
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎週火・金に平成の森アリーナで行われているダンス教室。 

火曜日午前中の２～４歳児向け教室を見学してきました。 

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：info@nine-town.org 
発行日：2013.12.15（毎月 1 日と 15 日）1000 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（^^） 
今年最後の発行となりました桜通信。多くの皆様のご協力をいただきながら発行を続けることがで
きています。配布にご協力くださったみなさま、紙面を彩ってくださったみなさま、そしてこの桜
通信を楽しみにしてくださっているみなさま。少し早いですが、良いお年をお迎えください。 

【編集後記】今年最後の桜通信は様々な募集記事とイベント情報を掲載することができました。来年もさら
に地域情報を掲載できるよう頑張って参ります。 □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 

この日は雨が降る寒い日にも関わら

ず、子供たちは元気いっぱい。お母さんや

おばあちゃんと一緒にいろいろな運動

をしました。 

先生は阿部純子さん。子供たちを飽き

させることなく、次々と道具をつかって

遊びながら体を動かし、楽しませます。 

「お母さんにくっついていた子も、今

は走り回っていますよ(^^)」と、先生。 

☆毎週火曜日 

◇対象：２～４歳児 

◇時間：10:30～11:30 

◇月謝：2,500 円 
※教室体験 1 回のみ 500 円 

☆毎週金曜日 

◇対象：小学生 

◇時間：16:15～17:15 

◇月謝：3,000 円 

前回号にてご案内いたしました「フィリピン台風

被災者緊急支援募金」に多くの方々からのご協力に

より５６、９６５円（１２月５日現在）の募金をお

預かりいたしております。 

みなさん館では今後も継続して募金箱を設置して

おりますので、みなさまからのご支援・ご協力を心

よりお願い申し上げます。 

先生：阿部 純子さん 
仙台大学 体育学部 卒 
（専門は水泳） 
★ブログもご覧ください！ 

HOP KIDS CLUB（ホップキッズクラブ） 

◇先 生 阿部純子さん 

◇電 話 090－2609－0808 

◇メール yukisachimama@gmail.com 

◇ブログ 【チアフルママ 南三陸】で検索！  

○金曜日夕方は、小学生向けダンス教室。 

『以前は年に２回くらい親子ビクスを行っていました。

長女の小学校入学と、ダンスをやりたい！の声から始ま

り、口コミで広がりました。 

今では 10 名の小学生が通っています。あるお母さまか

ら、お子さんが苦手だった体育の授業の話を家でするよ

うになったと伺いました。みんな、新しいことが次々でき

るようになることが嬉しいようです。』 

ＨＯＰ ＫＩＤＳ ＣＬＵＢでは随時生徒さんを募集し

ています。平日の日中、是非お問い合わせください。 

中学生以上もご相談ください☆ 

フィリピン台風被災者緊急支援募金 

・みなさん館店頭にて実施しております。 

・みなさまからお預かりいたしました募金は、いま

も現地フィリピンで緊急支援活動を行っている「公

益社団法人アジア協会アジア友の会」様を通じて現

地での活動・物資提供に使用されます。 

暦も師走となり、年末年始の準

備に慌ただしくなる季節となって

きましたね。 

みなさまのお手伝いが少しでも

出来るように、正月飾りやお正月

料理のご用意してお越しをお待ち

しております。 

本年もご愛顧いただきありがと

うございました。 

その他、正月飾り・おひきな…など 

お正月用品・海産物・冬野菜ございます。 

お正月準備は『みなさん館』で！ 

年末年始：営業時間のお知らせ 

１２月３０日（月） １５時まで営業 

１２月３１日（火） 年末休み 

 １月 １日（水） 年始休み 

 １月 ２日（木） 年始休み 

 １月 ３日（金） 年始休み 

 １月 ４日（土） 初売り：通常営業 

みなさん館掲載情報 

今月発売された「関東東北じゃらん 2014

年 1 月号」に南三陸てん店マップのうちの

１店舗としてご紹介いただきました♪ 

OH バンデスさんとじゃらん

さんのコラボ企画です☆ 

ぜひ手に取り 

お楽しみください♪ 

 

みなさん館の初売り！ 
お買い上げのお客様へ新年のご挨拶♪ 
ボックスティッシュ＆タオル プレゼント 

✿なくなり次第、終了となります。 

mailto:yukisachimama@gmail.com
http://4.bp.blogspot.com/-zM7cX4r9gMs/UfIJPyvglZI/AAAAAAAAWgM/0vR1OHkcAcU/s800/mochitsuki.png


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歌津出身の高橋さんは高校卒業後、「中華をやりた

い」という志をもって専門学校へ進学。卒業後は仙台

の江陽グランドホテルで約 10 年勤めてきました。厳

しい世界で勤める中、震災が起きました。 

もともと大好きな地元で『いつか中華屋をやりた

い』という思いがあり、2012年 8月に故郷、歌津へ戻っ

てきました。 

漁師であるお父様を手伝いながら、開店準備。 

この間、ボランティアで来ていた栃木のラーメン

店へラーメン修行に。そして今月 3日にオープンを迎

えることができました。 

12 月 3 日、国道 45 号線沿歌津字管の浜にオープン

した『中華屋 飛上（とびあげ）』さん。 

店主の高橋誠一さんにお話を伺ってきました。 

「周りのたくさんの人に支えられ、助けられていま

す。まだまだ半人前ですが地元の皆様にご協力いた

だいて成長して参りますのでよろしくお願いしま

す。」と丁寧にお話しいただきました。 

中華屋 飛上 

◇ 店 主 髙橋誠一さん 

◇ 電 話 ０２２６－３６－３３２６ 

◇所在地 南三陸町歌津字管の浜 47-1 

◇定休日 月曜日 

一意専心 中華屋 飛上 

自信の一杯 
飛上ラーメン（醤油）650 円 

メンも隠れるたっぷり餡 
五目あんかけ焼きそば 730 円 

メニュー（一部です） 

飛上ラーメン（醤油） 650 円 

飛上ラーメン（味噌） 780 円  

中 華 飯 680 円 

天 津 飯 630 円 

ギ ョ ウ ザ 300 円 

杏 仁 豆 腐 150 円 

メニュー、ドリンクは他にも多数あります 

先生：千葉馨さん、仙台電子専門学校卒 
現在はホームページ「馬場中山カオル商店」
を運営兼カフェかなっぺウエイター 

カフェかなっぺ 

◇所在地 南三陸町歌津字中山２－１ 

◇ 電 話 0226-25-7638 

◇ M a i l kaoru.babanakayama@gmail.com 

◇場所 カフェかなっぺ 
◇レッスン １時間 
◇料金 チケット制１枚 1,800 円（１ドリンク付） 
 （１セット５枚つづり） 
◇時間 １７時以降のスタートとなります 

南三陸町歌津、馬場中山にある「カフェかなっぺ」さんで、

パソコン教室スタートしました。 

○自分の記録用として、ブログやホームページを始めたい 

○こどもには安全にインターネットを使ってほしい 

○セキュリティってなに？ 

○パソコンで文章が打てるようになりたい 

などなど、素朴な疑問やみなさんがパソコンでやりたいと

考えていることに対応していただけます。 

先生の千葉馨さんは専門学校を卒業後、勤め先の

ホームページ運営やパソコン事務の仕事をしてい

たので経験豊富☆ 

震災時は、自らホームページを立上げ地域の状況

を世界へ発信し続けました。 

「今は個人で簡単に情報を発信できる時代になり

ました。みなさんの目的に合わせて使い方をお伝え

することができますので、お気軽にご相談ください」 

伊里前福幸商店街で「歌津あわび祭り」が開かれま

す！昭和３１年、昭和天皇即位の大礼が京都御所に

て執り行われた際、歌津村（当時）の鮑が献上され

ました。そんな由緒ある歌津の鮑が、この日は浜価格

（大特価）で販売！合計 400 キロ用意されていると

のこと。お正月前に必ず押さえておきたいお祭りで

すね！ 

～年越しイベント開催～ 

カフェかなっぺさんでは、大晦日の日オールナイ

トで、日頃の感謝の気持ちを込めて翌元旦５時まで

開放しています！年越しや初日の出を一緒に過ごし

ましょう♪ 

～仕事体験～ 

12 月 21 日(土)に、常連の小学生が仕事体験

でお客様のお越しをお待ちしています○小さ

なウエイターさんのサービスをお楽しみに○ 

 

マルイ店頭で販売されているリユース衣

料品（古着）の販売会が行われます。 

毎回好評を得ているマルイ衣料品チャリ

ティーバザー、多くの衣料品が並びます。 

伊里前福幸商店街 

◇ 日 時 １２月２３日(月)１０時より 

（無くなり次第終了となります） 

◇所在地 南三陸町歌津字伊里前 96-1 

◇ 電 話 ０２２６－３６－２２３５ 


