仙台国際空港
バンコク線、大連線が新たに就航した仙台空港。「東北の空を、世界の空へ」を
スローガンに、地域と共に成長・発展し、東北で一番に選ばれる空港を目指しています。

仙台空港
(運営：仙台国際空港株式会社)
〒989-2401
名取市下増田字南原無番地
ＴＥＬ 022-382-0080
仙台空港インフォメーション
(お問い合わせ時間 6：30～21：15)
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新年のご挨拶
公益財団法人 仙台観光国際協会

会長

鎌 田

宏

2020年の年頭にあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。
賛助会員の皆様をはじめ、関係団体及び市民の皆様方に
は、日頃よりご支援ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、今年は７月から９月にかけまして、いよいよ東京オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会が開催されます。サッカー競技の会場となっております当地仙台・宮城に
も、国内外から多くのお客様の来訪が期待されるところです。また、コンベンション
分野におきましては、当協会が積極的に誘致に関わってまいりました大型国際会議で
ある「第17回世界地震工学会議（17WCEE 2020年９月14日～ 18日）」が、仙台
を会場に開催され、約4000人規模の参加者が見込まれております。さらに国際分野
におきましては、昨年６月から仙台国際センター内に「多文化共生センター」を開設
し、その機能を拡充させながら、仙台に暮らす外国人に対する相談業務や情報提供を
積極的に行っております。昨年の出入国管理法改正による外国人労働者受入れ拡大に
伴い、今後相談件数が増加し、その内容も多様化してくるものと考えております。
このように交流人口が一層拡大し、また外国人も安心して暮らせる「多文化共生」
の社会づくりが求められる中、当協会が果たすべき役割も大きくなってきているとい
う認識のもと、役職員一同、気を引き締めて各業務に取り組んでまいります。
今後とも当協会に対しまして、より一層のご支援を賜りますようお願い申し上げ、
年頭のご挨拶とさせていただきます。

Sendai
（公財）仙台観光国際協会（SenTIA）～私たちの使命とは～
Tourism, Convention
and
国内外からの観光客やコンベンション（国際・国内各種会議／大会／展示会等）の誘致、物産品の販路拡
International張等に関する事業を行うとともに、国際交流活動等の推進を図り、交流人口の拡大及び地域経済の活性化と
多文化共生社会の形成による活力ある都市づくりに寄与します。
Association
仙台観光情報WEBサイト
「せんだい旅日和」がリニューアル
当協会が運営する仙台の公式観光情報サイト「せんだ
い旅日和」をリニューアルいたしました。楽しみ方やモ
デルコースの紹介をはじめ、旅の実用情報など、仙台を
訪れてからも役立つ内容を充実させました。
新しくなった「せんだい旅日和」を是非ご活用ください。

せんだい旅日和
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会員の皆様へ

SenTIA Circle

旬な話題やニュースを提供します。

日本一の体験都市を目指して
仙台市の宿泊者数は約587万人泊（平成30年）。人口減少や国

戦略」を策定しました。令和３年までに宿泊者数を過去最高の

内旅行需要の低迷などにより、その数は近年、微増にとどまって

600万人泊にすることを目標に掲げ、交流人口のさらなる拡大を

います。外国人宿泊者数は順調に増加しているものの、全国に占

図るとともに、誘客を消費に結びつけ、地域経済の活性化につな

める東北のシェアは約1.5％（平成30年）にとどまり、全国的な

がる施策を展開しています。その主要プロジェクトの一つとして、

インバウンド増加の流れから、いまだ立ち遅れている状況です。

日本一の体験都市を目指し、国内外からの旅行者が楽しめる体験

また、団体旅行から個人旅行へ、
「見る観光」から「体験する観光」

プログラムを３年間で1000本創出する事業を開始しました。体

へ、旅行形態も変化しつつあります。

験プログラムを数多く提供することで、旅行者の皆さまに、より

仙台市では平成31年３月に「仙台市交流人口ビジネス活性化

長く滞在して仙台で楽しんでいただくことを目標としています。

WEBサイト「仙台旅先体験コレクション」を是非ご活用ください！
当協会では、2019
年10月 に 体 験 プ ロ グ
ラムを紹介する専用
WEBサ イ ト「 仙 台 旅
先体験コレクション～
わたしの“したい”が
きっと見つかる」を開

にお出かけする際にもご利用いただけます。今まで知らなかった
新たな仙台の魅力を体感してみませんか？
【問合せ】体験プログラム担当

022-302-5808

体験プログラム担当課長

ベルガス・ジャスティンの体験記
今回、髪結い処澤田さんで「日本髪や丁

設しました。サイトには歴史や文化を感じる「まち歩き」
、里山

髷で時代扮装体験」にチャレンジしました。

や川沿いでのサイクリングなどの「アクティビティ」
、着物レン

髪結い体験のほか、着物の着付けやレンタ

タルや写経体験などの「伝統文化・日本文化」、仙台ならではの

ルもできます。観光の記念に写真撮影して

食やお酒を楽しむ食体験など、さまざまな体験プログラムを掲載

みてはいかがでしょうか？

しています。エリア、ジャンル、キーワードなどからお好みのプ
ログラムを簡単に検索することができます。
これらのプログラムは、観光やビジネスなど、さまざまな目的
で仙台を訪れる観光客だけではなく、仙台市民の方々が休日など

https://sendai-experience.com/

仙台多文化共生センターがオープンしました
2019年６月より、仙台国際

され、外国語による相談対応や情報提供に従事しています。また、

センター内に「仙台多文化共生

法律や労働に関する相談など、より専門的な知識が求められる外

センター」がオープンしました。

国人からの相談に対応するため、仙台出入国在留管理局、仙台弁

この施設は、近年の外国人住民

護士会、宮城県行政書士会、宮城労働局と連携し、各機関と月に

の増加を受けて仙台市が新たに

１回のペースで専門相談会を開催しているところです。

設置したもので、SenTIAが仙

●仙台多文化共生センターは外国人のための施設でしょうか。

台市より業務を受託、運営して

仙台多文化共生センターでは、外国人が言語や文化のちがいに

います。これまでも、1991年の開設以来、「交流コーナー」と

関わらず、安心して暮らせるためのサポートに積極的に取り組ん

して仙台に暮らす外国人住民への暮らしに関する情報提供や相談

でいますが、それだけにとどまらず、地域の多文化共生を推進す

対応などを行ってきました。しかし、近年の外国人住民の増加な

るためのサービスを広く提供しています。例えば、
「近所に越し

どを受けて、
「仙台多文化共生センター」と改称し、さらなるサー

てきた外国人にごみ捨てのルールを伝えたい」といったご相談に

ビスの充実を図っています。

も応じています。また、仙台市を拠点に国際交流や国際協力を行

●どのようなサービスが拡充されたのですか。
仙台に暮らす外国人の特徴として、留学生が多いということが

う市民団体等を対象に、活動スペースを無料で貸出しています
（利用にあたっては登録が必要です）
。その他にも、仙台や宮城を

ありますが、近年は特に、日本語学校や専門学校で、ネパールや

紹介する外国語の観光パンフレット等も取り揃えておりますので、

ベトナム出身の留学生が増加しています。また、留学生に限らず、

海外から友人を迎え入れる際などにご活用ください。

国籍や在留目的も多様化していて、仙台で働く人びとも増えてい
ます。
そのような状況を踏まえて、仙台多文化共生センターでは、韓
国語、ネパール語、ベトナム語の相談員がそれぞれ週に１回配置

仙台多文化共生センターは文字通り、仙台の「多文化共生」を
推進する拠点としての役割が期待されており、スタッフ一同気持
ちを新たに運営に努めているところです。ぜひ会員の皆様にもご
利用いただければと思います。
公益財団法人

仙台観光国際協会 機関紙
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多くの人々との“ご縁”を結ぶ、
様々なおもてなしの取組み

大江田 紘義
仙台市出身。

Profile

大学卒業後、米国ホノルルの「ハワイ浄
土宗別院」にて６年間勤務。その後、自
坊に戻り副住職、2014年６月より住職
に就任し、現在に至る。

浄土宗極楽山西方寺 住職

大江田 紘義氏

日本各地からご祈祷や参拝に訪れる「定義如来」（浄土宗極楽山西方寺）
。地元の人々から親しみを込めて“定義さん”と呼
ばれています。ご住職の大江田紘義氏は、「６年間ハワイに駐在していた」という経歴をお持ちです。今号の「SenTIAイン
タビュー」では、海外からの参拝客も増えた今日、様々な人々とのご縁を大切にする「定義さん」の取組みをお聞きしました。

平家ゆかりの“拠りどころ”
─

最初に定義如来西方寺について、由来や歴史についてお聞

─

きします。
大江田住職

外国の文化に触れ、
日本文化の良さを知る

今から約800年前の平安時代に遡ります。源平合戦

ハワイにはどのような理由で駐在さ

れていたのでしょうか？

の「壇ノ浦の戦い」に敗れ落人となった平貞能（たいらのさだよ

大江田住職

し）公は、主君の平重盛公から託された霊験あらたかな「阿弥陀

のお寺がありまして、
浄土宗の本部から
「ハ

如来様の御掛け軸（秘仏）
」を命からがら守り抜き、人里離れた

ワイで僧侶を募集しているので、駐在でき

ここ定義に身を隠しました。貞能公が定義（さだよし）と名前を

る僧侶はいないか」との募集がありました。

変えて身を潜めていた事から、この地を「定義（じょうぎ）」と

元々、私は英語やアメリカの文化にとても

呼び、
如来様を「定義如来」と呼ぶようになったと言われています。

興味があり、それらとお寺の活動が交わる

そして、貞能公が60歳で亡くなる際に「阿弥陀如来様の御掛け

部分がないものかと日々考えていた時期でしたので、これはチャ

軸を後世に伝えるように」と遺言され、お墓の上にお堂を建て如

ンスと自ら進んで志願しました。滞在期間は2000年から2006

来様が安置されたことがお寺の起源となっております。御本尊の

年の６年間でしたが、非常に有意義な体験ができました。

「阿弥陀如来様の御掛け軸」は１年に５回、ご開帳されています。
以来、
「定義如来」は多くの人々から信仰を集めてきました。

─

ハワイには、実はほぼ全宗派

海外の文化に興味を持ったきっかけは？

大江田住職

そうですね。中学３年生の時、学校のプログラムで

信仰を物語る昔話のひとつに、閖上の漁師たちが「漁の網が流さ

ニュージーランドへ３週間余りのホームスティを経験しました。

れて困る」と悩んでいたところ、村の長老のすすめで定義詣でを

初めて外国の暮らしや文化に触れ、それぞれの国にいろいろな考

したところ、網も流されず豊漁になった、との言い伝えがあります。

え方があるんだなと感じました。自分の家がお寺なものですから、

ここ西方寺は、宝永３年（1706年）に開山し、いろいろな方
がお願い事を持って訪れているお寺となっております。

お寺という日本文化に興味をもって、いろいろな事を聞かれたこ
とで、逆に日本文化の良さを再認識できたことがきっかけだった
のかなと思います。
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─

ハワイで印象に残ったエピソードなどございますか？

大江田住職

ハワイではお寺を「church（教会）
」と呼びます。

毎週日曜日を「サンデーサービス」と称して、９時からは英語で、

のご供養のためなど、本当
にいろいろな思いを持って
訪れていただいているのだ

10時からは日本語で説法を行っていました。来られる人は正座

な、と実感いたしました。

ではなく、教会にあるような椅子に座って、僧侶は演台でお話し

─「御朱印」も人気です。

をします。そのほか、病院へ慰問に出向いたことや、ご臨終の際

大江田住職 「御朱印」は、

にICUに呼ばれ、ホスピス的な役割でカウンセリングを行ったこ

写経を奉納した証としてお

ともあります。日本では「患者のもとに僧侶が来るなど、縁起で

渡しするものですが、最近

もない」と想像もつかない事ですが、現地では逆に「よく来てく

で は、 御 朱 印 を 求 め に い

れた」とご家族や病院関係者にとても感謝されまして、非常に貴

らっしゃる方も多く、特に

重な体験をしました。

平成から令和へと御世が変

─

わった日は、求める方で大

現在、西方寺でも英語で説法をされる事もあると伺います。

大江田住職

最近は、タイや台湾を中心に外国人の参拝者が増え

変な混雑でした。昨今の人気は本来の意義と異なりますが、これ

ている実感があります。特に仏教国のタイの方々はお寺へのリス

もご縁を結ぶきっかけと、とらえています。御朱印は、貞能堂、

ペクト（尊敬・敬意）が強く、必ず合掌してお堂に入られるお姿

本堂寺務所、五重塔事務所で受付けており、実は３か所それぞれ

を拝見しますね。

違ったものをお授けしております。

外国の方々は、私が英語でお話しを始めると驚かれますが、直

また、西方寺では、安徳天皇※生誕の日（11月12日）を祝し、

接質問できるという親しみや安心感からか、逆にいろいろな質問

その日から１週間を「いいご縁週間」と称しています。貞能堂の

が返って来ます。パーソナルな質問もありますよ。個人以外でも

裏にある「天皇塚」には安徳天皇の遺品が埋められており、そこ

団体でお越しになる外国人もお見受けし、仙台で国際会議が開か

に植えられた２本のけやきが１本に結ばれたことから「連理のけ

れた時など、その後のツアーなどの中に「定義如来」も組込まれ

やき」と呼ばれ、縁結びのご神木として参拝されるようになりま

るケースもあるようです。

した。「いいご縁週間」では絵馬の奉納や「安徳天皇記念朱印」
をお授けしております。

「ごえん やすらぎ じょうぎさん」

※「安徳天皇」＝第81代に数えられる天皇。壇ノ浦の戦いで、平家一門とと
もに入水し亡くなった、といわれている。

─

大江田住職

大勢の参拝客が訪れておりますが、「英語版参拝マップ」

─ 「茶席」も設けられておりますね。
そうですね。五重塔の庭園を眺めながら一息ついて

も含め、西方寺の取組みをお聞きします。

いただく「茶席 やすらぎ」では、

大江田住職

本当にいろいろな方がお見えになりますね。５年ほ

外国の方からも人気の「抹茶」を

ど前、私たちは、僧侶はもとより職員も含めたみんなで共有する

お出ししています。女性職員のア

お寺の方向性を決めました。そのテーマが『ごえん やすらぎ じょ

イデアから生まれた「ハート型の

うぎさん』です。

マシュマロを浮かべた抹茶」もあ

『ごえん』は言葉通り人々

り、これも「ご縁」を結ぶおもて

との「ご縁」。「袖振り合う

なしの一つです。

も多生の縁」の諺のように、

また、毎週土曜日・日曜日の

様々なご縁を大切にする思

13時10分からは、私を含めた「僧侶の境内案内」を行っていま

いを込めています。そして

す（冬期間は要確認）
。説明を受けながら、山門から五重塔まで

お見えになった方が、
「定

を巡る「西方寺の小さなツアー」ですね。いろいろな視点から、

義に来てよかったな、あり
がたいな」と感じていただ

思いを込めた看板が沿道で迎える

お寺に触れていただきたい、と考えています。
─ ご縁を結ぶ取組みを中心に伺ってまいりました。今後の展

くことが何よりです。『ごえん やすらぎ じょうぎさん』の文言と、

望についてお聞かせください。

西方寺の本堂、五重塔を組み合わせてデザインした看板も沿道に

大江田住職

設置しました。外国の方に対しても同様であり、英語版参拝マッ

社」と書かれた石をご本尊とした「定義神社」というところがあっ

プは、海外の皆さまと「ご縁」を結ぶ一助です。

たり、また、気仙沼市では、定義信仰の社を設けた民家を訪問す

最近知った事なのですが、北海道伊達市※に「定義

西方寺は観光のお寺というよりも、信仰のお寺です。ご縁と安

る機会もありまして、この定義信仰がいろいろな方々の拠りどこ

らぐ心、そして信仰を大事に守っていくことが私たちの使命です。

ろとして、長らくその地域ごとにご縁をつないで伝承されて来た

─ 「体験を通した触れ合い」も行っていますね。

のだなと感じました。西方寺の歴史を大切にしながら、如来様を

大江田住職

はい。お越しくださる方々にとって、お寺が合掌の

中心に信仰の裾野を広げ、次世代に継承していくことが我々の目

みの場所では、滞在時間も僅かです。そこで「お寺ならではの体

標です。そのためには、人と人との「ご縁」を大切にし、定義に

験ができないものか」と始めたのが「写経体験」です。御廟「貞

見えた方々が喜んでお帰りいただけるよう、一歩、一歩着実に歩

能堂」に写経体験スペースを設け、ご自由に写経していただいて

んでまいります。

おります。昨年も老若男女、外国人に至るまで、本当に多くの方
に体験していただきました。写経の最後にお願い事と名前を書い

※「北海道伊達市」＝明治３年（1870年）に仙台藩一門亘理領主伊達邦成と
その家臣達が集団移住で開拓した歴史を持つ。

て御納めいただくのですが、家内安全や仕事のこと、そして故人

─ この度は、ありがとうございました。
公益財団法人

仙台観光国際協会 機関紙
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観光事業部

各 事 業のご紹 介

外国語観光マップ「仙台ツーリストマップ」

タイ語版を作成しました

令和元年度は、インバウンド

仙台を訪れる外国人観光客向けの仙台市中心部の

の受入環境の整備とおもてなし

行時より、英語版・簡体字版・繁体字版・韓国語版の

観光客対応力向上セミナー」を

の「仙台～バンコク」直行便就航に合わせ、新たにタ

では、ラグビーワールドカップ

地図「仙台ツーリストマップ」
。平成29年春の初版発

機運の醸成を目的に、「外国人

４言語版を作成してまいりましたが、この度、10月

計４回開催しました。セミナー

イ語版を作成いたしました。

や東京オリンパック・パラリン

げるとA2版と大きく、また折りたためばコンパクト

を契機としたタイ人観光客の特徴など、各回ごとにテーマを設定し、

仙台ツーリストマップは、両面オールカラーで、広

ピックを見据えたインバウンドの現状や将来像、バンコク便の就航

で、上着のポケットにもしまえるサイズです。また、

多くの方にご参加いただきました。

可能な市内の観光案内所や、Wi-Fiや両替スポットな

協会仙台地区総支部と連携し、タクシー業界の方を対象とした英会

のお得な乗り方、仙台市近郊鉄道路線図、飛行機や新

編を開催し、在仙の留学生とのロールプレイなども交えながら、そ

仙台市中心部の地図だけにとどまらず、外国語対応

また、外国語での接客会話をテーマとした回では、宮城県タクシー

どの旅に役立つ情報、鉄道やバス・レンタカーなど

話編や、飲食・宿泊業務に従事している方を対象とした中国語会話

幹線でのアクセス、近県の観光情

れぞれの接客現場で役に立つフレーズを学びました。

しております。これからもま

得ることができた」「自身のインバウンドの取組課題をあらためて

報、モデルコースなどを掲載

各回を通じ、参加者からは「インバウンドに関する最新の情報を

すます増えていくことが予想さ

見つめ直した」などの声が寄せられました。

に、是非ご活用ください。

様と連携しながら、インバウンドに関する取組みを行っていきます。

れる訪日外国人観光客へのご案内

西部観光振興

外国人観光客対応力向上セミナーを開催しました

2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、引き続き皆

直行便就航再開のタイに向け、仙台西部地区の観光プロモーションを実施します！
今年度10月30日に約５年半ぶりにバンコク-仙台直行便が就航再開いたしました。これを契機に、

タイからの旅行客を仙台西部地区へ誘客するため、当協会の地域活性化支援事業を活用し、これまで秋

保温泉旅館組合が実施してきたタイ現地でのマスコミプロモーション事業を仙台西部地区全体に拡大し、
タイでの認知度向上のため一体的な観光プロモーションを展開していきます。

仙台西部地区への外国人観光客の更なる誘客に向け、関係機関と連携し、支援に努めてまいります。

「2020仙台市工芸展」を開催します
仙台の歴史と伝統に育まれた

℡.022268-9568

優れた民工芸品を一堂に展示販

売 す る「2020仙 台 市 工 芸 展 」
を開催します。38回目の開催
となる今回は、仙台箪笥等の伝

統的工芸品の展示や工芸品の制作体験コーナーなど、仙台の

℡.022268-9603

工芸品に触れあえるイベントとして開催します。工芸雑貨の
販売や「仙台弁こけし」も会場に登場するなど、多くの皆様
にお楽しみいただける内容となっております。工芸品等が当
たる「購入者対象プレゼント抽選会」やスタンプラリー等の
企画も実施いたします。皆様ぜひ会場へお越しください!!

℡.022268-6260

5

【日程】令和２年２月21日（金）～３月１日（日）
10：00～21：00 ※２月25日・３月１日のみ～19：00
【会場】エスパル仙台本館１Ｆエスパルスクエア

SenTIA Vol.13 │ 2020.01

「るーぷる仙台バス型チョロQ・観光名刺台紙」好評販売中
仙台市観光シティループバス「るーぷる仙

台」のバス型チョロQ（税込1,020円）と仙台

の観光地の写真等をデザインした名刺台紙（税
込550円）を好評販売中です。るーぷる仙台バ

ス型チョロQは「緑色」
・
「茶色」
・
「茄子紺色」
・

「政宗号」と今年８月に新発売となった「市電

カラー」の計５色を販売中です。るーぷる仙台

の乗車記念やお土産としてぜひご利用ください。
観光名刺台紙は名刺としてだけではなく、メッ
セージカードとしてもご利用いただけます。

【チ ョ ロ Ｑ 販 売 場 所】仙台駅西口バスプール案内所、瑞鳳殿、
仙台国際センター、仙台市博物館 他
【観光名刺台紙販売場所】仙台市観光課、(公財)仙台観光国際協会
※詳細はHPにて→https://www.sentia-sendai.jp/goods/

コンベンション事業部

第17回世界地震工学会議
（17WCEE）が開催されます！
今 年 ９ 月14日(月) ～ 18日(金)に、「 第17回 世 界 地 震 工 学 会 議

(17WCEE )」が仙台国際センターで開催されま す。 こ の 会 議 は

1956年に始まり、４年に１度世界各地で開催されている地震工学分

第26回タイ国際旅行博への
出展およびタイ旅行エージェント
招請を実施します
インセンティブ

令和２年１月16日(木) ～ 19日(日)、東北運輸局、東北観

野で最大規模の国際会議です。あまねく震災被害の軽減に資するもの

光推進機構と連携し、タイ国ノンタブリー県にて開催される「第

単独都市開催になります。当協会では2014年より仙台市と協働で誘

いたします。タイの旧正月にあたる４月のソンクラーン期（タ

震災の経験や教訓に基づきまちづくりを進める「防災環境都市・仙台」

最大級の旅行博で、一般の方や旅行関係者に向けて、仙台の観

となることが期待されており、日本での開催は32年ぶり、初めての

26回タイ国際旅行博」に出展し、同時開催の商談会にも参加

致活動を行ってまいりましたが、選定された理由としては、東日本大

イ最大の大型連休）の旅行を検討する人が多数来場するアジア

の取組みが評価されたことが挙げられます。会議が成功するよう、当

光情報をPRしてきます。

協会では引き続き支援してまいります。

また、時を同じくして自然災害対策に関する技術展示会「震災対

また、令和２年２月５日(水) ～９日(日)には、タイの旅行

エージェントを仙台に招請いたします。５年ぶりに直行便が再

策技術展in仙台」

開しより多くの誘客が見込めるタイに向けて、商品造成につな

会場で開催され

の誘致に努めてまいります。

も隣接する野外

ま す。 行 政 や関
連企業の方のみ

な ら ず、 市 民の
皆様が参加でき
るコーナーも設
置されますので
是非足をお運び
ください。

第26回タイ国際旅行博
【日程】
2020年
１月16日(木) ～ 19日(日)
【会場】
インパクトムントンタニ
(ノンタブリー県)
【主要出展団体】
各国観光局・航空会社・
旅行会社・ホテル等

会議概要
【 日 程 】
【 会 場 】
【参加人数】
【参加国数】

がるよう具体的な情報を提供し、さらなるインセンティブ旅行

2020(令和２)年９月14日(月) ～ 18日(金)
仙台国際センター、東北大学川内萩ホール
約4,000名(うち海外から約1,500名）
約80カ国・地域

国際化事業部

SenTIAコミュニティ通訳サポーター
派遣制度をご利用ください

【参考】
第25回来場者数は
５日間で約45万人

仙台市内の行政窓口や学校、保育所などで、日本語が不自

由な外国人の方への対応を通訳によりサポートする、コミュ
ニティ通訳サポーターを派遣しています。（無料）
●言

語 中国語、タガログ語、ベトナム語、ネパール語、
韓国語、ヒンディー語、ロシア語、スペイン語、
タイ語、英語

●通訳できる内容 行政窓口での手続き、保育所や学校での
個人面談・家庭訪問など
●できない内容 医療行為、授業補助、イベント(学校の入学式、
運動会など)やパーティでの通訳
詳しくはHPをご覧ください。
（http://int.sentia-sendai.jp/com_support/j/）
【問合せ】 仙台多文化共生センター
TEL：022-265-2471／e-mail:tabunka@sentia-sendai.jp

公益財団法人

仙台観光国際協会 機関紙

6

昨年は、せんだい・宮城フィルムコミッションが制作支援を行った石巻が舞台の映画「凪待ち」
（６月）、そしてオール仙台・宮城ロケ映画「アイネクライネナハトムジーク」（９月）が公開さ

新緑の仙台が活気に包まれる２日

れました。そして今年もまだまだ公開ラッシュが続きます。これらの作品を活用したフィルムツー

間。すずめ踊りの総踊りをはじめ、

リズムの促進と、仙台・宮城への誘客を積極的に展開してまいります。

勇壮な武者行列や山鉾11基による

映画「ラストレター」
１月17日（金）全国公開

時代絵巻巡行など、今年も下記日程

映画「弥生、三月－君を愛した
30年－」３月20日（金）全国公開

にて盛大に開催されます。

「Love Letter」
「スワロウテイ

さらに３月20日(金)には、映

ル」の岩井俊二監督最新作。仙

画作品「弥生、三月－君を愛し

台市出身である岩井監督が、初

た30年－」
も公開されます。
「家

めて故郷宮城を舞台に撮影を行

政婦のミタ」
「過保護のカホコ」

い、豪華キャスト陣が出演する

「同期のサクラ」の遊川和彦監

映画「ラストレター」は2020年

督最新作。本作品も仙台・宮城

１月17日(金)に全国公開されま

で撮影が行われております。ぜ

す。ぜひ劇場でご覧ください！
【公式サイトURL】
https://last-letter-movie.jp/

【宵まつり】５月16日(土)
【本まつり】５月17日(日)

ひこちらもご覧ください！
Ⓒ2020「ラストレター」製作委員会

コンベンション名

会

場

名

参加者数

1/30～31

第28回全国救急隊員シンポジウム

仙台国際センター

7,000

2/16～19

第６回グローバルQA会議

仙台国際センター

1,000

4/25～26

第69回日本医学検査学会

仙台国際センター

3,500

5/15～17

第74回日本栄養・食糧学会大会

仙台国際センター

2,000

5/22～24

日本超音波医学会第93回学術集会

仙台国際センター

3,000

5/30～31

第21回日本認知症ケア学会大会

仙台国際センター

5,000

第29回日本心血管インターベンション治療学会(CVIT2020)

仙台国際センター

5,000

6/12～14

第71回日本東洋医学会学術総会

仙台国際センター

3,000

6/18～20

第116回日本精神神経学会学術総会

仙台国際センター

7,000

6/29～7/1

第47回日本毒性学会学術年会

仙台国際センター

2,000

7/10～12

フォーサム2020仙台

仙台国際センター

2,500

9/14～18

第17回世界地震工学会議(17WCEE)

仙台国際センター

4,000

9/24～25

第57回全国建設業労働災害防止大会in仙台

仙台国際センター

5,000

11/11～13

第31回全国介護老人保健施設大会

仙台国際センター

4,000

11/18～20

令和２年度日本水道協会全国会議

仙台国際センター

3,000

6/4～6

〒980-0811 仙台市青葉区一番町3-３-20 東日本不動産仙台一番町ビル６階
TEL.022-268-6251㈹ FAX.022-268-6252 https://www.sentia-sendai.jp

編集・発行／公益財団法人 仙台観光国際協会 印刷・製本／東北紙工株式会社

２ ０ ２ ０年 開 催 予 定 の 主 な コ ン ベ ン シ ョ ン

開催開始日

【公式サイトURL】
https://yayoi-movie.jp/

SENDAI TOURISM, CONVENTION AND INTERNATIONAL ASSOCIATION 13号(令和２年１月発行)

仙台・青葉まつりは
36回目を迎えます

せんだい・宮城フィルムコミッションからのお知らせ

