
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東松島市

頂き、共に歩んでいくために、『東松島市復興まちづくり推進員だより』を毎月発行しています。

復興まちづくり推進員だより

11 月５日（土）、南赤井児童公園で、あかいっこカンパニーによる「子ども朝市」が開催されました。

朝市のために、子ども達はこれまで一生懸命準備をしてきました。今年は台風や長雨の影響により、各

地で野菜の値段が高騰している中、赤井地区で作られた新鮮で手頃な価格の野菜を買い求め、朝早くか

ら地域住民の皆さんが長蛇の列を作っていました。あかいっこカンパニー社長の開会宣言を合図に、一

斉に販売が開始されました。子ども達の笑顔と頑張りで、お客さんのカゴの中には次々と野菜が入れら

れていきました。地域の方々や家族、学校の先生や友達

けていました。大好評の野菜、おにぎり、駄菓子やおもちは次々に売り切れていき、一時間程で完売し

ました。朝市に訪れていた方達には「さんまのつみれ汁」が振る舞われ、あかいっこの子ども達も一緒

に頂きながら、地域住民の皆さんとの交流を楽しんでいました。この朝市を通して、地域の子どもから

お年寄りまでが一体となり、赤井地区全体を盛り上げていこうという、活気に満ち溢れた一日となりま

した。
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私たち復興まちづくり推進員が、東松島市で行っている活動を、市内外の皆様に幅広く知って

頂き、共に歩んでいくために、『東松島市復興まちづくり推進員だより』を毎月発行しています。
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地で野菜の値段が高騰している中、赤井地区で作られた新鮮で手頃な価格の野菜を買い求め、朝早くか

ら地域住民の皆さんが長蛇の列を作っていました。あかいっこカンパニー社長の開会宣言を合図に、一

斉に販売が開始されました。子ども達の笑顔と頑張りで、お客さんのカゴの中には次々と野菜が入れら

れていきました。地域の方々や家族、学校の先生や友達

けていました。大好評の野菜、おにぎり、駄菓子やおもちは次々に売り切れていき、一時間程で完売し

ました。朝市に訪れていた方達には「さんまのつみれ汁」が振る舞われ、あかいっこの子ども達も一緒

に頂きながら、地域住民の皆さんとの交流を楽しんでいました。この朝市を通して、地域の子どもから

お年寄りまでが一体となり、赤井地区全体を盛り上げていこうという、活気に満ち溢れた一日となりま
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斉に販売が開始されました。子ども達の笑顔と頑張りで、お客さんのカゴの中には次々と野菜が入れら

れていきました。地域の方々や家族、学校の先生や友達が頻繁に訪れては、子ども達に励ましの声を掛

けていました。大好評の野菜、おにぎり、駄菓子やおもちは次々に売り切れていき、一時間程で完売し

ました。朝市に訪れていた方達には「さんまのつみれ汁」が振る舞われ、あかいっこの子ども達も一緒

に頂きながら、地域住民の皆さんとの交流を楽しんでいました。この朝市を通して、地域の子どもから
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百歳体操の様子 

一般社団法人
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