８号 発
８号
発

大スターマイン
特大スターマイン
４号
発

株式会社 鎌田製作所

〒987-0412 宮城県登米市南方町照井121−1
ＴＥＬ.0220−58−2888（代表） ＦＡＸ.0220−58−3933
URL http://www.kamata-ss.jp/pc/

株式会社 メイク興業

〒987-0403 宮城県登米市南方町峯166−1
ＴＥＬ.0220−58−2188（代表） ＦＡＸ.0220−58−2865
URL http://www.maiku.co.jp/
鈴木建具店 オーエムエス ㈲狩野商事運輸
茶まんじゅうにしきや菓子店 お食事処本田
はらから福祉会 登米大地
creative hair Ace 工藤鈑金 ミウラ時計店
ドコモショップ登米店 石越石油 hair salon AIRY

８号
発

39

46

イ

日総工産㈱認定職業訓練校開校記念 「！めざそう交通安全日本一！」

㈱ 北宮城自動車学校
代表 2 2 ー 2 7 6 2

ドコモショップ佐沼梅ノ木店⑶
㈱スリーハウジング ⑴
㈱KYcorporation ⑴

40

TEL：0220−22−3188・FAX：0220−22−2782

デイサービスセンターさくら グループホームさくら
TEL：0220−58−5877

TEL：0220−58−3742

理容室 ちょきちょき

美容室 T−A R A

TEL：0220−23−9141

TEL：0220−23−9142

47

大会御礼

㈲森谷 auショップ南佐沼 損保ジャパン迫 佐藤
㈲旭自動車 割烹 舟丁 ㈲小竹精肉店
（資）佐々木時計楽器店 カドチョー ㈱鈴屋
いせたつ陶苑 氏家米穀店 田口麹店 髙橋畳店
㈲佐沼モータース ㈲寺川鉄工所 割烹北沢屋
くるまやラーメン迫町店 生江製餡所
くまがい美創 クチーナ カッパ

ダイナミックスターマイン

２

発

㈲ シT E L ン
エ
22ー6333

４号

6号
3発

JAみやぎ登米
マスコットキャラクター

「みやとめさん」

TEL 22ー5283

まごころの不動産賃貸・売買

ⒸRakuten Eagles

ソーイングハウス・ワタナベ
㈱ 後 藤 鐵 工 12
㈲佐沼自動車学校 45 6号 日向建築設計⑴ ㈲ハウスサプライセンター⑴
2発
㈱迫防災
蔵 八 ㈱⑴
㈲ 岩渕石油 ２ パチンコ＆スロット スーパーラッキー ⑴

日建工業㈱県北営業所

ジャンボスターマイン

20

44

朝 日 精 麦 ㈱⑴
L u c k⑴
㈲ 割 烹 鹿 野⑴

５

スターマイン

30

31
ヤマモト木材㈲ ⑸ ㈲ヤマモト石油⑸

はさま館 ・とよま館

北宮産業機械講習センター

８号 発

10

勇

登米市迫町佐沼字中江三丁目９番地の１
TEL 0220−22−8211㈹

さとう歯科医院
㈱ミヤギ電機
㈲高橋酸素
㈱ハサマ事務機
㈲迫観光タクシー

８号１発

TEL 21-5153

29

原

迫ホンダグループは登米市佐沼夏祭りを応援します。

登米市建設職協同組合

発

㈱アイエス総合

榊

43

㈲日下石油 ㈱ユウ工業 高橋理容所
㈲タカハシアルミサッシ建材 ㈲阿部設備
㈲阿部工業 高橋酒店 千田葬儀社
㈲迫電装 ㈱ヤマガタヤ カットハウスちゃむ
㈲スリーセブン運転代行社 ㈱藤崎佐沼店
セブンイレブン迫佐沼北方店 南三陸・及善蒲鉾店
ニューコリア ㈲（永）永井商店 カフェ・レストラン花蓮
酒房花○ 佐沼地区自動車協会

７号

不要なお車引き取ります

38

JAみやぎ登米
代表理事組合長

３

川内印刷㈱・㈲川内事務機

スペシャルスターマイン

石越醸造㈱⑴

みやぎ生協加賀野店
みやぎ生協加賀野店協力店

発 ７号 発 スターマイン

㈱登米精巧⑴

28

7号
2発

発

23

6号
2発

４号 発

創業69年の歴史と信用

5号 ㈱NIPPOコーポレーション登米出張所⑴ ㈲丸大商店⑴
4発 ㈲伊豆沼農産⑴ ㈲及川商会⑴

27

４号

〒987-0511 登米市迫町佐沼字大網399
TEL 0220-22-2660 FAX 0220-22-6487
住宅事業部 愛ホーム TEL 0220-21-1051 FAX 0220-21-1052

20

特大スターマイン

22

㈱はさま運転代行社 シンエイオートサービス
㈲浜寿司 髙橋石材店 フジワラ電気 新月堂支店
㈲マルタ自動車商会 ハルエの店 ㈲旭屋本店
㈲菅野新聞店 あべやおや 熊野釣具店
プライムトラス㈱東北工場・東北営業所

船橋や⑴ ㈱シンセイ⑴
ツアーネット1㈱⑴

中スターマイン

21

㈲菅原農機店⑵

6号
3発

スターマイン

20

㈱渡辺土建

〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字大網79−26
ＴＥＬ（0220）２２−２２５０
ＦＡＸ（0220）２２−７１２５

37

発

19

㈲お食事処ポスト⑵

スターマイン

発

大スターマイン

総合建設業

36

｝

㈲佐々木板金⑵ ㈲南方生花⑵
遊佐内科胃腸科医院⑵ 佐々源商店⑵
メガネトケイの千葉⑵ ㈱あさひ運輸商事⑵
㈲みうらクリーニング⑵
25 ファミリーレストラン㈲すぎ岡⑵ ㈲金野商会⑵

42

⑴ やきとり お照⑴
４ ㈲サンクリーニング⑴
車のキズ取り屋 ロードマスター⑴
２

会長 阿部 泰彦

代表取締役

20

６号

看板の㈱アベ美装

久光電気㈱⑶

発

㈲安藤設備 ⑴
縣北自動車整備工業㈱ ⑴
㈱清建 ⑴ ㈱丸徳阿部 ⑴
一般財団法人 宮城県成人病予防協会 ⑴

登米市観光物産協会

35

㈲迫水道設備 銀河スタジオ
そばの直利庵 三浦屋 エステ化粧品・メイクドール
中華料理珍味 イザカヤ獏々 munica

４号

H＠！FM 小料理味魚羅 ㈲鈴木薬品商事
岩崎設備工業 仙北石油㈱ 佐藤市郎税理士事務所
千葉恵米穀店 ㈲高橋組 ㈲太田商店 あさの食堂
安藤歯科医院 ㈲シンエイ フォーカス東北
割烹よっちゃん屋 伊藤新聞店 ㈱はくりょう
ジップス佐沼校 （資）
キゼン 佐沼ゴルフクラブ
ダイトウ電器

（登米・南三陸フェスティバル）代表

一般社団法人

26

34

20

２

㈲阿部石材 ㈲青野土建 ㈲佐藤重夫商店佐沼営業所
まちの写真屋さんフォトプロ ㈱サトー商会佐沼店
伊藤電気 新田品ノ浦 高茂塗装 ㈲隆盛建設
㈲ピープル 大槻屋商店 ㈲星産業 新田診療所
㈲佐藤建機 ㈲佐藤産業 ㈲日下自動車販売
㈲高山板金工業 サトー機販
コインランドリーアップル ㈲ハサマ綜合 ㈱朝日商事

発

ブックカフェ

佐沼交通㈱ ㈲そばの里 更科
㈱東北住販
南三陸・㈱ヤマウチ ㈲ハリカ佐沼店
おかしの家kanon
東北電力㈱栗原登米営業所
㈱サトー家具商会 旬魚和彩万咲
㈲グランディ パソコンじゅくコーネット佐沼教室
㈲中央測量設計事務所 味処 花遊膳
㈲阿部電気工事

スポーツを通じて健康づくりや地域振興などに大きく貢献し
た団体を顕彰する日本最大級のスポーツイベントで行われる第
５回スポーツ振興賞の審査が東京で行われ「東北フードマラソ
ン＆フェスティバル」が日本一の栄誉ある最優秀賞「スポーツ振
興大賞」に選ばれ昨年の観光庁長官賞と２年連続での受賞と
なりました。
東日本大震災の復興と東北、そして登米市の交流人口拡大
につながることを目的に開催した「東北風土マラソン＆フェステ
ィバル」は今年４回目を迎え６０００人のランナーや４万人の来
場者を歓迎し地域の特産品を味わいながら走るファンランのイ
ベントは特に海外より１５０人のランナーも参加しインバウンド
誘客にもつながっていることが高く評価されました。
これからも地域活性化と人口交流をすすめ登米市・宮城県・
東北の発展のためにより充実した企画と内容で継続開催して
参りますので尚一層のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げ
ます。

41

不動産のことなら株式会社ネオウィング

第５回スポーツ振興賞
「スポーツ振興大賞」受賞！

４号

事務機の㈱ヤマサ
ダスキンあさの
居酒屋五エ門 佐沼店
皆川プリント 佐沼整骨院

大震災から６年４か月が過ぎ被災地南三陸も復旧復興が急
ピッチに進み新しい町に生まれ変わりました。
そして登米市内の仮設住宅にお住いの皆さんも現地に戻り
新しいふるさとでの生活が始まり、また登米市内にも多くの
方々が住んでいただいております。
南三陸町のさんさん商店街やハマーレ歌津の復興商店街も新
しい場所に移設、ウジエスーパー南三陸店もオープンし、地区の
方々や南三陸町を訪れる全国の皆さんで益々賑わっています。
長い間のご支援ご協力に心から厚くお礼と感謝を申し上げま
す。
近年の社会情勢の大きな時代の変化の中で自社事業の見直
しを図り、更に倫理的な観点から事業活動を通じてボランタリ
ーに社会貢献できるよう更に登米市・南三陸町発展のために頑
張って参りますので、今後共ご指導ご協力をよろしくお願い申
し上げます。

４号

18

ダイナミックスターマイン

新築・リフォーム、快適な住まいを提案いたします

田 口 酒 店

25

㈱佐利⑴

33

土日ウェディング相談会開催中

特大スターマイン

BRIDAL HOUSE仙台

ダイナミックスターマインスペシャル

発 スターマイン

桂由美フランチャイズ

設立記念

東日本大震災復興支援に
ご協力ありがとうございました！

立正佼成会石巻教会登米支部⑴
㈲鈴木建設⑴

２

登米村田2017（ニイマルイイナ）

発

８号

発

７号

川口自動車鈑金塗装㈲ ⑴
14
パーラーJ遊 〜遊ぶをもっと楽しくをもっと〜⑴
菊池敦税理士事務所 ⑴
㈲時代屋 ⑴

５

発

13

７号

５号 発

小竹折箱店 サトウペット ㈲西舘眼鏡店
司法書士・土地家屋調査士 佐竹孝行事務所
㈱アズ南方店 ㈱オートサービスナガシマ
アサヒ広芸 ㈱アクティブオート ㈲進藤電気工事
パティスリーサブン 西城酒店 ㈲門馬保険事務所
東京海上自動火災保険㈱仙台支店古川支社
洋菓子の店モア＆モア ㈱志たかぢや ソマキ時計店

４号

発

発

４

20

20

32

株式会社登米村田製作所 OB会

５

レモンシャトウ 高丈金物店 ㈱浅野工務店石油部
氏金寿し 佐々木自動車美研 さくら歯科医院
㈱宮城ビルテック登米営業所 北上自動車販売㈱
㈲小野食品工業 小野木工所 ㈲奥村木工店
岩崎硝子店 石田實税理士事務所
㈱及川タイヤ商会 ばざぁるSUN ㈲丸政運輸
石巻屋 ㈲スズコー ㈲北方整備 ㈲門脇畜産

㈱加藤陶器店 ㈲武山呉服店
ドライクリーニング東京商会 味処小竹 ㈲杉山商店
盆ちょうちん 佐藤荒物店 ㈱スマイルガード
カフェマナレア 中華そば たやま 三陸魚介料理 鳥将

5号 ㈱東北総合土地開発⑴ ㈱ユアテック佐沼営業所⑴
4発 ㈲大畑電機商会⑴ ファミリーマート佐沼中江5丁目店⑴

㈱富貴⑴ ㈲三浦商店⑴ ㈲美容室みやび⑴
迫地区カーディーラー会⑴ 佐藤畳店⑴
７
高周⑴ イーメタル工業㈱登米営業所⑴

7

４号

阿部製氷⑵

16

㈱ビー・エムツイン ⑸ 17
協業組合 県北清掃公社 ⑸

㈱佐々木建設⑴
松山工務店⑴

ジャンボスターマイン

４号

ビーンズ佐沼店⑵

T E L 0220−22−2678
FAX 0220−22−7699

6号
3発

宮城県登米市迫町佐沼字北散田86

TEL 0220−22−4431 FAX 0220−22−7081

15

宮城県登米市迫町森字芝前78

青山孝税理士事務所⑴ すがわら電気商会⑴

発

迫リコー株式会社

12

迫トラック㈱

5号
2発

レストラン ロッキーカフェ⑴
宮城県喫茶飲食生活衛生同業組合登米支部⑴

7月30日㈰

午後7時40分〜午後9時
打上場所／迫川河畔（佐沼新中島地内） 24

７号

大スターマイン
20

発

11

発

6

４号

６号

5

20

５

小規模保育事業所つくしんぼ⑴
佐々木屋⑴ 武川㈱⑴ 村上電業㈱ ⑴
６
㈲工藤工務店⑴ ホルモン初音⑴
7号
2発

特大スターマイン

20

発

4

10

㈲ほし茶園 ㈲大野建具店 ㈲ガトウタチバナ
白馬車 ポーラザビューティ登米佐沼店
クリーニング専科とうきょう ほかほか弁当佐沼店
シューズソルト スナックティアラ ウメザワ美術
Bali Ratu 髙橋商会 松永機工佐沼店
㈱ヤマダ地所 ヘアサロン・ユーズ ㈱花の匠
一級建築士事務所I・G・A らーめん処紺のれん
連合宮城仙北地域協議会 ブティック シカノ

４号

3

9

中スターマイン

2

ダイナミックスターマイン

1

8

雨天延期の場合

スターマイン

規制区域内では、現場係員の指示に従って、楽しく安全にご観覧頂きますようご協力をお願いします。

7月23日㈰

5号 チャチャワールドいしこし⑴ 三浦自動車工業⑴
4発 マテリアル東北⑴ 浜田自動車鈑金塗装⑴
6号
大蔵産業㈱ ⑴ ㈱佐々重⑴
2発

７号

花火大会プログラム

開催月日／

小雨決行！

登米市佐沼夏祭り実行委員会

㈱芳賀火工 提供

