
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南三陸復興支援情報紙「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：2013.4.20（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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南三陸の皆さま、こんにちは。故郷まちづくりナイン・タウンです（^^） 
花粉症の方々、そろそろ落ち着いてきたのではないでしょうか？マスクをつけている人もずい

ぶん少なくなったかと思います。これからは暑さが増していきますね☆ 
桜通信も暑く!!お届けしたいと思います☆では 62号のスタートです!! 

【編集後記】 取材中、新高校生に中学生？と聞いてしまいました^^； 
何年生？と聞くのが正解ですね☆学びました^^ □太  

【編集後記】  

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 

 みなさん館便り 
TEL  0226-36-2816 
住所 南三陸町歌津字管の浜 57-1 

この事業は赤い羽根「災害ボランティア・NPO 活動サポート募金」の助成を受け実施しています。 

だんだんと暖かくなり、春風も心地

よく感じる季節となってきました。

もう少しで桜も開花しますので、み

なさん館でお弁当やかりんとう・

がんづきなどを持って、お花見に出

掛けてみてはいかがですか^^ 

 

みなさん館で新鮮な魚介類現金で買い取りします。

8：30～9：30まで受け付けますのでみなさん館まで

お持ちください。買取り曜日は火・水・木の三日間

となっております^^皆さまからのお持込を楽しみに

しています☆ 

新商品紹介!! 

いよいよみなさん館にあの！ 

「オクトパス君」グッズが並び始めました☆ 

目玉はやはり「ゆめ多幸鎮」☆ 
皆さまもよくご存じと思いますが、 

取り扱いが始まりました^^お土産品も増えてきていますので 

お友達がお越しの際には立ち寄ってみてください○ 

ソフトクリームの販売 
再開しました!! 

種類はバニラ・チョコ・ミックスの 3 種類○ 

価格は 250 円均一☆ 

仕事の終わりや部活帰りの疲れた体に 

甘いもので栄養補給!! 

営業時間【4 月～11 月】 

9：00～18：00 

冬季期間中は皆様にご迷惑をおかけ

いたしましたが 4月に入り営業時間も

18 時までとなりました。 

お仕事帰りにも是非 

ご利用ください^^ 

求人募集中です。 
勤務時間などは相談に
応じます○ 
やる気のある人ぜひ 
よろしくお願いします 

東京屋石油店 
連絡先 南三陸町歌津字大沼 11－2 

TEL  090-1061-9286 

営業時間  7：00～19：00 

ガソリン満タン♪ 
 

及川 章広さん 

取扱いサービスは、石油の販売、プロパンガスの配達業務。 

タイヤ交換やオイル交換などの、ピット作業も行ってます。 

グランドオープンは、５月１７.１８.１９の３日間!! 

各種イベントも企画しているので、ぜひお立ち寄りください○    □齊  

グランドオープンは 5 月の予定ですが、 

わかめ作業が始まって、漁師の皆さんから 

「早く始めてもらわねぇと困るや～」 

との声を受け、始めたそうです。 

お陰様で今は忙しく、配達の時はお店を閉めて出かけて 

しまうことも。留守の時はお電話ください^^ 

4 月 5 日に、馬場地区に仮オープンしたのは、 

【東京屋石油店】さん。 

昨年の 11 月に被災したスタンドを取り壊し、 

やっとの思いで再開にこぎ着けました。 他にもオクトパス君ピンバッチやストラップも取

り扱っています☆入谷にある「Yes 工房」さんには

たくさんのオクトパス君グッズがあるので、お時間

ができたら遊びに行ってみましょう♪     □み  

みなさん館 QR コード 

みなさん館サイトへ 

アクセスできます 

 

魚介類・現金買い取り始めます!! 

GW 中は休まず営業☆ 

(5 月 6 日(月)を除く) 

5 月 3(金)4(土)5(日)は 

みなさん館前広場で美味しい浜焼き

開催します!!お楽しみに○ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どうぞおくつろぎください 伊里前にゅーす 
TEL 0226-36-2235 南三陸町歌津字伊里前 96-1 

お話をしてくださったのは 

一般社団法人南三陸研修センター 

事業推進部長、佐藤利昭さん。 

この「いりやど」施設内を 

案内していただきました☆ 

3 月 13 日のプレオープンからすで

に 500 名にものぼる方々が利用し

ており、学生からボランティアの

方々、一般の方まで幅広く利用して

います。 

国道 398 号から見える「いりやど」 

お料理はなんと！あの「志のや」の

親方が地元産食材を使用して調理

したものを、バイキング形式で楽し

むことが出来ます^^  □太  

この建物ができ、南三陸町に興味をもっ

ている学生や一般の方々の受入れを行

い、南三陸に来なければわからないこと、

防災対策についても伝えています。 

当時の感謝の気持ちを分割払いでお返し

させてもらいながら、今後もご縁を大切

にしていきます。 

「南三陸学びの里 いりやど 南三陸研修センター」  
住所 南三陸町入谷字鏡石 5-3 

TEL  0226-25-9501 
宿泊料金：素泊まり一泊 ￥4,200 

他メニューについてはお問い合わせください 

取材後には美味しそうなお料理が!! 

研修室(この日は講演会用の配置) 

 

いまが見ごろだよ～という情報をい

ただき行ってきました☆入谷にある

約1㎞程続くスイセンロード。たまに

はスイセンが迎えるこの道を走って

歌津に帰ったり、登米に出掛けてみ

るのはいかがでしょう○    □太  

とっても綺麗な色をしています^^ 

５月の伊里前福幸商店街は催しが満載!! 

 

昨年も行われた『しろうお祭り』 

今年もやります!! 

○しろうお踊り食い 

○しろうおすくい 

○しろうおのお吸い物 

 

 

ベイサイドアリーナや 

志津川さんさん商店街で行われてきた

復興市がいよいよ 

伊里前福幸商店街で行われます☆ 

これまで、遠くてなかなか足を 

運べなかった方々もこの機会に是非、 

20 回以上の回数を重ねてきた復興市を

お楽しみください○  □太  

前日 18 日(土)には 

三嶋神社神輿渡御もあるよ♪ 

つつじ祭りシャトルバス運行 
5 月 18 日～6 月 2 日までの 

土、日のみ運行(所要時間 片道 15 分) 

伊里前川には、 

しろうお漁の仕掛けが 

設置されましたね。 

「ざわ」と呼ばれる仕掛けは、 

石を V 字型に積み上げる 

昔ながらの方法○ 

上流まで「しろうお」が 

遡上できるように、 

すき間を開けながら 

石組みするのがポイント○ 

しろうお祭り 5 月 19 日(日) 
時間 9：30～15：00 

復興市 in 伊里前福幸商店街! 
日時 5 月 26 日(日) 

 
伊里前福幸商店街 

  9：30 発 

10：30 

11：30 

12：30 

13：30 

14：30 

田束山山腹駐車場 

  10：00 発 

11：00 

12：00 

13：00 

14：00 

    15：30（最終） 

料金：500 円（中学生以下無料）  

チケット購入場所：うたちゃんショップ 

（伊里前福幸商店街内） 

今が見ごろのスイセンロード 

3 月 18 日、入谷にオープンした「南三陸学びの里 いりやど」さんへ 

伺ってきました^^ 
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佐藤利昭さん 


