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東北のビジネスを
サポートする
女性たち
「商品はいいと思うんだけどなぜ売れないんだろう」
「競合の商品と差別化したい」
このような悩みや課題を抱える東北の企業に
アドバイスや支援等のサポートを行っている「創業スクエア」。
ここで仕事をしている人たちの姿は、
商品や事業者に隠れてなかなか表面に見えてきません。
そこで、今回は事業の裏方として活躍する

大きなやりがい
創業スクエアでは、宮城県だけではなく、東北全

2014/09/02 20:02
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創業スクエアの女性スタッフに光を当ててお話を伺ってきました。

新米仙台人

月。 年間勤めた総合人材サービス

東京出身の岩間友希さんが仙台に引っ越してき
たのは、今年

7

の会社で営業推進と募集媒体制作を担当してきた

3
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うに、
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東北の
自分の
城 で、
成長へ
ここ宮
ら
！
か
い
き
復興
してい
いきた
や
て
増
し
知見を
ポート
動き、
ら
か
希
す。
自分
ていま
岩間 友
っ
思
たいと

1

いを移してでもこの仕事をやってみたい！ と思った

ん。知人を通じて創業スクエアの業務を知り、住ま

城県にはたくさんの魅力があることを知った岩間さ

た。震災で多 くの知人や友人 を 手伝ううちに、宮

のの支援にも取り組んでみたいと考え始めていまし

うな事業をしていこうとする温かい気持ち。そのよ

ーの大きさ、地域のことを考え地域のためになるよ

にもかかわらず、負けずに事業継続に取り組むパワ

います」と岩間さん。
「 震災で大きな被害を受けた

ることが、現在の私にとって大きな学びにつながって

地域を訪れ、そこで活躍している皆さんとお話をす

「 今までに行ったことのなかった東北のいろいろな

体の事業者の支援を行っています。

のだそうです。現在、仙台在住半年、新米仙台人の

うな皆さんと関わりがもてる仕事を担当することは、

岩間さんは、人材のサポートに限らず、企業そのも

岩間さんは、創業スクエアのアシスタントディレクター

東北を支える女性のチカラ

とニッコリ。

という声を聞いたりすると、とても嬉しくなります」

取り上げられたり、＂
おかげさまで売れていますよ！
＂

援業務で携わった商品や事業者の方々がメディアで

大きなやりがいにつながります 」。原島さんも、
「支

として活躍しています。

創業スクエアとは
「 創業スクエア」は、
マーケティングとデザインの力
で、ビジネスが円滑に進むようにサポートをする仙
台市の事業。東北の中小企業や起業家を対象とし
て、震災後にスタートしたものです。これまでに、水

事業者の方への集中

産加工品の新商品開発や、観光タクシーの新サービ
スの開発のサポートなどのビジネス支援や、ブランデ

交換やアイデア出しは

的 な 支援 を 行 う うえ

非 常に重 要です。
「事

んは「 復興というけれど、地域の経済成長がなくて

の東北経済を支えてい

人のチカラが、これから

内村 博子／昭和45年 宮城県出身。震災後、東北の復興や経済成長に関する仕事を希望し、
現職に。創業スクエアでは、支援業務のほか、予算管理や総務を担当。

URL: http://www.square3f.jp

Tel.022-211-4077（受付時間：平日午前10時〜午後5時まで）

で、支 援チームの 意 見

品や企業そのもののブランド力強化等のために、創

業者や地域のことを考

ンタイルのデザインな

は本当に復興とはいえないと思い、東北の事業者を

くことでしょう。

仙台市青葉区中央2-5-8 東北ろっけんパーク3F

でいます。
「 プロジェクト支援 」では、各事業者の商
業スクエアのディレクターと各分野の専門家がプロジ

えると、ミーティングに

岩間さんが先輩と仰 ぐ、内村博子さんと原島妙

支援するこの仕事に就きました」。

3

岩間 友希／昭和58年 東京都出身。今年3月、7年間勤務した総合人材サービスの会社を
退職。仙台に移住し、5月から創業スクエアのアシスタントディレクターとして活躍。

創業スクエア

ィングについての講座の企画運営などにも取り組ん

月の事業開始から、支援し

年

も熱が入ります 」と原

を行います。平成

ェクトチームを 編成し、現地に赴き、集中して支援
てきた企業は 社余り、相談にのった案件は500

島さん。商品開発など
要。仙 台 駄 菓 子のパッ

には 女 性 の 視 点 も 重

衣さん。二人が創業スクエアで仕事をすることになっ

性が生きています。

ど、女性 ならではの感

ケージデザインやスペイ

たのは、震災復興に対する強い想いでした。内村さ

復興に対する想い

件にものぼり、東北の経済活性の一端を担っています。

6
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原島 妙衣／昭和61年 宮城県出身。震災後、復興に関わる仕事に就きたいと考え、創業ス
クエアにてアシスタントディレクターとして活躍。企業支援のサポートやスクエアブランディン
グアカデミーなどを担当。

mail: info@square3f.jp

40

創業スクエアのご紹介

fo

アブランディングアカデミー」
「専門家チームによるプロジェクト

東北の中小企業や起業家を対象とした「無料相談窓口」
「スクエ

ラ
自分の
復 興か
ポート
自分か

型支援」の3つのビジネス支

援を行っています。

たい

profile
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②

café & therapy

Ireneの小屋

気になる

「五感で感じる癒しの空
間」をコンセプトに、8月18
日オープン。テラス席から
は泉ヶ岳を近くに眺めるこ
とができます。ランチは、
新鮮な豚バラ肉をハーブ
で包んで10日間熟成させ
た手づくリパンチェッタと
卵、ペコリーノチーズで作る本格カ
ルボナーラがイチ押しです。個性あ
ふれる絵画を鑑賞しながら自家焙
煎コーヒーでほっこりしてみてはい
かがですか？ タロットカウンセリン
グとヒプノセラピーも行っています。
※本誌をお持ちいただいた方に、
先着5名様でコーヒー無料券をプレゼント!

◎café & therapy Ireneの小屋

① le roi du vent（ルロア ヴァン）

（カフェ＆セラピー イレーネの小屋）
住所／黒川郡大和町もみじヶ丘3-3-8
TEL／070-6614-7506
営業時間／月・火・金・土 11:30～17:30
（ランチ 11:30～14:00）

③ さしすせそ
今も昭和の香りを残す「壱
弐参（いろは）横丁」にあるお
店。店主の中村さんは地産
地消をテーマに地元の食材
を使った季節料理を出して
います。日本酒も地酒を取り
そろえ、通が通う、隠れた名
店です。栗駒産カテキン豚
で作ったラフテー（沖縄風角煮）
は箸を止められない美味し
さ。団体（7人迄）のご利用も
可能です。

南仙台駅から車で3分の所にあ
る、隠れ家的なお店「ルロア ヴァ
ン」。お店のコンセプトは「プロヴァ
ンスのようなリゾートレストラン」。
気軽に本格的なフレンチを食べて
ほしいという想いからお手頃価格
で提供しています。彩り鮮やかプレートに思わず笑顔がこぼれ
ます。9月9日、19日は生ハムフェア実施。
◎le roi du vent（ルロア ヴァン）

◎さしすせそ

住所／仙台市太白区柳生7丁目7－1
TEL／022‐281‐8853 営業時間／ランチタイム
カフェタイム14:00～21：00、
11:00～17:00（L.O.16:00）、
ディナータイム17:00～22：00（L.O.21:00）
定休日／月曜日
（月曜祝日の場合、
火曜日休み）
http://air-rise.jp/leroi/

住所／仙台市青葉区一番町2-3-28｠壱弐参横丁内
TEL／090-2842-5995
営業時間／月曜日、水曜日～土曜日 17:00～24:00、
日曜日 14:00～22:00 定休日／火曜日
Facebook／https://www.facebook.com/izakayasasisuseso

④ ちゃんとゴハン食堂 みやカフェ

夜caféもはじめました

みやカフェは、宮城の食材をとりいれて作ったおかずを、チョッとずつお皿に並べて、見た目にも健康、食べ
ても健康を意識できるようなランチを提供します。宮城県そして東北には、海・山のあらゆるおいしい食材が
たくさん、時には生産者を囲んでお話を聞けるような場づくりも目指します。将来、カフェや飲食店を始めたい
という方が事前に体験できる、チャレンジカフェも開催! 3名様以上のお客様はスタッフまでお声がけ下さい。
◎みやカフェ

住所／仙台市青葉区一番町2丁目3-30 壱弐参横丁内 TEL／022-738-8278
（詳しい日程はHPで）
営業時間／ランチ11:00～15:00 夜café17：00～21：00（L.O.20：30）
定休日／ほぼ毎日営業しています
「チャレンジカフェの予定はWEBにて。
」 http://www.miyacafe.net/

et
3
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開催

株式会社ゆいネットが運営している「ちゃんとゴハン食堂 みやカフェ」では、将来カフェや飲食店を開きたいと考えている人たちの
スキルアップを応援する施設として利用者を募集しています。多人数分作ってみたい! お店で実際に給仕してみたい!
自分の料理への意見がほしい! 実践の場がほしい、
と飲食店を目指すあなたにとって必要な実践の学び場をみやカフェがご提供します。
※「チャレンジカフェの予定はWEBにて。」 http://www.miyacafe.net/

チャレンジカフェ 第2弾
第2弾のテーマは
「サラダを使った原価計
算」。前回に引き続きチャレンジャーは柴田
明彦さん。今回作ったものは、
「カプレーゼ」
と
「にんじんのバルサミコ酢サラダ」。
ドレッシ
カプレーゼ
ングは3種で、1つは柴田さんがこだわった高
級なオリーブオイルとバルサミコ酢を使用。
２つ目は、
スーパーで気軽に購入できる安価なオ
リーブオイルとバルサミコ酢を使用、
そしてもう１種類は市販のドレッシングを使用しました。
参加者には３種のサラダを食べ比べて、
それぞれに値段をつけていただきました。すると、
「値段が高いだろうと思ったものはこれですが、
一番美味しいと思ったものは、
別のものです」
との声が。同様の意見は他にもあり、材料
（原価）
が高ければ美味しいとも限らない様子。
バランスを考えて、
材料を選んだり、
値段を設定したりする必要があることがわかりました。

チャレンジカフェ 第3弾

かぼちゃの冷製スープ

トマトの冷製スープ

チャレンジカフェ第4弾
参加者募集のお知らせ

今回は主菜、
サラダと続き第3弾チャレンジカフェはスー
プ。暑い夏にぴったりな冷製スープを題材にして原価計算
を学びました。今回は2種類のスープで味の違い、原価の
違いを比較しながら、適正な売価について皆さんと考えま
した。
「かぼちゃの冷製スープ」
と
「トマトの冷製スープ」
をそ
れぞれ手作り品と市販品で用意、
どれがどれなのか明かさ
ずに、参加者全員で食べ比べをしました。手間のかかった
手作りの物、原価率の高いものに人気が集まるのでは？
という予想を裏切り、味や価格に関する参加者の意見は
バラバラ・
・
・。お金をかければ評判が良いわけではない、
また
万人に支持される100%の味というものはないのだと、再
認識をする結果となりました。

チャレンジカフ
ェ勉強会

第4弾 「メニューの原価を計算してみよう」

～カフェの定番!

デザートを題材にして～

いつかカフェを開きたい・
・
・
そんな夢を持っている人たちの勉強の場をつくります

市販品と手作りのデザートのメリット・デメリットは？
食べ比べをしながら原価を考える勉強会です。

「いつか自分のお店を開きたい、
そのためにはもう少し実務を知り
たい」
そんな方への勉強会のお知らせです。カフェを開きたいけれど、
物件はどう探すの？ 家賃は？ 厨房機器はいくらくらいするの？ 料理
のレパートリーを増やしたい、
自分の料理を家族でない誰かに食べて
みてほしい・
・
・お店を開くために知っておきたいことを、お伝えする
勉強会を
「チャレンジカフェ」
と題して開催します。

■日
■会

チャレンジカフェ
出店チャレンジャー募集

（木） 18時～20時
付 平成26年10月9日
場 ちゃんとゴハン食堂 みやカフェ

仙台市青葉区一番町2-3-30 壱弐参
（いろは）
横丁

■ 参 加 費 2,000円（税込） ■定員 10名
■ 問 合 せ 地域ビジネス創出支援チーム（株式会社ゆいネット）
TEL.022-726-0341

E-mail info@chiiki-biz-sendai.net

詳しくは こちらま で お 問 い 合 わ せください 。

地域ビジネス創出支援チーム（株式会社ゆいネット） TEL.022-726-0341

E-mail info@chiiki-biz-sendai.net
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昨年 月に続き、 度目の実証実
験。前回は か月間でしたが、今回は
月末まで か月間に延長し、参 加
店舗・駐車場も増えるなど、
バージョ
ンアップした「まちくるチケット」
につ
いて、まちくる事 務 局の菅 原 晃さん
にお話を伺いました。
「 前回参加したお客様からの要望
を受け、より使いやすくしました」。
対 象エリアがアーケード内の 商 店
街から、
本町、
仙台朝市や駅前商店街
にも拡大。駐車サービス券を100円
券と400円 券の 種 類にし、今 回
はコインパーキングの参 加もあり、仙
台 市 中 心 部の多 くの駐 車 場を利 用
できるようになっています。
また、今 回はスマートフォンアプリ
を 導 入 。現 在 地から 最 寄りの 駐 車
場や、行きたいお店へのルート検索も
でき ま す 。
「 ショップだけではな く 、
美 容 院などに声をかけたり、仙 台 東
口の駐 車 場にも 参 加 を 呼 び掛けて
います 」と菅 原さん。今 後 も 参 加 店
舗・駐車場は増えていくので、
この機
会に
「まちなかチケット」を利用して
〝まちなか〞
へ出かけてみませんか？
12

2

5 1

2

2

6

8月1日から、仙台中心部の商店街で
共通駐車サービス券「まちくるチケット」
の実証実験が行われています。参加店
舗と参加駐車場が手を組み、商店街
にやって来るお客様に駐車サービス券
を発行。気軽に“まちなかショッピング”
を楽しめます。

まちくるチケットの使い方
仙台市中心部商店街に車で来たら、
「まちくるチケット参加駐車場」に車を停めてください。

無料で
タウンロ
ード

お店、駐車場が
カンタン検索できるアプリ!!
（iPhone/Android対応）

使える参 加 駐 車場

参加店にてお買い物。
レジにて
参加駐車場の駐車券をご呈示ください。
もらえる参 加 店

お買い上げ金額に応じて共通駐車サービス券を進呈します（進呈条件は参加店ごとに
。共通駐車サービス券は「100円券」
と
「400円券」の2種類あります。
異なります）

スマートフォンの無料アプ
リで、
「まちくるチケット」
が
利用できるショップや駐車
場を検索できます。現在
地や住所、
ショップ名、
キー
ワードなど、いろいろな方
法で検索でき、
タップ操作
で目的の場所を簡単に見
つけられます。参加店・参
加駐車場の最新情報も
随時更新。
ショッピングの
お供にオススメです!

共通駐車サービス券
「まちくるチケット」
間 平成26年8月1日～12月31日
■期
■ 実 施 エリア 仙台市中心部商店街及びその周辺地域
■ 参 加 店 ・ 上記エリア内の小売店、大型店、飲食店、
参加駐車場 有人駐車場、
コインパーキング。参加駐車場はス

参加駐車場にて共通駐車サービス券をご使用ください。
1回の精算で何枚でも使用可能。期間中ならいつでも使えます。

テッカー、
のぼりが目印で、参加店にはステッカーが
貼ってあります。
■ お問い合わせ まちくる事務局 TEL.022-217-0355

5
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「起業のコツ」教えます!!
仙台ちっちゃいビジネス
創業スクール

カフェや飲食店を始めたい！
物件があればすぐにでもやりたい！

方はコチラ→

10/4
（土）

10:00～12:00

10/11
（土）

10:00～12:00

ベーシックコース

オリエンテーション～先輩起業家に聞く～
カリキュラム、
ビジネスプラン作成についての説明
飲食店をオープンした先輩起業家の講話、
質疑応答など

自分らしい店をオープンするために
飲食店に必要な経営理念、
事業計画について

ライバル店を研究する
10/18
（土）

10:00～14:00

市場、
顧客、
ライバル、
自分の強みを知る、
マーケティング基礎

飲食業の売上、
経費、
販売計画
飲食業に必要な売上、
経費について、
販売計画の作り方

10/25
（土）

10:00～14:00

先輩起業家視察
先輩起業家の飲食店を訪問し、
必要な設備・機器を視察する

飲食店の会計知識
11/1
（土）

10:00～14:00

貸借対照表や損益計算書、
キャッシュフローを考える

税務・法務
飲食業に必要な税の知識、
創業の手続きについて

11/8
（土）

10:00～14:00

1dayシミュレーション営業
チャレンジカフェを使った「1日オーナー体験」

資金調達と公的支援制度
11/15
（土）

10:00～12:00

資金調達（自己資金、
補助金等）
、
公的支援制度について

すぐに使えるビジネスプランづくり
飲食店を開くためのビジネスプランを作成

※日時などは変更になる場合がございます。

できます!!
どなたでも参加

※当スクールは、
中小企業庁委託の「平成26年度地域創業促進支援事業」の
一環として実施されるものです

おうちビジネスにとりくんでみたい！
子育ての合間に仕事をしたい！

方はコチラ→

10/2
（木）

10:00～12:00

オリエンテーション～ゆめの扉を開いてみよう～
カリキュラム、
ビジネスプラン作成についての説明
ママ起業家から体験談や心構えなどを聞く。

10/9
（木）

女性らしく起業するために

10/11
（土）

ワタシ流のビジネスを視察①

10/16
（木）

“わかりやすい”
マーケティング

10:00～12:00

10:00～14:00

10:00～12:00

10/23
（木）

10:00～12:00

経営理念、
事業計画とは何か？をカンタン解説。

ひと足先を行くママ起業家の現場をのぞいてみる

いつでもできる
「おてがる調査」
をやってみよう

いくら売ればイイのかな？
売上、
経費、
販売計画について基礎から学ぶ

10/30
（木）

“わかりやすい”
会計

11/6
（木）

“わかりやすい”
税務・法務

10:00～12:00

10:00～12:00

損益計算など、
ママ起業家に必要な会計の基礎を学ぶ

税務（所得税、
法人税など）
や法務をイチから学ぶ

11/13
（木）

開業資金について

11/15
（土）

ワタシ流のビジネスを視察②

10:00～12:00

10:00～14:00

11/20
（木）

10:00～12:00

女性起業家コース

資金調達、
助成金などビジネスに関わるお金を考える

ひと足先を行くママ起業家の現場をのぞいてみる

“ゆめまっぷ”
を書いてみる
女性ならではのビジネスプランを作ってみる

※日時などは変更になる場合がございます。

キックオフセミナー 9/26（金）開催

「仙台ちっちゃいビジネス創業スクール」開始に先立ち、説明会を兼ねた「キック
オフセミナー」
を開催します。先輩起業家から成功事例を聞く講演やパネルトーク、
参加者同士の交流会など、盛りだくさんの2時間です。

（金）14:00～16:00
■ 開 催 日 時 9月26日
場 TKPカンファレンスセンター カンファレンスルーム4A
■会
仙台市青葉区花京院1-2-3 ソララガーデンオフィス4階

■ 参 加 費 無料

■定 員 70名（両コース合計）

お申し込み・お問い合わせ 株式会社ゆいネット
TEL.022-726-0341 E-mail sougyou-s@55yui.net

6 / Actaleia vol.40

actaleia vol.40_十[01-16].indd 6

2014/09/02 20:02

〝まちなか〞
へ出かけてみませんか？

本格的なカフェ・飲食店から、
スキマ時
間を活用したプチビジネスまで、起業のイ
ロハを教えます。販売計画、会計、法律
知識から先輩起業家の視察、
カフェでの
1日オーナー体験など充実の内容。スクー
ル終了後、
すぐに使えるビジネスプランの
作成を目指しましょう!

（全日程一括での納付となります）
受 講 料 各コース10,800円
受 講 対 象 地域での創業を目指す方はどなたでも
（ただし、女性起業家コースは女性限定）
受 講 条 件 期間中にビジネスプランを作成し、提出すること
定
員 各コース20名
会
場 株式会社ゆいネット 講習ルームほか
住
所 仙台市青葉区花京院2-1-14 花京院ビル12階
お申し込み・お問い合わせ 株式会社ゆいネット TEL.022-726-0341
http://www.55yui.net/sougyou-s E-mail sougyou-s@55yui.net

い。

山形県赤倉温泉

暑かった夏も終わり、秋の音が聞こえはじめたこの頃です。
たびむすびでは「ここでしかできない体験」ができる旅をご用意しています。
秋の1日を、特別な日にしてみませんか。

新潟県上越市

福島県広野町

募集型企画旅行
伊達政宗公姫「五郎八」倶楽部プロデュース

上越高田に、五郎八姫を訪ねるツアー
高田開府400年祭で華やぐ新潟県上越市、昔から仙台とも縁の
深い土地だということをご存知でしたか？ 高田城が築かれ、
はじめに
入城したのは松平忠輝。
そして、忠輝には伊達政宗の長女「五郎八
（いろは）
姫」
が嫁いでいます。開府400年を迎える今年、姫の足跡を訪
ねる、
仙台発着のツアーを行います。信長、
秀吉、
家康…天下人の手
を渡ってきた
「乃可勢
（のかぜ）
の笛」の特別公開をはじめとして、今、
ここでしか見られないものが盛りだくさんのツアーです。

高田城 三重櫓

7月に行われた、五郎八姫お輿入れ行列の様子

行

程

10月4日（土）1泊2日
お一人様 35,000円（税込）

■出発日 2014年

6:20仙台駅→6：50陸前落合駅→貸切バス（東北道）→
12:30 昼食→13:45「高田公園」
「 総合博物館」特別
10/4
展示 乃可勢（のかぜ）の笛→14:30「高田図書館・小川未
（土）
明文学館ギャラリー」講演会 ～松平忠輝公と五郎八姫
に関わるギモン～→17:30宿舎

■旅行代金

■集合場所・時間

仙台駅東口団体バス乗り場 6時10分
仙山線陸前落合駅南口 6時40分

高田カトリック教会の
ステンドグラス

■添乗員 同行しません ■定員 40名（最少催行人員20名）

8:30宿舎→8:40「高田カトリック教会」姫がモチーフのス
テンドグラス→9:15「 栄樹寺」五郎八姫のお位牌→
10/5
10:30「林泉寺」上杉謙信公墓所→11:30「福島城跡」
（日）
見学→12:15昼食→貸切バス（東北道）→19:00陸前
落合駅→19:30仙台駅

■宿泊 ロワジールホテル上越
■旅行代金に含まれるもの

洋室定員利用

■食事条件 朝1回、
昼1回、
夜1回

往復貸切バス代金、
朝食1回、
昼食1回、
夕食1回、
行程表に記載の入場料、保険料

■旅行代金に含まれないもの 自宅から集合・解散場所までの往復交通費、
その他個人的な費用、1日目の昼食
＜協力＞伊達政宗公姫「五郎八」倶楽部

募集型企画旅行
NEXCO東日本×たびむすび

行

もう一つのワールドカップ in 広野町

サッカー日本代表のシェフを訪ねる

ワールドカップ、
サッカー日本代表活躍
の裏には厨房で繰り広げられた戦いがあ
りました。10年間に亘り日本代表の専属
シェフを務める、西 芳照さん。故郷の福
島を思う西さんを追う記事が、NEXCO東
日本のサイトに掲載されています。今回、
NEXCO東日本と共同で、広野町レストラ
ン「アルパインローズ」
を訪れるツアーを
企画しました。
シェフのお話の後には、
日
本代表も食べたメニューをビュッフェ形式
でいただきます。あの選手のお気に入り
の料理は？ 選手と間近に接するシェフ
から、
そんなこぼれ話も聞けるかも。
ここで
しか聞けない、
インタビューの続きを聞き
に行きましょう。

西 芳照さん

10月25日（土）日帰り
お一人様 10,000円（税込）

程

8:00仙台駅→貸切バス（東北道）→11:30レス
トラン
「アルパインローズ」西シェフのお話、
ビュ
ッフェランチ→14:00広野町内農家 見学→
貸切バス（東北道）→19:15仙台駅

■出発日 2014年
■旅行代金

■集合場所・時間

仙台駅東口団体バス乗り場

7時45分

■添乗員 同行します ■定員 40名（最少催行人員30名）
■旅行代金に含まれるもの

往復貸切バス代金、昼食1回、行程表に記載の
体験料、保険料、添乗サービス料

日本代表も食べたビュッフェ

■旅行代金に含まれないもの 自宅から集合・解散場所までの往復交通費、
その他個人的な費用
＜企画協力＞NEXCO東日本
（東日本高速道路株式会社） ＜旅行企画・実施＞株式会社 たびむすび
＜NEXCO東日本「未知の細道」厨房で戦うワールドカップ＞http://www.driveplaza.com/trip/michinohosomichi/ver21/index.html

「まちなかたびセミナー」開催のお知らせ
第5回 「サッカー日本代表 こぼれ話」

■日

付 2014年10月4日
（土） 14:00～15:00

■講

師 平間徹也さん（ざおうハーブ・蔵王のアレコレをサッカーに例えるサッカー好き）

■定

員 10名様（先着順） ■申込み締め切り 10月3日16時まで

■会

場 ちゃんとゴハン食堂 みやカフェ

仙台市青葉区一番町2-3-30 壱弐参
（いろは）
横丁

■ 参 加 料 お一人様 500円（お茶つき）
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手 配旅 行
中秋の名月を温泉街で …

赤倉温泉・豆名月を一緒に楽しみましょう！
モニターツアー参加者募集のお知らせ

暑
た
秋

山形県の北東部に位置する最上地域は、
自然や文化が織りなす様々な地域財の宝庫です。
しかし、
そ
れらは観光を意識して存在しているわけではなく、地域の方々が
“アタリマエ”
に紡ぎ続けて来た生活素材で
あったりします。これらを観光客の目線で捉え直し、相互に連携し、温泉やトレッキングなどの観光アイテムと
組み合わせることで、更なる最上地域の魅力をつくろうという試みが始まりました。｢こんなコトがしてみたい！｣
｢こんなふうに泊まりたい！｣｢こんなサービスが有ればいいのに！｣などなど…様々なご要望に、最上地域がどう
応え得るか!? 地域行事「豆名月」に参加をして、意見や感想を述べてみませんか？
行

■出発日

程

夜 赤倉温泉入り
（夜食）
→ガイダンスと交流会

9/6
（土）

朝食→灯篭づくり→河原で昼食→回廊づくり・名月BAR設置→夕食→
地域行事「豆名月」参加→交流会

9月5日（金）～7日（日）2泊3日5食付
■旅行代金 お一人様 10,000円
（2泊5食付 提携旅館湯治棟利用）

■宿泊場所

赤倉温泉提携旅館
（湯守の宿 三之亟）
赤倉温泉とは、
貞観5年､円仁(慈覚大師)によって発見したとされる、
山形県小国川に沿って広がる温泉。

朝市参加→ 朝食→まち歩き
（温泉玉子づくりなど）
→解散

※ 灯 篭 づくり
※ 河原で昼食
※名月B A R
※豆 名 月

豆名月

2014年

9/5
（金）

9/7
（日）

赤倉温泉

■定員 10名（最少催行人員6名） ■現地集合／現地解散

小国川の河原に打ち寄せられた流木や竹で作り、
夕刻から火を燈し、
灯りの回廊を作ります。
河原に竃を設えて、
薪でご飯を炊き、
地域の食材でつくったオリジナル鍋を囲んで昼食にします。
小国川に架かる湯けむり橋の袂に、
移動式バーカウンターを設置、
本格的なカクテルを楽しみます。
中秋の名月の下
“豆っこ煮たか～!?”
の掛け声と共に、
子供たちがお菓子を求めて地域の家々を巡ります。
今回のツアー参加者も子供と一緒に巡り、
お菓子をGetして下さい。

＜主催＞最上まちづくり株式会社・地域観光サービス候補集作成事業班
＜協力＞㈱たびむすび／㈱ゆいネット／㈱風の旅行社／最上の元氣研究所
●この企画は、
最上地域観光サービス候補集作成事業の主旨に沿って行う実証実験＝
モニターツアーです。

手 配旅 行

平日も温泉に泊まろう!
●設定期間／

平日限定のお得なプラン。金曜もOKです。
都会の喧騒から離れ、体と心をゆったり休めましょう。

2015年3月31日までの平日、1泊2日

※ただし、祝日・振替休日・特定日は除きます

「ナルヘイ」プラン
東鳴子温泉 旅館大沼

●宿泊代金／お一人様

7,000円（税・サービス料込）
※別途入湯税150円がかかります

●食事／夜食1回（おにぎり2個）、朝食1回
夕食をご希望の場合1,800円（税込）追加。
前日17:00までの予約。
トイレなし）
●お部屋／本館又は湯治館利用（いずれも原則バス・
●チェックイン／14：00（最終チェックイン20：00）
●チェックアウト／10：30（通常10：00）
●お支払い／チェックアウト時に現金にてお支払いください。

「アカヘイ」プラン
鳴子温泉 登良家旅館

●宿泊代金／お一人様

6,480円（税・サービス料込）
※別途入湯税150円がかかります

●食事／夜食1回（おにぎり2個）、朝食1回
夕食をご希望の場合2,160円（税込）追加。
前日17:00までの予約。
トイレなし）
●お部屋／和室6畳（バス・
●チェックイン／15：00（最終チェックイン21：30）
●チェックアウト／10：00
●お支払い／チェックアウト時に現金にてお支払いください。

株式会社 たびむすび （一社）全国旅行業協会正会員
お申込み・
お問い合わせ

赤倉温泉 湯守の宿 三之亟

●宿泊代金／お一人様

7,020円（税・サービス料込）
※別途入湯税150円がかかります

●食事／夜食1回（おにぎり2個）、朝食1回
夕食をご希望の場合2,160円（税込）追加。
前日までの予約。
トイレなし）
●お部屋／和室6畳（バス・
●チェックイン／15：00（最終チェックイン20：00）
●チェックアウト／11：00
●お支払い／チェックアウト時に現金にてお支払いください。

宮城県知事登録旅行業2-344号

たびむすび営業部（㈱ゆいネット内） 〒980-0013 仙台市青葉区花京院2-1-14 花京院ビル12F

TEL.022-748-6230 FAX.022-726-0343

営業時間：月～金 9:00～17:00 ※画像はイメージです。 ※事情により行程が変更になる場合がございます。 ※上記アドレスからのメールを受信できる状態でお問い合わせください。

取消料等詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しします。内容を事前にご確認の上、お申込みください。
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