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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（^^） 
今回号は中面で歌津の水産加工会社さんの特集を行っています。 

よーく写真を見ると各社さんの雰囲気も伝わるかと思います^^たくさんの方が写真に載っている
のでお知り合いがいないか探してみてくださいね。では、71号のスタートです。 

【編集後記】今回は水産加工会社さんへお伺いしてきました。うちも載せて！というみなさん、いつでもお
伺いさせていただきますのでご連絡お待ちしています。     □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。 
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９月１５日（日）に『入谷八幡神社例大

祭』が開催されます。第八代神主 榊
さかき

美
み

江
え

さ

んに伺ってきました。 

神主の榊さんは代々神主を務めてきた榊家

の長女。小さなころから神事に触れていて、

神主になることは、ごく自然の流れだったと

お話いただきました。 

今年の大祭では４年に１度行われる『入谷打
うち

囃子
は や し

』も行われます。２５０年もの歴史を持つ打囃

子は宮城県の無形民俗文化財に指定されていま

す。入谷小学校の高学年になると、課外授業で打囃

子を学んでいます。『２５０年続く打囃子をたくさ

んの人に観てもらいたい』神主の榊さんの言葉に

は伝統を後世に受け継いでいきたいという想いが

感じられました。 

入谷八幡神社 

所在地 南三陸町入谷字水口沢２４３ 

電話 ０２２６－４６－５３４７ 

（入谷八幡神社社務所） 

暑さでみなさん夏バテしていませ

んか？暑いからとエアコンの下に

ばかりいると体調を崩しますので、

気を付けてくださいね！暑いとき

は栄養のあるもの(うなぎ?!)や、さ

っぱりしたものをたくさん食べて

のりきりましょう。暑さ寒さも彼岸

までといいます。もう少し暑さを楽

しみましょう!! 

今みなさん館では秋種が入荷しています。 

白菜や大根等いろんな種がありますので、 

お茶や買い物しながら寄ってみてください。 

暑い日にはどうですか？おススメひんやり食品 

木綿豆腐、寄せ豆腐(カップ入り５個セット)・ところ

てん・もめん豆腐：北上食品工業さん 

木綿豆腐や寄せ豆腐は冷奴にして!! 

※上に歌津小太郎さんの磯人
いそっと

漬
づけ

※をのっけると美味☆ 

ところてんは付属のタレで食べても美味しい

ですが、キュウリなどとあえて中華タレをか

けて冷やし中華風に!! 

いろいろな食べ方でヘルシーに美味しく!! 

この時期おすすめの商品です(^o^)ノ☆ 

打囃子の様子(入谷小学校卒業制作) 

【入谷八幡神社例大祭】 

日にち ９月１５日（日） 

時 間 １０時～１４時頃 

場 所 入谷八幡神社 

１３日（金）には年に一度交換する

「注連縄
し め な わ

づくり」が行われます。９時～

１５時を予定していますので、体験・

見学ご自由にお越しください 

※１５日当日は雨天決行 

大正大学表現学部 

【南三陸夏祭りプロジェクト】 

日にち ９月８日（日） 

場 所  入谷八幡神社 

お問合せ先 090－6065－1517（担当 塩本さん） 

※詳細はご確認ください。 

奉納されたオクトパス君と榊美江さん 

1300 年の歴史を持つ入谷八幡神社 

夏は酢の物などいかがですか？ 

ところてんに酢醤油や酢味噌も美味

しいですよ!! 

木綿豆腐は揚げ出し豆腐にしてたっ

ぷりの大根おろしをのせて食べると

さっぱりしていいですよ!! 

みなさん館では毎週日曜日に青空市

(９時スタート)を行っています。お彼

岸の時期にはみなさん館がお花でい

っぱいになる予定です！みなさんお

楽しみに!! 

※磯人漬って？わかめ・めかぶ・ふのり・まつもなど歌

津水揚げの海藻を和風醤油味に仕上げた和え物です 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社長は漁師。メカブの美味しい時期は知

っています。その味をお客様にお届けした

い。歌津小太郎さんでは旬の時期のメカブ

のみを使ってめかぶ漬けを作り、提供して

います。そのままでもメカブの旨みが味わ

えますが、おススメの食べ方も教わってき

ました。 

丸栄水産工業株式会社 

代表 三浦 宏文さん 

所在地 南三陸町歌津字番所 72-1 

電話 ０２２６－３６－２１１５ 

ＨＰ http://www.utatsu.com 

取扱い 南三陸直売所みなさん館や

ＨＰにて販売中 

有限会社 橋本水産食品 

代表 千葉 小太郎さん 

所在地 南三陸町歌津字管の浜 55-1 

電話 ０２２６－３６－３６５５ 

ＨＰ http://www.utatsukotaro.co.jp/ 

取扱い 南三陸直売所みなさん館や仙台

の藤崎にて販売中 

マルアラ株式会社 及川商店 

代表 及川 吉則さん 

所在地 南三陸町歌津字伊里前 96-1 

電話 ０２２６－３６－４６２３ 

ＨＰ http://www.maruara.jp/ 

取扱い 伊里前福幸商店街やネットの

南三陸 deお買い物にて販売中 

マルアラさんがおススメするの

は、大きくカットされたタコが特

徴のたこわさび。丸荒さんではも

ともとワサビ味のメカブが人気商

品としてありました。このタコわ

さびが生まれたのは二年前。 

味の試行錯誤はもちろんですが、なにより

も大きさが特徴のこの商品。実は商品撮影の

際に社長が大きく切りすぎてしまったのが

誕生のキッカケとなったのです○ 

『お酒のおつまみにももちろんですが、メカ

ブを添えてのたこわさ丼や、たこわさをご飯

の上にごろっと乗せて、ワサビ茶漬けで食べ

てもらうのもおススメです！』と、アレンジ

した食べ方も教えていただきました。 

それは、『塩うに』。社長が３０年来、手作業で塩を振り続けていま

す。ウニが採れる水揚げ場・時期・量・ウニの身の色等、それぞれ

異なった条件の中、品質が異ならない商品の提供ができるのは、経

験のなせる職人の技。ウニに一手間加えて、塩ウニとすることで、

ウニに含まれる水分が抜け、より一層甘味を引き立たせることが

出来、濃厚な味わいとなります。 

おススメはやは

りそのまま食べ

てもらうことで

すが、ご自宅で

のうに丼もお楽

しみください○ 

南三陸町歌津の泊浜で加工業

を営む丸栄さん。創業は大正

12 年の老舗です。丸栄さんが

自信を持っておススメするの

はこちらの商品。 

歌津小太郎さんが自信を持ってお

届けするのはこちらの商品！ 

『めかぶ漬け』！ 

①は、メカブと大根おろしの和え物。大根

おろしには適量のすし酢をいれて清涼感

アップ！②はメカブのぶっかけ素麺。メカ

ブに味付けされているのでそのままいた

だけますが、お好みで麺つゆをかけてお召

し上がりください。 

専務の言葉にあった『うちはメカブ屋』だ

からね、の一言。皆さんにうちの味を知って

欲しい、そんな想いが込められていました。 

伊里前福幸商店街で 

お待ちしています♪ 

ご贈答にもご利用ください 

大きくカットしているのでたこ本来の味も楽しめます♪ 

① メカブと大根おろしの和え物 

②メカブのぶっかけ素麺 

うに丼♪ 

海苔との相性も抜群 

うちのおススメ○ 

南三陸町歌津で奮闘する水産
加工会社さんへ伺いおススメ
商品を教えてもらってきまし
た！！今回ご紹介させていた
だくのは 
マルアラ株 式 会 社 及 川 商 店 さん 
丸 栄 水 産 工 業 株 式 会 社 さん 
有 限 会 社 橋 本 水 産 食 品 さん 
の３社です！ 

http://www.utatsu.com/
http://www.utatsukotaro.co.jp/
http://www.maruara.jp/

