
南三陸キラキラいくら丼
minamisanriku kira-kira ikura bowl 2016

提供期間 11月 1日～ 2月 28 日

溢れだす
海の宝石箱

南三陸の川で生まれた鮭たちは、小さな身体で何千キロも

の距離を旅する。無事成長できる確率はきわめて低い。地

域の人の手で育てられ志津川湾で準備を終えた鮭たちは大

海へと旅に出る。４年以上の歳月を見事旅した鮭たちは、

はるか北の海から南三陸の川に帰ってくるのだ。鮭たちが

最後の力をふりしぼって川をのぼるその姿は、命のメッセ

ンジャーのようだ。かけがえのない命に触れながら、地域

の人たちは 4 年後に鮭が帰ってくるのを心待ちにしている。

秋、南三陸の川では新しい命へのバトンタッチのドラマが

繰り広げられている。

誕生於南三陸河川的小鮭魚們，那小小的軀幹卻要游走幾千

公里的旅程。能順利成長的機率極低。由地方人士親手養育，

在志津川灣準備就緒後，鮭魚們將出海進行一趟海洋之旅。
花費４年以上的歲月成功的完成旅行的鮭魚們，將從遙遠的
北方海洋回到南三陸的河川。鮭魚們使盡了最後的力量回游

河川的樣子，就像是生命使者般。接觸這無上寶貴無可替代

的生命，地方上的人們更是耐心等候4年後回歸的鮭魚。今秋，

這南三陸的河川又將開始另一個新生命交接的劇場。

鮭
salmon

Salmon that are born to the rivers of Minamisanriku will  
journey with their small body for thousands of kilometers. 
The probability of safely reaching adulthood is extremely 
low. The salmon are bred and nurtured by locals and, when 
ready, will venture out of Shizugawa Bay into the vast ocean. 
Once the salmon have successfully journeyed the oceans for 
over four years, they return home from the distant north to 
the rivers of Minamisanriku. As they ascend the river with 
what little strength left, they truly seem like the “messengers 
of life.” Locals witnessing this precious cycle of life wait in 
anticipation for the salmon to return home after four years. 
The autumn rivers of Minamisanriku fill with excitement, as 
the torch of  l i fe  is  passed on to a  new journey by a new 
generation.

南三陸を目指して
大海を渡る命のメッセンジャー
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“Messengers of Life” journey the ocean towards Minamisanriku
以南三陸為目標飄洋過海的生命使者



さんさん
商店街店舗

さんさん
商店街店舗

季節料理志のや
2,000円

※仮設の南三陸さんさん商店街は、平成 28 年 12 月 31 日を持ちまして閉鎖いたします。商店街店舗につきましては、平成 29 年 3 月に予定されている

　本設商店街リニューアルオープン準備等のため、1 月 1 日～ 2 月末は提供不可となりますので予めご了承ください。

　「鮨処 えんどう」、「山内鮮魚店 静江館」、「南三陸 竜巳や」、「寿司・御食事処たいしゅう」は、通常通り 11 月 1 日～ 2 月末まで提供いたします。

minamisanriku kira-kira ikura bowl 2016

11:00-14:00・17:00-21:00
火曜日
0226-25-9377
南三陸町歌津字管の浜48

南三陸の食材、イクラを食べて心も笑顔も宝石
のように輝くイメージで盛り込みました。

南三陸竜巳や
2,200円

11:00-19:00
月曜日（祝日の場合翌日）
0226-46-2433
南三陸町志津川字御前下59-1

ホタテの刺身、タコの刺身、焼鮭のついた
豪華なイクラ丼です。当店のイクラは臭み
がなく食べやすい人気の商品なのでぜひ御
賞味下さい。

11:00-14:00・17:00-21:00
水曜日
0226-47-1688
南三陸町志津川字御前下59-1　

沖どりのイクラを、丁寧に仕上げて醤油漬け
にし、近海のメバチマグロと地元白身魚を丼
いっぱいに。

さんさん
商店街店舗

松原食堂
1,800円

11:00-14:00・17:00-21:00
木曜日（水曜日は昼のみ営業）
0226-46-5141
南三陸町志津川字御前下59-1

子どもにも大人気の親子丼です！

弁慶鮨
2,000円

11:00-14:00・18:00-21:00
水曜日
0226-36-2015
南三陸町歌津峰畑54

漁師直送、朝取りの鮭、イクラを
ふんだんに使い仕上げました。

寿司・御食事処たいしゅう
1,800円

今年もやってまいりましたイクラの季節！鮭の親
子に志津川ダコのタッグを楽しんで下さい。

豊楽食堂

さんさん
商店街店舗

1,800円

さんさん
商店街店舗

11:00-14:00
火曜日
0226-29-6343
南三陸町志津川字御前下59-1

三陸産イクラを自家製醤油ダレに漬け込んだ当店
自慢の一品！！付け合わせには鮭の竜田揚げを付
け、親子丼ならぬ「親子膳」仕立て！！器もイクラを
イメージしました。

創菜旬魚はしもと
1,800円

11:00-15:00・17:00-21:00
水曜日
0226-46-3512
南三陸町志津川字御前下59-1

休

休

休 休

休

休

11:00-14:00・16:30-21:00
火曜日（祝日の場合翌日）
0226-42-3351
気仙沼市本吉町津谷新明戸200

あぶりメカは気仙沼に水揚げされたもの、
イクラは三陸産、選ばれた素材だけを使用
しています。

鮨処えんどう
2,000円

休

休

※提供期間 11月1日～12月末

※提供期間 11月1日～12月末

※提供期間 11月1日～12月末

※提供期間 11月1日～12月末

※提供期間 11月1日～12月末

※提供期間 11月1日～2月末

山内鮮魚店静江館
1,850円

11:00-16:00
日曜日(12月は休まず営業）
0226-46-2159
南三陸町志津川字沼田150-35　

自家製イクラ醤油漬 たっぷり150gと自家製
玉子焼きが入っています。

休

※提供期間 11月1日～2月末

※提供期間 11月1日～2月末※提供期間 11月1日～2月末


