
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南三陸歌津復興支援情報紙「桜通信」 
発 行：特定非営利活動法人 
    故郷まちづくりナイン・タウン（FANT） 

〒987-0601登米市中田町石森字小人町 71－2 
tel・fax 0220-44-4301 
HP http://nine-town.org 

編集人：伊藤寿郎 
発行日：2012.10.13（隔週土曜日）700 部  

次の春、桜を見るまでちから合わせて、寄り添いあって、一緒に進みましょう。 
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歌津の皆さま、こんにちは。故郷まちづくりナイン・タウンです（^^） 
秋も深まり朝晩の冷え込みが厳しさを増してきましたね。 

20 日には伊里前福幸商店街で秋祭りが開催されます。土曜日開催ということもあって 
私も遊びに行けそうなのでとても楽しみにしています!!それでは 49 号のスタートです!! 

【編集後記】 一面でコーラの一気飲みをしている私ですが、写真に使用したのはその日２回目の撮影分 (涙) 
１日２本の一気飲みはシンドカッタです(ToT)     □太  

【編集後記】  

環境合同会社 
所在地 登米市中田町石森字室の木 160番地 1 

℡ 0220-35-2355 

合同会社 KYK都市研究所 
所在地 登米市中田町石森字川前91番地 

℡ 0220-34-3355 

お問い合せ先 
伊里前福幸商店街 
TEL 0226-36-2235 
住所 南三陸町歌津字伊里前 96-1 

お問い合せ先 
伊里前福幸商店街 
TEL 0226-36-2235 
住所 南三陸町歌津字伊里前 96-1 

お問い合せ先 
伊里前福幸商店街 
TEL 0226-36-2235 
住所 南三陸町歌津字伊里前 96-1 

 

受付期間   平成２４年１１月 1 日～平成２５年５月３１日 
作業開始   平成２４年１１月１日 
工房使用料  １グループ 15000 円(工程 4 日間) 
仕込み味噌  １㎏ 400 円(材料持込の場合は別途問合せ) 
麹販売     １㎏ 500 円 

     

歌津福幸秋祭り 祭
り 

―歌津福幸秋祭り― 
２０１２年１０月２０日(土)９：００～１７：３０ 

(打ち上げ花火１７：００～１７：２０) 

場所 歌津伊里前福幸商店街 

雨天決行(警報発令時は中止)  

―お問い合わせ先― 

歌津伊里前福幸商店街 

TEL 0226-36-2235 

大抽選会開催!! 
総額２００万円相当が当たる!! 

特賞     電動スクーター ５名様 
商店街賞 ５００円商品券 １００名様 
M２賞     デジカメ 

NikonCOOLPIXS3300 ５名様 
伊里前福幸商店街のチラシに付いている抽選券を持参する
か当日会場にて５００円分購入で抽選券１枚プレゼント 

―禁煙のご案内― 

当日は会場内禁煙となります。 

喫煙は指定の場所でお願いいたします。 

【ステージ催し】 
９：００  開会式 
９：１０  企業・出店 PR 
１０：００ ライブステージ 
１３：００ コーラ早飲み大会 
１４：００ ライブステージ 
１７：００ 花火 
１７：２０ 閉会式 

当日は１２台の屋台も出店!! 
お楽しみに☆ 

コーラ早飲み大会 
４つの部門でチャレンジ☆ 
・小学校低学年  ・小学校高学年 
・中学生の部    ・高校生の部 

各組１位には 
『ニンテンドー３DSプレゼント☆』 

基礎工事・外溝工事 
有限会社 小野寺土木 

木工事・屋根工事・内装工事  
有限会社 山内建設 

給排水設備工事 
株式会社 旭洋設備工業  

電気・空調設備工事 
有限会社 佐々木電気工事 

外部足場工事 
株式会社渡辺ハウス 

外壁工事 
有限会社 鈴木産業 

鋼製建具工事 
株式会社  ヒラツカ 

塗装工事 
有限会社 加藤塗装店 

左官工事 
佐 藤 工 業 

看板工事 
有限会社 佐々惣建設 

設計 
有限会社 テラ構造設計 

施工 
株式会社 阿部興業 

代表取締役 阿部二郎 

祝 「南三陸直売所みなさん館」オープン 
夢未来南三陸協議会 
会長 千葉孝浩 

この度は 

みなさん館建設に 

御尽力頂き 

誠に有難うございました。 

今後は 

このみなさん館が 

地域の 

活力となっていくよう 

生産者・スタッフ 

一丸となって 

邁進して参ります。 

伊里前福幸商店街にて秋祭り開催!! 
当日は豪華賞品が当たる大抽選会やステージでのアーティストによる演奏、 
フィナーレには花火が打ち上げられます!! 

コーラ早飲みにチャレンジ!! 
大会には参加できないため、勝手に開催しました!!さて、結果は… 

    

「みなさん館」建設に 
御尽力いただいた企業 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１０月７日(日)大安のこの日、 

みなさん館がオープンしました!! 

当日は、のべ約 2,000 人のお客さまが 

集まりました☆ 

餅まきには、 

たくさんのお客さまが参加して 

おおはしゃぎで拾い、 

オープンを楽しんでいました☆ 

みなさん館の内装はこれまで 

公開していなかったので、今回は 

どのような雰囲気なのかお伝えしたいと思います。 

左の写真は、 

入口を入って左手に広がる直売コーナー。 

手前に広がるのは野菜のコーナーで 

野菜たちが勢ぞろい☆ 

下の写真が、 

入口を入って右手に広がる飲食・無料休憩スペース。 

利用方法は様々で、食事はもちろん、 

気楽な集まりのスペースとしても利用できます。 

お茶をしに是非お越しください。 

お待ちしております。           □太  

「南三陸直売所 みなさん館」 
営業時間 9:00～18:00 

定 休 日 水曜日 

TEL/FAX 0226-36-2816 

住   所  南三陸町歌津字管の浜57-1 

株式会社 紫雲堂 南三陸町店 

娘と二人でやっています!! 
皆さまの励ましのおかげで 
リニューアルオープン出来ました。 
ゆっくりできるような店づくりを 
心掛けました。 
癒しのコミュニティスペースになる
ように努めて参ります。 

営業時間 8:30～17:30 

定 休 日 毎週火曜日 

TEL     090-5185-2704(携帯) 

        0226-36-9011 

住    所 歌津字枡沢 91-1 

８月より港地区で営業しておりましたが、枡沢

地区にオープンしました。お客様それぞれにお

悩みをお抱えのことと存じます。個別対応いた

しますので、どうぞお気軽にお越しください。

修繕・修理にも対応いたします。 

営業時間 8:30～18:00 

定 休 日 毎週月曜日、第３日曜日 

TEL     0226-36-2162 

住    所 歌津字枡沢 90-2 

        (なでしこ薬局隣) 

１０
７ 

10月 7日に枡沢に 

2つのお店が 

オープンしました☆ 

みなさん館青年部堂々主催 

“みなさん館の秋” 

焼きたて！熱々！スペアリブ屋台 
 

１０月 ２１日 （日）  １０時～売切れ次第終了 
ところ：  みなさん館前 イベント広場 （テントでやってます） 

１本３００円 （２本セットはお得な５００円） 
先着 100本限定！ 熱々に焼いてお待ちしています。 

 

◆人気のなでしこ弁当（400 円）の予約注文も受け付けています◆ 
（数が多い場合は、前日までにご注文ください。) 

 


