
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：2012.12.8（隔週土曜日）900 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（^^） 
今回から発行部数増刷のため白黒での発行となりました。 

これまではカラー印刷でみなさんの目に刺激をお届けしていましたので 
今後は内容面でさらに充実させてお届けしたいと思います。   □太  

【編集後記】 いかがでしたか。初めての白黒桜通信。作っている私も違和感を持っていますが、これから
も桜通信をよろしくお願いします!! □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 

 

養 二年目の冬 
海の男シリーズ!! 

今回は寄木にお住いの高橋さんに、昨年から今年にかけての

水産業についてお話を伺ってきました 

取材に伺った日もホタテの養殖準備

を行っていました。 

昨年はワカメの養殖から再開し、 

今シーズンから、ホタテの半成貝（受

精後 1 年程度）を北海道から取り寄

せ準備を進めております。 

昨年は復興一年目ということもあり

養殖期間の長い牡蠣やホタテ、ホヤな

どにははなかなか手をまわすことが

できませんでした。 

しかし二年目の今年は昨年のワカメ

養殖の成果も出た分、南三陸町名産で

ある牡蠣類の養殖に力を入れ出した

仲間たちが多いとの話が聞けました。 

再開はしたもののまだまだ問題は山積み。 

一番の不安の種は水揚げ漁港です。 

まだ各地の漁港整備がままならない中で 

この地域の漁港は「いつ」再開できるのか。 

不安はなかなか解消されませんが、 

水揚げするときは、どんな出来で揚がるかが 

楽しみだねと笑顔でお話しいただきました。 □太  

元々この地では昭和４０年代頃から

ホタテ養殖が行われるようになりま

したが、当時は北海道産のホタテが

この地に合わず、衰退しかけたそう

です。ところが、数年後稚貝が発見さ

れ、５０年代から再びホタテ養殖が

活発なものとなりました。 

高橋七男さん 

 

再開 ご利用をお待ちしております 

11 月 1 日に、名足簡易郵便局が開局しました。 
場所は、以前あったところから石浜方面に 350ｍほど行った先です。 
現在南三陸町で再開した郵便局は、志津川と入谷と名足となっています。 

取扱い業務は、保険の募集ができないだけ
で、何でもできます。ATM はありませんが、通
帳が無くてもカードだけでお金の出し入れ
ができるので、とっても便利です。 
荷物も送れるし、レタックスの申し込みもで
きますので、『これはどうしたらいいのかし
ら？』と困った時は、強い味方になってくれ
ます。ぜひお立ち寄りくださ～い。    □齊  

営業時間 午前 9 時～午後 4 時 
休   日 土・日曜日 祝日 

(年末年始は29日～3日までお休み) 
住   所 南三陸町歌津字北の沢 9-2 
電話番号 0226-36-3114 

年賀状は 25日までに 
投函すれば元旦に 
届きますよ 

加藤誠一さん 
地元密着型のつよ～い味方です 

ワカメの種ハサミの様子 

 エコツーリズム 
私たちはエコツーリズム事業を開始しました。 
題して「宮城エコツアー」！ 
今回は、11 月 27 日・28 日と 12 月 1 日・2 日の 2 回に渡り、 
大阪からのお客様のご案内を行いました。 
ツアーは下記の内容を行い、とても好評でした。1 泊 2 日の日程でご好評頂きました。 

特定非営利活動法人 故郷まちづくりナイン・タウン 

住  所 登米市中田町石森字小人町 71-2 

TEL/FAX 0220-44-4301  担当  佐々木 

皆さん声をそろえての感想は、「テレビと現場の様子が違いす
ぎる」・「もっと応援していきたい」でした。 
私たちは、現地を知ってもらうことでさらに今の様子を外へ
発信していきたいと思っております、 

ツアーは一例です。日帰りなど内容はご相談に応じ変更する

ことも可能です。ご友人や親せきの方がお越しの際や、団体で

の見学にも是非ご活用ください。               □佐  

1 日目 
・南三陸直売所みなさん館での食事、 

DVDや語り部さんによる現在の状況説明 
・石泉ふれあい味噌工房見学 
・伊里前福幸商店街でのお土産物購入 
2 日目 
・釣り船に乗り海の状況説明 
・一関 世嬉の一酒造見学 
・平泉中尊寺見学 

地図 

カラー版はこちらで!! URL http://nine-town.org/ 『ナイン・タウン』で検索!! 

http://nine-town.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パートさん募集 

内容 レジ、接客、簡単な事務処理 

時給 ７００円から 

経験 不問 

対象 高校生不可 

勤務時間 ８時～１５時 

12 時～18 時のシフト制 

私たちと一緒にみなさん館を作り上

げていきましょう♪ 

みなさん館便り 

冬季営業時間のご案内 

(１２月～３月) 
営業時間 ９時から１７時 

定 休 日 月曜日 

(祝日の際は翌日振替定休) 

正月・クリスマス商品、

農産物海産物、 

飲食屋台を軽トラで 

出店してみませんか？ 

12/23（日）10時～15時 

南三陸直売所みなさん館前 

イベント広場 
 

軽トラ市 

出店者募集！ 
出 店 料 ：2000 円のみ／台 

申込締切：12 月 15 日(土) 
 

大切な人への贈り物 
みなさんお歳暮ギフトセット  

(セットはすべて送 料 込 み！) 

) 

 

その他、 

5000 円セットもあります。  

受付期間：12/5～12/20 （12/10より順次発送） 
数量限定に付き、お早目にお申込みください。        □松  

お問合せ先 ◆ 南三陸直売所「みなさん館」   

    TEL 0226-36-2816     南三陸町歌津字管の浜 57-1  

「ガレキとラジオ」 

南三陸町ベイサイドアリーナの 

一画を放送室に、昨年５月から今年

３月まで地域ラジオ局として活動

していた『FM みなさん』のメンバー

を追ったドキュメンタリー映画 

この冬みなさん館に飾られた 2 本のツリー。 

ツリーは長野県で活動する『認定 NPO 法人侍学園スクオーラ・今人』様

より贈られたものです。 

南三陸町では今年完成披露試写会が

行われ、その後仙台市や利府町での

公開。来年は春から東京で公開され、

その後全国順次ロードショー予定。 

侍学園とは 

長野県上田市で 2004 年 4 月。 

 元高校教師の男と４人の若者が命を懸け

て誕生させた、日本一小さな学校です。 「学

びや新しい自分との出会いを求める全ての

人々の為の学校」を設立趣旨とし、 年齢無

制限で生徒を受け入れており、現在は 30 名

の学生が在籍しています。 

侍学園さんでは継続的に東日本大震災

被災地支援活動を行ってきました。 

その活動の一環として 

『被災地のことを知る支援』が、 

行われました。内容は映画の上映。どのよ

うな映画かというと？ 

その映画の上映会を長野県上田市で行い、 

270 人収容の劇場に 300 人が集まり、大盛況☆ 

上映後、みなさんへ募金の呼びかけを行ったところ、

多くの寄付が集まりました!! 

『上田市民の想いがたくさんこもった

このツリーを観て、南三陸町の皆さん

の心が少しでも安らげば』と 

平形有子さんにお話しいただきまし

た。そしてこの平形さん、現在侍学園で

活躍中ですがその前は FMみなさんでパ

ーソナリティを務めていたのです☆ご

実家は歌津の港地区、そんなご縁で今

回の企画となりました☆       □太  

ここで集まった寄付金の 

活用方法が今回はツリー支援。 

年が明けてからは町へ向けて 

第 2 弾となる支援を企画中です☆ 

ツリーには上田市の皆さんからの 
メッセージも寄せられています 

 

☆3500 円セット☆ 
活ホタテ10枚、ワカメ 

メカブ、剥きヘラ付 
南三陸商品 詰め合わせ

下写真参照 

☆3000 円セット☆ 

 

 


