﹃東北六県
味めぐり﹄
９月１日〜６日

◆
８月 日

◆宮城産直市
上野駅
９月８日〜９月 日ＪＲ
上野駅グランドコンコー
ス
時〜 時 最終日 時

◆さっぽろ東急百貨店
﹁東北六県味めぐり﹂
９月１日〜６日
時〜 時 最終日 時
◆ＪＲ浦和駅
﹁宮城物産展﹂
９月２日〜９月 日
ＪＲ浦和駅改札前
時〜 時 最終日 時
◆仙台クラフトビールフ
ェスティバル２０１６
９月３日〜９月４日
仙台市青葉区錦町公園
時〜 時

２０１６東北
時〜 時

催事報告 催
催事
事予
予定
定

ＪＲ浦和駅

さっぽろ東急百貨
店９階催事場
１日〜６日
時〜 時
最終日
時〜 時

◎細倉ミュージックパラ
ダイス
７月 日
ロックを愛する地元の
音楽バンドの祭典︑これ
は年々大きくなるイベン
トになりそうです︒
◎食材王国みやぎ楽天公
式戦７月 日〜７月 日
連日試合開始直後には
完売となりました︒あり
がとうございました︒
◎
２０１６石巻
７月 日〜７月 日
塩釜にある餃子の蜂屋
さんとブースをシェアし
て出店︒店舗名は﹁
蜂善﹂︒最高に楽し
い２日間でした︒

◎志津川湾夏祭り福興市
７月 日
天気にも恵まれ南三陸
町志津川仮設魚市場を会
場に盛大に開催されまし
た︒
◎世田谷ふるさと区民ま
つり
８月６日〜８月７日
２０２０年東京オリンピ
ックの馬術会場に決まっ
た馬事公苑︒改修工事の
為来年からは会場を変更
し世田谷まつりが開催さ
れます︒

する説︑餌を狙って立
ち泳ぎしながら獲物に
飛び掛かって捕食する
ため︑﹁立魚﹂︵タチ
ウオ︶という説がある
▼身は柔らかく︑塩焼
き︑
ムニエル︑
煮付け︑
唐揚げなどで美味︒

今
今月
月の
のお
お魚
魚 太
太刀
刀魚
魚

大陸棚域に幅広く出現
する︒昼間は水深
前後に群れでいるこ
とが多く︑夜間には水
面付近にまで上昇する
ことがある▼外観が太
刀に似ているから︑﹁太
刀魚﹂︵タチウオ︶と

物︑ビール片手に楽し
んでいた︒夜は大森創
作太鼓の演奏と花火の
打ち上げ︒まつりの最
後は副実行委員長の三
本締めで幕を閉じた︒

大
大盛
盛況
況に
に終
終わ
わる
る

様で大盛況となった︒
日中はトコヤッサイコ
ンテスト︑ヨサコイ演
舞︑フラダンス︑バン
ド演奏など行われ︑か
き氷や各屋台の食 べ

志
志津
津川
川湾
湾夏
夏ま
まつ
つり
り
志津川湾を望む仮設魚
市場をメイン会場に行
われた﹁志津川湾夏祭
り福興市﹂は最高の天
気に恵まれ︑多くの町
民︑県内外からのお客

最近︑クラフトビール
という言葉をよく聞く
が皆さんご存知だろう
か？定義を調べてみる
と︑アメリカの⁝小規
模醸造所の⁝など︑う
んぬんかんぬん難しい
▼私なりに言わせても
らうと︑いつでもどこ
でも飲めるのが大手ビ
ール︒色々な地域や醸
造を楽しめるのがクラ

フトビールと言ったと
ころだろうか▼９月３
日︑４日の二日間︑仙
台市錦町公園で︑仙台
クラフトビールフェス
ティバルが開催さ れ
る︒
県内から４醸造所︑
東北から６醸造所が出
店予定で︑約 種類の
クラフトビールが楽し
める︒
今から喉がなる︒
沼倉 忠彦

ク
？
クラ
ラフ
フト
トビ
ビー
ール
ルっ
って
てし
しっ
って
てま
ます
すか
か？

３本締 弊社社長 及川善祐

﹃宮城物産展﹄
９月２日〜 日
ＪＲ浦和駅改札前
特設会場
初日
時〜 時
３〜 日
時〜 時
最終日
時〜 時

﹃宮城産直市﹄
９月８日〜 日
ＪＲ上野駅改札前
グランドコンコー
ス特設会場
初日・２日目
時〜 時
最終日
時〜 時
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ひとこと

夏まつりや花火大会ビ
アガーデンの時期で南三
陸︑登米市では毎週末賑
わいをみせております︒
また︑テレビをつければ
甲子園︑そして夜中はオ
オリンピックということ
もあり︑毎日寝不足の方
も多いのではないでしょ
うか▼さて︑８月６ ７
日と世田谷の馬事公苑に
て︑せたがやふるさと区
民まつりというお祭りに
出店してまいりました︒
これは震災直後︑世田谷
区役所から南三陸町に出
向していた職員の方々に
紹介していただき︑今年
で︑５回目の参加をさせ
ていただきました︒二日
間︑猛暑日での開催にも
関わらず︑多くのお客さ
んが来場︒また︑当時南
三陸町に出向していた歴
代の役所の方々５名全員
が南三陸ブースに集り︑
手伝っていただきま し
た︒おかげさまで︑焼き
立ての笹かまぼこや︑タ
コのから揚げなどすべて
完売することができまし
た︒帰りの車内で私は感
謝の気持ちでいっぱいに
なり︑思わず涙が出まし
た▼この会場は来年から
東京オリンピックの会場
として利用されていくこ
とから︑この場所でのお
祭りは今年をもって無く
なるそうです▼時間は流
れ環境や状況は変わって
行きます︑しかしそれで
も変わらないものがあり
ます︒それは出会いをき
っかけに生まれた思い出
と人と人との絆です︒わ
が町もこれから環境が変
わって行きますが︑昔か
ら変わらないものを大切
にしながら︑新しい町づ
くりに貢献していきたい
と思います︒
及川 善弥

