のボルテージを上げていきます。会場には、飲食ブースはもちろん、お子様を

ります。

楽しませるコーナーなど、学魂祭ならではのブースをご用意します！
学生で作り上げる市民祭、全力スマイルで皆さまのご来場を心よりお待ち

2019東北こども博

してます！

開催日時／10月12日（土）10：00～16：00、10月13日（日）10：00～16：00
※オープニングセレモニーは10月12日（土）9：30～10：00

開催日時／10月26日（土）10：00～18：00

会場／仙台大学 構内（柴田町船岡南2-2-18） 入場料／無料

27日（日）10：00～17：00

お問い合わせ／2019東北こども博実行委員会

会場／勾当台公園 いこいの広場

TEL：0224-55-1121（代表） 担当：近江・菊地

お問い合わせ／学魂祭実行委員会 gakkonfes@gmail.com

URL／https://www.sendaidaigaku.jp/kodomohaku/

スナガニが住めるきれいな砂浜にしよう！「深沼ビーチクリーン」
宮城県仙台市若林区荒浜の「深沼海水浴場」は、

の
～2020年1月
2019年10月

仙台市唯一の海水浴場として多くの方が訪れていました。

10月13日 日 ・11月10日 日
12月8日 日・2020年1月12日 日

2011年3月11日、東日本大震災の津波により、全域が浸水、
住むことができない地域になってしまいました。
それでも、豊かな自然に囲まれた魅力に誘われ、
少しずつ休日を楽しむ姿が増えてきました。

※天候等により中止になる場合もあります。

「深沼ビーチクリーン」は、
そうして訪れる人々に安心して過ごしてもらえるよう

集合場所

海岸清掃を楽しみながらやろう！ という取り組みです。
スナガニ

深沼
ビーチ クリーン
FUKAN

U M A BEACH

開催日

※無料駐車場あります

CLEAN

＊毎月第2日曜日
＊10：30-11：30＊申込不要

海岸公園センターハウス

（宮城県仙台市若林区荒浜北官林30）

ハマヒルガオ

〈深沼ビーチクリーンメンバーズ〉

〈お問い合わせ先〉
メール：f.beach.clean@gmail.com

●海辺の図書館

TEL：080-1019-3631（事務局：庄子）

●株式会社ユーメディア（広報、運営）
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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

仙台東部エリアのスポットやイベントを巡って楽しむ

｢仙台海手めぐりキャンペーン｣

はっと汁のおふるまいも！
登米市のPRキャラバン

東日本大震災からの復興が進む仙台東部エリアにある施設やイベントを

登米市の魅力をもっとたくさん

巡って楽しむ「仙台海手めぐりキャンペーン」。この事業は、令和元年度仙台

の方に知ってほしい！ そして遊び

市市民協働事業の一環で、下記の9つのスポットのうち5ヵ所以上まわって、

に来てほしい！ そんな思いではじ

スタンプを集めて応募いただくと、抽選で「仙台海手いいもの･ほしいもの」

まった登米市のシティプロモーショ

が当たります。スタンプシートは各施設に設置して

ン。オリジナルキャラバンカーが、

ある「海手リーフレット」に付いています。

仙台市内のイベント会場や登米市
内 の お 祭りに 登 場し て います 。

仙台海手（うみのて）めぐりキャンペーン

キーワードは“市民参加型”。登米

開催期間／10月12日（土）から11月10日（日）まで

市に住み、登米市のことをこよなく愛し固有の職能や秀でた技術を有する登

【参加施設およびイベント】
〈施設〉
（1）せんだい3.11メモリアル交流館 （2）震災遺構仙台市立荒浜小学校
（3）海岸公園 馬術場 （4）海岸公園 冒険広場 （5）海岸公園 センターハウス
（6）せんだい農業園芸センター

米市民“登米師”が、キャラバンを盛り上げます。登米市の皆さんの熱量をぜ
ひ感じに来てください。
さらに登米市では、編集のプロに学びながら市民が主体となって登米の

〈イベント〉
（a）深沼ビーチクリーン［10月13日（日）
・11月10日（日）］
（b）育樹会［10月12日
（土）
・19日
（土）］ （c）
あらフェス2019［10月13日
（日）］
お問合わせ／荒井タウンマネジメント TEL：022-352-4774
URL／http://www.arai-tm.com

PR誌を制作する取り組みも行っています。どんな冊子ができあがるのか、こ
うご期待！

主催／仙台東部エリア交流施設連絡協議会※

次回の開催日時／11月2日（土）10：00～14：00（予定）

※仙台東部エリアの賑わいづくりや集客･交流促進を目的に、荒井タウンマネジメントと仙台市若林
区及び仙台東部エリアにある交流施設運営管理者が参加。今年5月設立。

せんだいタウン情報machicoに情報掲載中！

場所／宮城県対がん協会 がん検診センター

スナガニが住めるきれいな砂浜にしよう！「深沼ビーチクリーン」
宮城県仙台市若林区荒浜の「深沼海水浴場」は、

の
～2020年3月
2019年11月

仙台市唯一の海水浴場として多くの方が訪れていました。

11月10日 日・12月8日 日
2020年1月12 日 日 ・2 月9日 日 ・3 月8日 日

2011年3月11日、東日本大震災の津波により、全域が浸水、
住むことができない地域になってしまいました。
それでも、豊かな自然に囲まれた魅力に誘われ、
少しずつ休日を楽しむ姿が増えてきました。

※天候等により中止になる場合もあります。

「深沼ビーチクリーン」は、

集合場所

そうして訪れる人々に安心して過ごしてもらえるよう
海岸清掃を楽しみながらやろう！ という取り組みです。
スナガニ

深沼
ビーチ クリーン
FUKAN

開催日

海岸公園センターハウス

（宮城県仙台市若林区荒浜北官林30）
無料駐車場あります

CLEAN
U M A BEACH

＊毎月第2日曜日
＊10：30-11：30＊申込不要

ハマヒルガオ

〈お問い合わせ先〉

〈深沼ビーチクリーンメンバーズ〉

メール：f.beach.clean@gmail.com

●海辺の図書館

TEL：080-1019-3631（事務局：庄子）

●株式会社ユーメディア（広報、運営）
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●詩人

後援：仙台市
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Route 227s’ Cafe
6冊だけの「図書館」。

食事をしながら東北との対話を楽しんで。

毎年SENDAI光のページェ

今 年 の 8 月 、勾 当 台 公 園 にオ ープンした

ント期間中に勾当台公園市民

「Route 227s’ Cafe」。東北の市町村の数を

広 場 に 登 場 す る「 S e n d a i

表す「227」の名前には、東北を6県として捉え

Winter Park」が今年も開催

るのではなく、もっとパーソナライズ化して今ま

されます。

で知らなかった東北を食を通じて発信していき

大型のスケートリンクが設

たいという思いが込められている。

置され る「 スターライトリン

店内には「6冊図書館」と名づけられた6冊

ク」では、毎年スケートを楽し

の本だけの図書館があり、東北の魅力を発見で

む人々で賑わい、仙台の冬の

きる本が時 期ごとに入れ 替わりで並 びます。

風物詩に。スケート教室も開催予定です。

コーヒー片手に、ふと手に取った1冊をきっかけ

また、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が軒を連

に、東北の見知らぬ土地に足を運ぶきっかけが

ねる「クリスマスマーケット」も同時開催。フード、キャンドル、クリスマス雑貨

つくられる。そんな出会いを求めて、小さな図書

などが並び、フレンチレストラン「ナクレ」のブースでは、聖和学園短期大学

館に一度訪れてみてはいかがでしょうか。

の学生とミシュラン一つ星シェフ緒方氏がコラボしたスイーツを販売予定。
12月6日（金）19時からの仙台放送「仙臺いろは増刊号」で販売の様子など
が生放送の予定です。
開催期間／12月6日（金）～25日（水）まで
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
■スターライトリンク営業時間
平日／15：00～21：00
土日祝／12：00～21：00

Route 227s’ Cafe TOHOKU

12月6日（金）／12：00～16：00 ※生放送準備のため、営業時間短縮
12月23日（月）～12月25日（水）／12:00～21:00

営業時間／ランチタイム

11：00～14：00

カフェタイム

14：00～17：00

料金／スターライトリンク協力費 税込900円（貸し靴料含む）

ディナータイム

■クリスマスマーケット営業時間

住所／仙台市青葉区国分町3丁目1-1（勾当台公園内）

16：00～21：00（土曜・日曜・祝日は12：00～、9日～12日・16～17日は休業）

TEL：022-796-9770

料金／クリスマスマーケット入場は無料

URL

深沼
ビーチ クリーン
FUKAN

U M A B E A C H CLEAN

＊毎月第2日曜日
＊10：30-11：30＊申込不要

17：00～23：00

の
～2020年3月
2019年12月

https://route227.jp/

開催日

12月8日 日・2020年1月12日 日 ・2月9日 日 ・3月8日 日
※天候等により中止になる場合もあります。

集合場所

海岸公園センターハウス

（宮城県仙台市若林区荒浜北官林30）無料駐車場あります

〈お問い合わせ先〉 メール：f.beach.clean@gmail.com
主催：フカヌマビーチクリーン

後援：仙台市

TEL：080-1019-3631（事務局：庄子）

協力：海岸公園センターハウス、ラジオ3FM76.2MHz

www.um-group.jp/restoration/

最新情報は
Facebookで配信中！
！

