
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 アドレス：t-ito@nine-town.org 
発行日：2013.2.23（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（^^） 
南三陸町を拠点に活動している M＆B さん(服のデザインやカレンダーの制作) 
春に向け新作を準備しているようです!!町内では『うたちゃんショップ』や 

『みなみな屋』さんで取り扱っているのでチェックしてみてください(^^)58 号スタート!! 

【編集後記】 前回号で実施したアンケートですが予想を上回る数の回答をいただいています!!ご協力いた
だきありがとうございます!!３月も引き続きお待ちしていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 □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 

 

製 
工房活用 

Ｐ
Ｒ 

Ｐ
Ｒ 

 

本日はみなさん館『レンタル工房』を使用している有限会社橋本水産食品
さんの作業の様子を取材させてもらいました。 

週末に行われるイベント用に、人気商品の製

造・梱包作業が行われていました。 

全てが手作業で、ラベルの貼り付けももちろ

ん手作業☆これまでは内容量の多い商品が

主だったのですが、この日は新たに内容量を

抑えたものを梱包していました。少人数家族

向けにということです☆ 

『レンタル工房』の感想を尋ねると、空調も完備さ

れていとても使いやすいねと、お話されいました。 

他の日にはこの場所でワカメの芯抜き作業や、 

袋詰めをして製品として出荷する日もあるそう

です。 

レンタル工房では事前登録(無料)を行っても

らえればご利用いただけます。お料理教室や 

お菓子教室など開催の際には 

お気軽にみなさん館までご相談ください。 □太  

○レンタル工房に関するお問合せ○ 
みなさん館 

TEL 0226-36-2816  FAX 0226-25-9277 

レンタル工房使用料 

一日 3,000 円  半日 1,500 円 

 
みなさん館便り 
TEL 0226-36-2816 

アンケート途中経過 

前回号で実施したアンケート。 
たくさんのお返事をいただいています。 

今回はどのようなコメントをいただいているのかご紹介したいと思います。 

他にもたくさんのコメントをいただいています。 

２月２８日の締め切りとなっていますが、郵便局さんのご協力に

より３月中も郵送できることとなりました!! 

多くの皆さまからのお返事をお待ちしています☆        □太  

・カラー版の方が見やすい!! 

(80 代女性) 

・世帯数分配布してもらえるといい 

(70 代男性) 

２月に入り、いよいよワカメの時期!! 

お店にも新ワカメ(生・塩蔵)が並ぶよう

になりました!!ぜひご来店下さい(^^) 

※生ワカメは“シャキシャキ”とした 

歯ごたえが楽しめます。 

「しゃぶしゃぶ」などで 

お召し上がりください。        □み  

＜ワカメの茎漬け＞ 
○茎を千切りにして水にさらし、 

アク抜きをします。―① 

○生姜と野菜を千切りにします―② 

  (ニンジン、ピーマン、キュウリなど) 

○①と②を混ぜて味付けをしたら完成☆ 

 (めんつゆ又はおしょうゆなど) 

・近くに郵便ポストがなく、これまでにも郵

便で回収されるアンケートはあったがと

ても不便でした。 

仮設住宅に郵便ポストがあればなぁ 

(40 代女性) 

有限会社 橋本水産食品 

住所 〒988-0433 

宮城本吉郡南三陸町歌津字馬場 82 

TEL/FAX  0226-36-2494 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
馬場中山カオル商店 繋 

今後は被災地であるということではなく、

魅力的な商品を取り扱っていき、価値のあ

るものを生み出していきたいとお話いた

だきました。                  □太  

昨年３月から運営しているネットショップに

は南三陸町へ支援に来ていた方々がよく訪問

しているそうです。その方々たちと、地域の人

を繋ぐ架け橋でありたい、その想いで現在も

取り組みを継続しています。 

ウィルスブロッカーの類似品にご注意ください 
  
ウィルスブロッカーノヴァは原料に有機質の天然木質繊維（セルロース）を使用した安
全に設計された商品で、この度消費者庁が使用中止とした、空間除菌をうたった「ウイ
ルスプロテクター」という商品とは全く違った商品です。  
「ウイルスプロテクター」は漂白剤に使われる次亜塩素酸が主な成分となっているのに
対し、ウィルスブロッカーノヴァは二酸化塩素（低濃度）を成分としており、業界唯一
の多孔性セルロースを使用する事により、放出制御を可能とした安全な商品です。  
また、使用している二酸化塩素は石鹸と同等の弱アルカリ性のＰｈ濃度で、やけどなど
の心配はありません。 

インターネットショップを運営

している千葉馨さんをご紹介☆ 

ちょっと外でコーヒーが飲みたい☆ 
みんなで集まりたい☆ 

そんな場所のご紹介です☆ 

つ な ぐ て ぶ く ろ 

贈られたものは子どもたちがみせてくれ

ている手袋☆「ガレキとラジオ」という

「FM みなさん」が主役の映画上映時に長野

県上田市の方々から寄せられた、支援金

で作成されたものです 

当日の夜に長野を出発して南三陸町に到着した

みなさん☆休むことなく午前中から戸倉・志津

川・入谷へと赴き、午後には伊里前・名足小学校

へと飛び回っていました。 

手に取った子どもたちからは 

『チョコレートの色みたいでかわいい☆』 

『コレ釣りっこにつかえる～』 

『暖かくてガラもかっこよくて嬉しい!!』 

たくさんの感想が伝えられていました。  □太  

長野県で活躍されている認定 NPO 法人『 侍
さむらい

学園
がくえん

スクオーラ・今人
いまじん

』さんが 

南三陸町の全小学生６６０名へ贈り物を届けにきました☆ 

(セルフサービス) 
○ 料金 コーヒー 200 円 
○ 時間 ９時～18 時 
※パソコン・プリンターも設置します○ 

も併設!! 
○ 広さ  10 畳 
○ 使用料 300 円/時間 
※レンタルスペースをご利用の際には 
事前に電話にてご連絡ください。 
TEL  0226-36-3828 
住所 南三陸町歌津字管の浜 19 

みなさん館内にある飲食スペース。 
コーヒー一杯からでもお気軽にご利用ください。 
○ 料金 コーヒー 100 円 
○ 時間 ９時～16 時ころ 
TEL  0226-36-2816 
住所 南三陸町歌津字枡沢 57-1 

地図データⒸ2013 Google,ZENRIN- 

大会議室、小会議室、レンタルルームを備えて
います。人寄せの際には是非ご利用ください。 
○ 広さ 大会議室 20 畳 
TEL  090-1060-8461 三浦 
住所 南三陸町歌津字枡沢 23 

平成の森は会議室からレストラン迄併設☆ 
集会やお茶のみに☆お弁当も承ります☆ 

○ 料金 コーヒー 250 円 
○ 時間 11 時 30 分～14 時(ランチ) 

30 名程の集まりに 
○ 料金 450 円/２時間まで 

25 畳の畳のお部屋 
○ 料金 450 円/２時間まで 
TEL  0226-36-3115 
住所 南三陸町歌津字枡沢 28-1 

至 気仙沼 
 

至 志津川 

架 

ネットショップで人気の 

【むりくりとらちゃん】 
取り扱っている

ウイルスブロッカーを 

手に持つ 

千葉馨さん 

カフェ・ド・リアン 

魚竜の湯 

むすび庵 

平成の森 

認定 NPO 法人 侍学園スクオーラ・今人 
HP http://www.samugaku.com/ 

シロクロで 

ごめんなさい!! 

ネットショップ 

 HP http://babanakayama.shop-pro.jp/ 


