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杜の都・仙台は、伊達政宗が整備した四ツ谷用水が城下町にくまなく流れていたように、
実は水の都でもあります。「青葉城恋歌」でその名を全国に知られた広瀬川の豊かな流れを利用して、
1888 年に日本最初の水力発電所である三居沢発電所が完成し、
東北で初めて電気の灯りを灯しました。
仙台空襲の被害からも免れ、東日本大震災の際は 3 日後に発電を再開。
約 130 年の時を経て、今なお現役の発電所として電気を供給。
その歴史は三居沢電気百年館で見ることが出来ます。

時を越え、暮らしを照らし続ける一灯―。

三居沢電気百年館

日々の暮らしのライフラインで、東北の人々の生活を支える伊藤忠エネクスグループ。
そこで働く仲間たちのエネルギー、地域の素晴らしさを伝え、

心を繋ぐ情報誌を目指してお届けします。

Next（ネクスト） 発行によせて

★
三居沢電気百年館

� �



　この界隈も津波が来たところなので、ここは新しく出

来たスタンドです。この4月で3年を迎え、常連さんも増

えてきました。すぐ裏にある幼稚園も同じころに出来ま

した。夏に事務所の窓を開けておくと園児の声が聞こ

えてきます。新築の家も増えてきましたね。

　朝6時からの営業です。近くに工場が多く、スタンド

前の道路は交通量が多いです。石巻市内だけでなく、

隣の女川町からのお客様もいるので、常連さんと言っ

ても広域ですね。仕事はカーライフ全般のサポート。給

油はセルフですが、やり方がわからない方には説明が

必要です。高校生のバイトの子がいるのですが、教えた

仕事をいつの間にか立派に出来るようになっていた時

は嬉しかったですね。タイヤ交換や洗車もやって貰って

頼りになります。

　震災の時は海側の、石巻市門脇にいました。そこが

元々本社だったんですが、津波で流されたので隣の東

松島市のスタンドで給油作業を行いました。当時は停

電していたので手回しのポンプでしたね。

　高校のバイト時代からずっと接客業をしているので

すが、実はすごく人見知りです。そのため、話が上手で

社交的な人に憧れています。今年36歳になる独身で

す。結婚はしたいですが、自分からはなかなか積極的

に行けないほうですね。今年は年男ですし、何か良い

出会いを期待しています。

　休日は同僚の家に集まってバーベキューをすることも

あります。焼きそばにこだわる人がいて、石巻焼きそばと

いうわけでもなく味は微妙なんですが(笑)、皆で楽しい

時間を過ごしています。いい同僚に恵まれていますね。

市内の実家を離れてひとり暮らし
休日は同僚たちと
賑やかに過ごしています

灯台のようにスタンドが建ち
子どもたちの声が響く街に
生まれ変わりました

高校生のバイトの子が、

教えた仕事を出来るようになると

成長を感じて嬉しいものです。

今年は年男なので

何か良い変化が欲しいですね。

Interview �

株式会社ことうの商店 セルフさくら町SS
〒986-2137 宮城県石巻市さくら町 2-14-1
TEL.0225-24-6090　FAX.0225-82-9596

今野 広之 さん

いつもの笑顔が待っている。
震災のあとの街にようやく出来たスタンドは

闇夜に浮かぶ灯台のようでした。

給油に立ち寄って、ほっと一息。

そんなあなたの、かけがえのない場所になれればいいな。

私たちはいつもここで待っています。
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　車が好きだったので、高校3年からのバイトがそのまま

生業になりました。ここは整備工場のほうがメインなの

で、スタンドの管理全般と車検工場のフロントを担当して

います。東北自動車道仙台宮城ICを降りてすぐの場所な

ので、土日祝日は県外からのお客様が多いですが、地域

密着のお店を目指しているので、もっと地元のお客様の

開拓に力を入れたいと思っています。車で帰省された方

がふらっと立ち寄ってくれたり、車のことでも何でも、地元

の方々が困った時に頼っていただけるようなお店にした

いですね。

　かなりの台数の車検を取り扱っているため、たまにク

レームもあります。その時にお客様とお話をして納得して

いただき、後に、そのお客様がお得意様になられたことも

何件かあるので、お客様とのお付き合いは楽しいですね。

　うちの社長もですが、弊社は人間的に温かい人が多い

なと思います。当店も気兼ねなく付き合える人が多く、み

んなで飲みに行くこともあります。美味しいお店の情報通

がいるので、最近も塩釜市の焼き肉屋まで遠征しました。

　仙台は国分町が有名ですが、他にもいいお店がたくさ

んあります。牛タン屋も、チェーン店ではなく個人経営で牛

タンのたたきを出すお店などは、早い時間に行かないと

混んで入れなかったりします。私がよく行くのは和食系や、

美味しいフードも揃っているショットバー。飲み歩き歴は

長いので、声をかけていただければ美味しいお店をご紹

介します。秋田や山形の温泉にも以前はよく行っていたの

ですが、今はちょっと忙しいので、連休が取れるようになっ

たらまた行きたいですね。

野口石油株式会社

マネージャー  鈴木　剛 さん

〒982-0261 宮城県仙台市青葉区折立 1-2-17
TEL. 0120-259-981　FAX.022-302-2162

牛タン以外にもお薦めはいろいろ
美味しいお酒が日々の原動力

クレームをなさったお客様が
お得意様に
接客業の醍醐味です

ここは仙台の玄関口。

誠意ある接客で、

観光で訪れるお客様はもちろん

地元の方々が困った時に頼られる店に。

Interview �

有限会社キザワ

専務

〒989-6214 宮城県大崎市古川新堀字東田 110
TEL. 0229-26-2075　FAX.0229-26-4537

鬼澤 脩平 さん

2020年は創業50年。

車が必要不可欠な地域の暮らしを支え

三代目として店や地域を盛り立てていきます。

Interview �

　伊藤忠エネクスの「カーライフスタジアム」の取り組み

を実現するビジョンを持っています。給油と自動車整備を

メインに、そこから車販売に繋げ、レンタカーも20台ほど。

最初にいらしたお客様がご家族全員を連れて来てくださ

ることも増えてきています。この界隈では車は１人１台で、

１世帯に３世代で住んでいる家もありますから一家に6～

7台になります。そういったお客様の信頼を勝ち得ている

ことをやりがいと感じます。やはり地域に根ざしていること

が大切ですね。

　震災をきっかけに固定客になっていただいたお客様も

多くいらっしゃいます。状況に応じた仕事に対する姿勢、

お客様のために行動することをお客様は見ていらっしゃ

います。「出来ません」という言葉を一切使うなというのが

うちの社長の方針です。

　休日はロング・ツーリングに出ます。震災の時にバイク

の機動力を生かした支援活動やツーリングを知りました。

ひとりの力はちっぽけですが、集まれば力になれます。

ツーリング仲間は、北は北海道から南は長崎・佐世保ま

で。ここ東北では、私は「弾丸鬼澤」という愛称で通ってい

ます。仕事もプライベートも実行力なくして利益にはなりま

せん。実際に動いて仲間と触れ合うことで、何百倍にも

なって返ってきます。

　大崎市古川は稲作で栄えた街。大崎耕土は世界農業

遺産に認定され、「ささ結（むすび）」という新しいブランド

米も生まれました。この地域を盛り上げるためには自分た

ち経営者が動かなければならないし、過疎の進んでいる

地元商店街にライダーハウスを作って、人の流れを活性

化させたいと考えています。

地域に根ざしたカーライフを支え
お客様から信頼される店づくり

仕事もプライベートも本気で
動かなければ何も得られません

� �



　ガスの販売や器具の取り付け、住宅のリフォームな

どの設備工事関係の業務に従事しています。現場に

行って、もっとこうしたほうがいいなと思ったことがあ

ればお客様に提案し、それを喜んでいただけると良

かったなと思いますね。作業をしながら新たに覚えるこ

とも多いので、自分の身になる仕事だと感じています。

先日新築の注文住宅にエアコンの設置に行ったので

すが、外壁に合わせてエアコンの室外機を黒く塗って

欲しいと言われ、塗装まで行いました。

　以前は違う会社で働いていたのですが、そこが震災

の津波で流されたためその後１年間タンクローリーの

運転手をしていました。ただ、冬場は朝が早く休みが少

ない職場でした。転職した今は、前よりも家族との時間

を取ることができています。

　サーフィンやアウトドアが趣味。サーフィンは20歳頃

から始め、波がある時は仕事前に行きます。仙台は都

会だけれど山も海も近いバランスの取れた街なので、

サーファーにとっていい環境だと思います。海で知り

合った仲間たちとはお互いの仕事で繋がることもある

ので、大切な時間です。

　小4の娘と小2の息子が最近テニススクールでソフト

テニスを始めました。一緒に行って球拾いをするので

すが、テニス経験者のパパママが多いので勉強になり

ます。たまに息子をサーフィンに連れて行きますが、海

はしょっぱいから嫌だそうです(笑)。県北の鳴子や日本

海側までキャンプに行くこともあります。家族と過ごす

時間が日々のエネルギーになっています。

より良い作業をお客様に提案し、
快適に暮らしていただける喜び

早朝の海で
サーフィンを楽しんでから仕事へ
自然に恵まれた仙台ならでは

家族やサーフィン仲間との

かけがえのない時間を楽しみ、

日々の仕事で

新しいスキルが身に付くことに

やりがいを感じています。

Interview �

有限会社月田商会

藤島 達也 さん

〒984-0826 宮城県仙台市若林区若林 7-7-7
TEL. 022-286-0777　FAX.022-286-0767

地域の暮らしと安全を守りたい。
「ありがとな。お茶っこのんでげ」とおばあちゃんの笑顔。

テーブルに並ぶのはお手製の漬物。

ちょっとしょっぱいけど、今はもう食べ慣れた味。

いつも暖かくいられますように、何かあったらお電話ください。

私たちの仕事は、皆さんの暮らしを守ることです。
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　東日本大震災で気仙沼市内の全設備・施設を失い

ました。当時はガス石油部だった現在の総合エネル

ギー部は、大型船が打ち上げられた鹿折地区にありま

したが、直後からお客様のところを回り、2～3日後から

ガスボンベの回収に動きました。手に負えない状況で

したが、伊藤忠エネクスホームライフ東北はもちろん各

方面から応援に来ていただいて復旧工事に取り組み

ました。社員が一丸となって2017年3月に本社、9月にこ

こ総合エネルギー部を再建出来たことが一番の喜び

です。

　私どもでは気仙沼に寄港する船舶の燃料補給から

灯油や軽油、プロパンガスにガス機器と幅広く扱って

います。

　上司にも恵まれ、頼りになる同僚たちが揃っていま

す。とても仕事がしやすい環境です。

　昨年4月に気仙沼大島と本土を繋ぐ大橋が完成しま

した。風光明媚な場所なので、橋から眺める景色はお

薦めです。新鮮な魚介類はもちろん、気仙沼といえばフ

カヒレ。それに気仙沼ホルモンが美味しいです。気仙沼

ホルモンは、豚モツを味噌にんにくだれに漬け込んで

焼く気仙沼市民のソウルフードです。毎年8月には「気

仙沼みなとまつり」があり、前夜祭では会社や学校の

団体が「はまらいんや踊り」を踊ります。一昨年からわ

が社も100名くらいで参加しています。

　中学1年の息子はサッカー部です。1学年60人くらい

なので、部員はサッカーの試合ができる11人ギリギリ。

小学校ではクラブチームでしたが、今は部活なので休

日の時間に余裕が出来ました。私は幼い頃から釣りが

趣味。ひとりで行く船釣りも好きですが、最近は、息子を

交えて家族揃って陸釣りに行くことを楽しんでいます。

有限会社高山燃料

高山 大輔 さん

〒980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡 4-5-15-1F
TEL. 022-234-3559　FAX.022-234-3545

　国宝大崎八幡宮のお膝元ですが、私にとっては小さい

時からの遊び場なので国宝と言われてもピンときません

（笑）。祖父が氏子総代でしたので、9月の例大祭ではお神

輿の担ぎ手に指示を出す奉行を行なっています。

　私は長男ですが跡を継げと言われたわけでもなく、小

さい頃からごく自然と祖父の灯油配達について行ってい

ました。生まれ育った場所で仕事が出来ることは嬉しいで

すし、家業を継いでいる者の特権ですね。

　燃料店として会社を興したのは祖父で、それ以前も薪

や炭を売っていたようです。かつては仙台市電の八幡線

終点駅がうちの前でした。現在は仙台市ガス局の認定を

受け、主にLPガスや電気・水道など住宅設備工事を承っ

ております。「あなたに来て貰って良かった」「何かあった

らあなたに電話するよ」と言っていだだけるのが一番の喜

びですね。

　仙台は四季が楽しめる街。夏はマリンスポーツ、冬は

ウィンタースポーツが出来るし、「杜の都」というだけあっ

て緑も多く、ちょっと足を伸ばせば温泉もあります。牛タン

以外なら定義山の三角油揚げ。現地に行って揚げたてを

食べるのがお薦めです。海の幸も、塩釜市や、再開した名

取市の閖上朝市などの海辺に行けば美味しいものが食

べられます。

　息子は小学2年生、娘は4歳ですが、娘のほうが活発で

すね。私たちが教えなくても、兄の姿を見て覚えて、いろん

なことがいつの間にか出来るようになっています。息子は

絵が得意なようです。

　ここは街中なので昔より近所の子どもたちが少なくな

りました。八幡町商店会でも町のマップをリニューアルし

たりしていますが、私たち若い世代が盛り立ててもっと住

みやすい町に変えていきたいですね。

薪や炭の時代から生活を支え、
お客様から喜んでもらえることが
一番です

仙台は暮らしやすい街
若い世代と一緒に
地元を盛り立てていきたい

伊達政宗公が建立した

大崎八幡宮のお膝元。

伝統ある町に生まれ育ち家業を継ぎ、

若い自分たちが盛り立てていきたい。

Interview � 世界へ繋がる
気仙沼漁港の営みを
燃料などで支えています

新鮮な海産物、
高級食材にＢ級グルメ
港町ならではの賑わいが自慢

株式会社カネダイ
〒988-0033 宮城県気仙沼市川口町 2-102-2
TEL.0226-24-3900　FAX.0226-24-3908

畠山 貴行 さん

海が美しく、

人と人との繋がりを大切にする街。

社員が手を取り合って震災から会社を建て直し、

家族との時間を大切に暮らしています。

Interview �

総合エネルギー部 課長
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　当店は、東北自動車道村田ICのすぐそば。近くにス

ポーツランドSUGOがあるので、レースシーズンになる

と県内外のお客様で溢れかえります。レースを楽しむ

方や観光客の方も多く、また近所に村田町の工業団地

があるので法人契約でも多くの方にご利用いただい

ています。

　こちらには高校2年の時にバイトで入り、今に至りま

す。出身は隣の柴田町で、村田高校にバイクで通学して

いました。

　当店は24時間年中無休。車検、整備、販売がメインで、

昨年2月からセルフになりました。車は家の次に高額商

品ですから、それを任せて貰えるのはお客様に信頼して

いただいている証と感じられ、嬉しいですね。休日など

あちこちのスタンドに入ってみるのですが、いいスタンド

は第一声が良ければ全体的に良く、また行こうと思いま

す。当店でもそこは気をつけています。

　筋トレにハマっており、いずれボディメイクの大会に

出たいと思っています。4年前に太ってしまってジムに通

い始めたのがきっかけです。頑張った分だけすぐ結果

が出るのが魅力ですし、筋トレのおかげでタイヤも軽く

感じます。家族は自宅で美容院を営む嫁と、5歳の娘に

3歳の息子。平日の夕飯の買い物、幼稚園のお迎えに

お風呂などは私がしているので、子育てには参加でき

ているほうだと思います。

　地元の柴田町から大河原町の白石川沿いに続く「一

目千本桜」は、残雪の蔵王連峰と合わせてお薦めです。

息子の名前　桜斗（さくと）もここから貰いました。娘は

向日葵（ひまり）。震災で亡くなった嫁のお母さんが、嫁

に付けたかった名前です。娘は甘え上手で息子はやん

ちゃな盛り。目が離せなくて大変です(笑)。

　伊藤忠グループのエネクスオートがレンタカーを拡

販すると聞いて転職しました。元々車のレースが好き

で、伊藤忠エネクスが僕の好きなTEAM IMPULのスポ

ンサーだったことも理由の1つです。本社ではレースの

イベントスタッフとして帯同させていただき、各地を一

緒に回るという、良い経験が出来ました。

　昨年10月に本社からこちらに来ました。ここは全国

で唯一のエネクスオートの直営店なので、全店舗の見

本になれるような店舗にしたいと思っています。お客様

から「快適な車の旅で楽しかったよ」と言って貰えると

モチベーションアップに繋がりますね。また、昨年の台

風19号で県内にも甚大な被害がありましたが、そのボ

ランティアで通ってくださるお客様もいらっしゃり、この

仕事がそういったお客様の一助となっていることも嬉

しく思います。

　エネクスオートに入って最初の赴任地が宮城でし

た。そのあとあちこち転勤になり戻って来たわけです

が、以前はコボスタ宮城（現：楽天生命パーク宮城）の

近くに住んでおり、マー君（田中将大投手）がいた楽天

イーグルスの優勝が思い出深いです。宮城のいいとこ

ろは食べ物が美味しいこと。当時は牛タンの「萃萃(す

いすい)」という店がお気に入りでした。宮城出身のサ

ンドウィッチマンがイチ押しの店なので、すごく混んで

いましたよ。

　ここ岩沼のスタッフは、地元の方が多いので、地元

情報は彼らを頼りにしています。休日は自分の身体を

休めることに使っており、この辺りは温泉も近いので日

帰りで温泉に出かけたりしています。プライベートで英

気を養い、仕事においては、掲げた目標を常に忘れず、

この店舗を大いに盛り上げていきたいと思っています。

2度目の宮城暮らしを楽しみながら
店舗を盛り上げていきたい

レンタカーで観光に、ボランティアに
お客様に快適な旅を

全国唯一のエネクスオート直営店。

仙台空港に全国・国外からやってくるお客様に

より愛され、必要とされる店づくりを。

Interview �
エネクスオート株式会社 カースタレンタカー仙台空港店
〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字新拓 340-1
TEL. 0223-35-7397　FAX.0223-35-7398

セールスマネージャー  山近 洋平 さん

安心して任せられるスタッフ揃い
今後は車販売を伸ばしていきたい

4年前からジムに通って筋トレ
趣味と実益を兼ねています

エネクスフリート株式会社 村田インターCS
〒989-1305 宮城県柴田郡村田町大字村田字北塩内 89-1
TEL. 0224-83-5858　FAX.0224-83-5831

店長  佐藤　聡 さん

16,17歳で入って来る

バイトの子には、礼儀や

言葉遣いなども教えています。

お客様にとっては

スタッフの雰囲気も店を選ぶポイントです。

Interview �
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ジャパンガスエナジー株式会社 東北営業所
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-4-1 アゼリアヒルズ 7 階
TEL.022-292-6870

エネクスフリート株式会社
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-4-1 アゼリアヒルズ 7 階
TEL.022-355-8063

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 宮城支店

〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-1-35
TEL. 022-232-1811

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 古川支店

〒989-6251 宮城県大崎市古川小野字新鶴巻 12-1
TEL. 0229-28-2346

会社を支える、
頼れる仲間たち。

最初に電話を取るあの人は、

いつも丁寧に仕事を繋いでくれる。

ちょっとした行き違いで起きたクレーム、

課長が一緒に説明してくれた。

仕事はひとりでやってるんじゃない。

支えられてるなって、事務所を見回して深呼吸。

こんな素敵な仲間たちが会社を支えています。

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-4-1 
アゼリアヒルズ 7 階
TEL.022-369-3271

伊藤忠エネクス株式会社 東北支店
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-4-1 アゼリアヒルズ 7 階
TEL.022-357-0152

小倉興産エネルギー株式会社 東日本営業部 東北営業課
〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 3-4-1 アゼリアヒルズ 7 階
TEL.022-357-0159

伊藤忠商事株式会社 東北支社
〒980-6180 仙台市青葉区中央 1-2-3 仙台マークワン 15F
TEL.022-712-7378
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伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
宮城支店

販売課  菊池 重和 さん

〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 3-1-35
TEL. 022-232-1811　FAX.022-232-1818

　今年で入社6年目です。山形の大学にいた時に震災が

あってライフラインの大切さを感じ、それに携わる仕事に

就きました。商社系列の強みでガスだけでなく様々な仕

事が出来そうなこと、自分の力を発揮出来そうだと思い

入社しました。実際に一人ひとりの営業マンに委ねられる

仕事の幅がとても広いので、自分のやり方次第で面白く

もつまらなくも出来ると思います。まだこれから成熟してい

く会社なので、そこにやりがいを感じますね。

　入社して3年間古川支店で工事から営業まで色々な業

務をこなしました。異動になってからも年賀状をくださる

お客様がいます。仲良くなると「野菜あっから取りに来い」

という電話もかかってきて、宮城の県民性なのか東北の

人の性質なのか、他者を受け入れてくれる温かい土地柄

ですね。

　社交ダンスが趣味で、嫁さんは大学時代からのパート

ナーです。社交ダンス部は新歓の発表会と体験会に可愛

い子やかっこいい人を揃えてきて、それにひっかかって入

部しました(笑)。夫婦で長く続けていける趣味ですし、キッ

ズのサークルや大会もあるので、現在1歳3ヶ月の娘とも

後々一緒に踊れたらいいなと思います。

　最近家を購入し、休日は引っ越し準備の真っ最中。出身

地の北海道では庭でバーベキューをするのが常なので、

庭付きが絶対に外せないポイントでした。人の集まる家に

したいですね。朝は、嫁さんが朝食や弁当の準備をしてい

る間に私が娘の身支度をさせ、ご飯を食べさせて保育園

に連れて行きます。今は公園で散歩程度ですが、夏に庭で

バーベキューをする頃には、娘はきっと走り回れるくらい

成長しているんでしょうね。

明るく和気あいあいとした職場
自分の力を発揮すべく
頑張っています

家族のためにマイホームを購入
人が集まる家で
さらに充実した時間を

営業マンに委ねられる

仕事の幅が広いと感じています。

自分の力で、より面白い仕事をすることが

やりがいに繋がっています。

Interview �

商品知識など日々まだまだ勉強
子どもたちに負けないよう頑張ります

同じ年頃の男の子がふたりずつ。保育園の急なお迎えやお休みも

子どもがいるママたちでフォローし合ってきました。

Interview ��

電話対応は会社の顔
みんなが働きやすい職場にしていきたい

左：販売課  小関 瞳 さん 右：直売課  桂澤 由加さん

　パートから正社員になりました。ガスは暮らしに身近なものなので、

そういう仕事がいいなと選びました。販売課に移ったばかりなのです

が、ガス器具など取り扱っている商品がとても多いんです。周りの方々

から教えていただき、徐々に理解出来るようになってきたことが嬉しい

ですね。クレームの電話もありますが、丁寧に説明してお客様にご納得

いただけると安堵感があります。やり甲斐を感じますね。

　息子たちは小6と中3。上の子は受験の真っ最中です。ふたりともよ

く頑張っているので、「母も頑張ってます！」という姿を見せたいです

ね。下の子がスポーツ少年団に入っており、休日は子どもたちのこと

で手一杯でなかなか自分の時間が取れません。時間が出来たら一緒

に旅行に行きたいですね。

　伊藤忠にお世話になって25年。結婚を機に八戸の事務所から仙台に

来ました。直売課でお客様と直接やり取りしているわけですが、私たち

の電話対応が会社の第一印象になります。お客様を営業さんに繋げ、

受注に結び付いた時は手助けが出来たかなとやりがいを感じます。若

い社員も多いので、彼らが働きやすい職場になればいいですね。

　私も小4と中1の息子がふたり。月初など残業で遅くなることもある

ので、子どもたちに家事を手伝ってもらっています。最近はご飯を炊い

たり、簡単な炒めものが出来るようになりました。

　仙台は都会と田舎が混ざり合っている街。ちょっと足を伸ばせば日

本三景の松島もありますし、今年の初詣は塩釜市の鹽竈神社に行きま

した。あの膝が笑うような長い階段を、ぜひ観光客の方にも体験して

いただきたいですね。
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宮 城 の お す すめスポットをご 紹 介

戦後の露天商から始まった横丁で提灯と
暖簾の入り口が郷愁を誘います。お洒落な
飲み屋や居酒屋だけでなく、服や雑貨を
扱う店も多く、八百屋や魚屋も軒を連ね、
大判焼きやピザのテイクアウトも。まさに
庶民の市場の雰囲気を残す横丁です。ワ
インが充実した「バリカンテ」や文学好きが
集まる「鉄塔文庫」など多彩な店が揃い、も
ちろん割烹着姿の女将が迎えてくれる、癒
しの空間も。

in Miyagi

仙台市中心部には5つの横丁があります。中でも

「ぶんよこ」の愛称で親しまれる文化横丁は、レトロ

な看板が並び古き良き昭和の面影が残る場所。

1925年に開業した映画館「文化キネマ」が名前

の由来になっており、老舗の飲食店や女性一人

でも気軽に入れる隠れ家的な居酒屋が揃ってい

ます。仙台で餃子といえば「餃子元祖 八仙」。焼

き餃子はもちろん、蒸餃子に水餃子が楽しめます。

あちこち覗いて、お気に入りの一軒を見つけてみま

せんか？

Pickup Spot

文
化
横
丁

壱
弐
参
横
丁

伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
古川支店

営業課  貴田　渉 さん

〒989-6251 宮城県大崎市古川小野字新鶴巻 12-1
TEL. 0229-28-2346　FAX.0229-28-2347

　入社3年目、古川が初任地です。仙台の荒浜という海沿

いの町で生まれ育ったのですが、震災を経験して大学で

はまちづくりを学びました。インフラの大切さや生活を支

えるということに共感して、この会社を選びました。ガスの

新規営業がメインですが、お客様によく呼ばれます。「コン

ロが点かない」と言われて行ってみたら電池切れで、お茶

飲みして帰ってくることもあるのですが、高齢の方も多い

ので孫みたいに扱っていただいて嬉しいです。荒浜もみ

んな家族のようなところでしたから似ていますね。初任地

がここで良かったと思っています。

　お客様が知り合いに僕を紹介してくれて、契約が決まっ

たことがありました。これからもお客様に有益な提案を

し、修理でも頼りになる存在になりたいですね。

　古川支店はにぎやかで、支店長も課長も兄貴肌。ぐいぐ

い引っ張ってくれる頼りになる存在です。一緒に飲んだり

ゴルフや草野球もしますが、オンとオフの切り替えが皆さ

ん凄いんです。

　ラーメンが好きで休日は食べ歩きに行ったり、鶏ガラや

豚骨を買って自分で作ったりしています。一番お気に入り

のラーメン店は、大崎市岩出山の「いろは食堂 本店」。お

ばちゃんが強烈ですが、パーコーが載っている中華そば

がクセになります。大崎はごはんも美味しいし、日本酒も

美味しい。「一ノ蔵」や、「新澤醸造店」の「伯楽星」は本当

に美味しいです。おかげでこの3年で15kg太りました

(笑)。お客様から「うちの孫娘貰って、婿に入り」と言って

いただいたり、本当に良くしていただいているので、転勤

になったら寂しいですね。

「ガス屋さん」でなく
「貴田さん」と呼んでいただける
故郷のような土地

初めてのひとり暮らしにも慣れ
大崎の美味しいものを満喫

一家に一人じゃないですけど、

「貴田さん呼んだら、

家のこと何でも解決するね」

みたいな人になりたいですね。

Interview ��
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　福島から宮城へ流れる阿武隈川で
水揚げされる秋鮭を使った伝統料理。
鮭の身を醤油やみりんで煮込み、その
煮汁でお米を炊き込んで、ほかほかの
ご飯に味のしみ込んだ鮭の身とイクラ

（はらこ）をたっぷりのせていただきま
す。藩政時代に亘理を訪れた伊達政宗
公に献上して喜ばれたことが、全国に
広まる始まりだったとか。

はらこ飯

　宮城県南部を中心に、お盆やお彼
岸にいただく精進料理で、出汁は昆
布や 干しシイタケ。その汁に細かく
切ったたっぷりの野菜、豆麩、油揚げ、
そして白石名産の温麺を入れて煮込み、
片栗粉でとろみをつけます。味付けは
醤油と塩でシンプルに、各家庭で採れ
た野菜を使う郷土色豊かな家庭料理
です。

おくずかけ

その土地で採れる食材を生かし、季節の行事や日々の暮らしに生きている伝統的な郷土料理。

その土地で受け継がれてきた大切な文化だから、ぜひ味わってみたい逸品。

教えて☆ ケンミン食

〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4-1
アゼリアヒルズ7階
TEL 022-369-3271

〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4-1
アゼリアヒルズ7階
TEL 022-357-0152in Miyagi

ネクストe 伊藤忠エネクス株式会社 東北支店 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社
〒983-0852　宮城県仙台市宮城野区榴岡3丁目4-1
アゼリアヒルズ7階
TEL 022-369-3271

写真提供：宮城県観光課

写真提供：宮城県


