
都市景観大賞受賞（1993年）

光と色使いがデザインの中に配慮されている点と、

商店街が一体となって建物の前面をまち並みにそろ

えた点が評価された
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ゴミの回収は、15時から15時30分の間に
クリスロードパーキングで一斉に行われている

生活創造ストリート
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商店街で実施していた年末大売り出しから、
仙台商工会議所主催による年末催事に一本化した



商店街としてWi-Fi環境を整備し、
災害時の取り組みも強化した

アーケードの植栽の回りに
ベンチを設置

すべては、クリスロード商店街をはじめ
仙台・宮城の発展のために
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仙台七夕まつりの金・銀・銅賞を各商店
街ごととし、組合員の意識の向上を図る



復興をけん引した
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いち早く店を再開。被災した市民・県民の

生活を支え、人々に安心をもたらした
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ごあいさつ

　私共クリスロード商店街振興組合は、新伝馬町

商店街振興組合として東北で初めて昭和38（1963）

年4月1日発足し、本年51年目を迎えることができ

ました。これはひとえに東北経済産業局、宮城県、

仙台市、仙台商工会議所、そして宮城県中小企業

団体中央会のご指導ご支援の賜物であり、仙台、

宮城、東北一円の多くのお客様からのお引き立て

によるものと心から深く感謝を申し上げます。

　初代の庄子喜兵衛理事長、二代目櫻井理一郎理

事長により築き上げられたこの街は、74組合員で

発足しましたが、現在は148組合員と数を増やし、

組織率も100％近くとなり、商店街として全国に誇

れる偉業を達成していると思っています。新伝馬

町から中央二丁目そしてクリスロードと時代と共

にその名前を変えながら、アーケード・舗道は三

代目に入り、昨年度末には国の施策を受け、イン

フラ整備と安全安心に資する防犯対策にアーケー

ドの天井板ポリカーボネートの全面張替えを終え、

インモールが一段と明るくなりました。同時に最

新の防犯カメラの新設・増設により、来街される

お客さまの安全安心に抑止力を高めたこと、そし

て多くのお客さまに愛される街として確かな歩み

を重ねてこられたことは、都市景観大賞を受賞し

たことにもつながっているのではないかと思って

います。

　また、歴史ある三瀧不動尊の夏まつりの行列を

はじめ組合事業としてさまざまなイベントを繰り

広げて今日に至っていますが、全国に誇れる仙台

七夕まつりに、クリスロード商店街の心意気とし

て全店が竹飾りを出していただけることに、先輩

の皆さま方から連綿と続く「団結と融和」の精神

を合言葉に今日に至る組合員皆さまの努力の賜物

と心から感謝申し上げる次第です。この良き組合

50年の伝統の継承は、皆さまから後輩へと今後も

続くことと確信しています。

クリスロード商店街振興組合　理事長

鈴木　泰爾
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　東日本大震災から3年8カ月、私共の商店街はお

陰様でアーケードと組合員の皆さまの店舗に大き

な損害はなく今日に至っていますが、震災後1週間

を経て一斉に営業再開に至ったことは忘れられな

い大きな喜びでした。「私たちは負けない」を合言

葉に生活に資する商品から需要が始まり、4月以降、

月を追うごとに震災前まで続いていたデフレに終

止符をうったのでは…という感もありました。宮

城県はチリ地震津波、宮城県沖地震、その後も岩手・

宮城内陸地震と以前より大きな災害に見舞われて

きていましたが、その都度、仙台市中心部商店街

は大きく損なわれることなく、東北の中心都市の

中心商店街として災害に強く、復興の先駆けとな

るべく灯りを点す役割を担ってきたと思っていま

す。今後もどんな災害がこようともさらに努力を

重ね、大事なものは郊外ではなく中心部にあると

いうことを、市民の皆さまにもご理解いただきた

いと思います。

　また、全国的に商店街のシェアが小売業界の中

で落ち、賑わっていると認識されている商店街は

全体の15％くらいとなっています。現在、仙台市

経済局よりこの賑わいをより強固なものにするた

め、中心部商店街を横断的に今以上に来街される

お客さまの利便と商店街の発展のために「仙台市

中心部商店街活性化戦略研究会」を立ち上げ、予

算措置と共に足かけ5年になり、少しずつ実を結び

つつあります。この会にはクリスロード商店街よ

り山崎副理事長が統括として、中心的役割を献身

的に果たしております。記憶にも新しい共通駐車

サービス券事業は、その最初のものとなりました。

これにより、クリスロード商店街各店の絶大なる

ご理解をいただき、その利便性は車で来街される

お客さまへもフィードバックできるものと思いま

す。イベント事業などを含めた「街づくり会社」

発足に向かい、まさに知恵を出さなければならな

いものと考えます。

　私は次世代の方々に「クリスロードスタンダー

ド」という考え方を思考の中に入れていただきた

いと思っています。例えば「クリスロード方式」

というゴミの収集方法。また、インフラ整備に仙

台市からその費用の3分の1を担っていただいてい

る考え方など、私共から発信した取り組みが沢山

あります。このように何かを始める時に「私共だ

けでなく、あまねく中心部に」という発想で進め

ることが、これからの街づくりにおいてとても重

要であるという観点からそのような考え方を構築

いただきたいと思います。

　

　最後になりますが、私共商店街の後継者の集ま

りの「クリスロード青年向上会」は昨年、創立75

周年を迎えました。15名の会員を擁し組合事業の

イベントを中心に献身的にその役割を担って今日

に至っています。また、商店街の女性会「はるな会」

の皆さまも先代の「わかな会」を引き継ぎ昭和52

年に発足して以来、商店街事業への関わりから種々

の社会貢献活動を40年近くの永きにわたって続け

られ、クリスロード商店街の名を高らしめていた

だいています。そして、その次の後継者の奥様方

を中心とする新たな女性会も近い将来に産声をあ

げる動きがあり、頼もしい限りと思っています。

　私共クリスロード商店街は豊かな地域社会の新

たな創造と来街されますお客さま方のコミュニ

ティとしてその使命の重要性をしっかり再認識し、

全組合員の皆さまと共に邁進していく所存でいま

す。改めてここに全組合員の皆さまの絶大なるご

協力と、関係機関の皆さまのご指導ご鞭撻を引き

続き賜りますよう心からお願い申し上げます。
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　この度、クリスロード商店街振興組合が創立50

周年を迎えられましたことを心よりお祝い申し上

げます。

　貴商店街は、伊達藩譜代の町から数え400年を

超える歴史を刻み、昭和38年に東北第1号の商店

街振興組合として設立されて以来、周辺商店街と

連携し、中心市街地エリアの活性化に積極的に寄

与され、「商都仙台」を象徴する商店街となってお

られます。

　平成18年には「がんばる商店街77選」の一つに

も選定され、平成22年には「地域商店街活性化法」

の認定を受け、安心・安全、環境配慮への取り組

みを始められ、平成26年2月に、組合設立年に建

設した商店街の顔とも呼べる全長285㍍にも及ぶ

アーケードを改修し、「人と環境にやさしい商店街」

として生まれ変わりました。さらに、同年3月には

仙台の商店街として初めてフリー Wi-Fi化を実施

し、来街者の利便性向上と災害時の情報発信設備

を整備するなど、商店街のフロントランナーとし

て精力的に取り組んでおられます。

　これもひとえに歴代の組合役職員及び組合員の

皆さまが一丸となって邁進された賜であり、その

御功績に対し深甚なる敬意を表する次第でありま

す。

　経済産業省といたしましては、商店街をとりま

く厳しい経営環境を克服し、来街者の支持を得て

中長期的に商店街が活性化する取り組みや、体質

強化に資する取り組みを支援してきたところです。

　貴商店街におかれましては、来街者ニーズの変

容、地下鉄東西線開通などの環境の変化に今後と

も対応され、発展を続けられるよう御期待いたし

ます。

　結びに、クリスロード商店街振興組合の今後ま

すますの御発展及び組合員の皆様の御活躍とさら

なる発展を祈念し、お祝いの言葉といたします。

経済産業省　東北経済産業局　局長

守本　憲弘
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お祝いのことば



　このたび、クリスロード商店街振興組合が創立

50周年を迎えられましたことに対しまして、心よ

りお祝いを申し上げます。

　貴商店街は、仙台藩の時代から「商人の町」と

して栄えてきた街であり、昭和38年に前身となる

「新伝馬町商店街振興組合」が東北発の商店街振興

組合として設立され、同じく東北初のアーケード

を建設されるなど、常に先進的な運営に取り組ま

れてまいりました。

　これまで、この歴史ある商店街の発展に努めて

こられた貴組合の歴代の理事長や役員、組合員の

皆様方に対しまして心から敬意を表する次第でご

ざいます。

　貴商店街には、東北・宮城の代表都市、仙台の

賑わいを象徴する「顔」の一つとして、地域の活

性化、商業の振興に多大なる御貢献をいただき、

さらには、東日本大震災の際には、数々の店舗が

いち早く再開し、県民の生活を支えていただきま

したことに、深く感謝申し上げます。

　さて、東日本大震災から3年が経過いたしました。

宮城県では、現在、復興に向け全力で取り組んで

おりますが、今後、本格的な産業復興に向けた動

きを一層加速させていく必要があるものと考えて

おります。

　商業振興につきましては、沿岸部の新たなまち

づくりとコミュニティ機能回復を担う商店街の再

生への支援を行うとともに、県内全域の商店街に

おける商業環境の変化、少子高齢化等の課題対応

のための支援を行っていくこととしております。

　貴組合におかれましては、県内商店街の活性化

の牽引役として、より一層の先駆的な取り組みや

積極的な事業活動を展開されますことを御期待申

し上げます。

　結びに、クリスロード商店街振興組合のますま

すの御発展と関係者の皆様方の御健勝を祈念いた

しまして、お祝いの言葉といたします。

宮城県知事

村井　嘉浩
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　このたびクリスロード商店街振興組合が創立50

周年を迎えられましたこと、また併せてこれまで

の歩みを綴られた記念誌を発刊されますことを心

よりお祝い申し上げます。

　仙台は、豊かな歴史や文化の蓄積を背景としな

がら、古き良きものと新しく先進的なものが融合

しながら発展して参りました。貴商店街振興組合

におかれましては「三瀧山不動尊祭典」「七夕まつ

り」「正月初売り御礼行事」等の伝統行事を開催さ

れるとともに、国連防災世界会議に向けたWi-Fi環

境の構築など時代を先取りした取り組みや、アー

ケードの大規模改修、また防犯カメラの設置など

安全安心の街づくりを進めてこられました。組合

加入率100％が示すように、鈴木理事長様を中心

とする組合員の方々の結束は固く、クリスロード

スタンダードを掲げ常に先駆者として活動されて

いる皆様の熱意と行動力に対し、深く敬意を表す

る次第であります。

　さて、人口減少や少子高齢化の進展など、都市

を取り巻く環境が大きく変化しつつある中で、本

市が将来にわたって都市間競争で選ばれ続け、東

北の中核都市として持続的に発展していくために

は中心市街地の活性化が不可欠であると考えてお

ります。貴商店街振興組合におかれましては、こ

れまでも中心部商店街活性化の牽引役として、ま

た本市と一緒に地域を支えるパートナーとしてご

活躍いただいておりますが、より魅力ある地域づ

くりと本市経済の発展、そして東北全体の復興を

牽引するため、引き続きご尽力を賜りますようお

願い申し上げます。

　結びになりますが、この記念すべき創立50周年

を契機として、クリスロード商店街振興組合が一

層結束を強められるとともに、今後益々のご発展

を心からお祈り申し上げます。

仙台市長

奥山　恵美子



お祝いのことば

　クリスロード商店街振興組合創立50周年記念誌

の発刊にあたり、一言お祝いの言葉を申し上げま

す。貴組合におかれましては、商店街振興組合法

の施行を受け、昭和38年4月に東北で第1号となる

新伝馬町商店街振興組合として発足以来、激動す

る社会情勢や経済環境の荒波を乗り越えながら、

東北において初の全蓋アーケードを設置されるな

ど、当市はもとより、東北をリードする商店街と

して発展をされ、この度創立50周年という記念す

べき年を迎えられましたことは、誠にご同慶に堪

えません。今日のご隆盛は鈴木理事長さんをはじ

め歴代の理事長さん方、役員ならびに組合員各位

の弛まぬご努力の賜物であり、改めて敬意を表す

次第であります。

　貴組合の皆さまには、日頃より商工会議所が行

う「仙台七夕まつり」や「年末お客様感謝祭」な

どの各種事業への参加を通じ、地域文化の伝承、

賑わい創出への多大なるご貢献をいただいており

ます。特に、3年前の東日本大震災発災直後には、

物流が途絶え人々の不安が高まる中、いち早く店

舗を再開され、食事や生活必需品を提供するなど、

何よりの安心感をもたらされたことは、あらため

て地域が、「商店街＝地域コミュニティの核」であ

ることを再認識した出来事であります。

　さらに本年は、平成27年3月の第3回国連防災世

界会議の開催に向けた受入環境整備の1つとして、

Wi-Fiインターネット利用環境を整備されるなど、

ビジターのおもてなし向上に向けた積極的な活動

を実施されております。このような取り組みは、

当市が今後コンベンションシティとしての発展を

考えるうえで、中心部商店街に求められる役割を

果たすものと大変期待申し上げる次第であります。

どうかクリスロード商店街振興組合におかれまし

ては、創立50周年を新たな契機とされ、その固い

結束力のもと、当地域経済の発展はもとより、東

北地域商店街のけん引役として、引き続きご尽力

されますよう念願いたす次第であります。

　結びに、貴組合の今後益々のご発展をお祈り申

し上げますとともに、組合員各位のご健勝とご活

躍を祈念いたし、お祝いの言葉といたします。

仙台商工会議所　会頭

鎌田　宏
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　クリスロード商店街振興組合が創立50周年を迎

えられましたこと、心よりお慶び申し上げます。

顧みますと、貴組合は、昭和38年4月1日に東北初

の商店街振興組合「新伝馬町商店街振興組合」と

して設立以来、組合と組合員の方々との協力体制

を充実強化させ、平成3年度には「いい気分で過ご

す街、生活創造ストリート」をコンセプトに新アー

ケード街「クリスロード」を完成させました。組

合名称も「クリスロード商店街振興組合」と改称

され、来街者が楽しくショッピングができる安心

で安全な環境づくりやイベント事業を継続的に実

施し、東北地方を代表する商店街として積極的な

事業運営に取り組まれて来ました。

　特に昨年度は、アーケードの改修と照明のLED

化、防犯カメラの増設や非常放送設備の改修等を

行い、「人にやさしい安心・安全な街づくり」「環

境にやさしい街づくり」を更に推し進めると同時

に、「2014新生クリスロード誕生祭」を開催し、

Wi-Fiを活用した「電子スタンプラリー」を実施す

るなど、先進的な活動は他の商店街の模範として

高く評価されるものであります。

　また、仙台の伝統行事である初売りや七タまつ

りをはじめ、ハロウィンパレードやクリスマスコ

ンサート等、多種多様な季節イベントを実施し、

仙台市内では最も通行量の多い商店街として常に

賑わいに溢れております。これもひとえに理事長

をはじめ組合員の皆様の熱意とご努力の賜物であ

り、心から敬意を表します。

　近年、郊外大型店の相次ぐ出店や競合により、

中心部商店街組合の事業環境は日毎に厳しさを増

している状況下にありますが、この50周年を契機

として更に団結を強め、商店街コンセプトをいか

んなく発揮していただきたいと存じます。

　結びになりますが、クリスロード商店街振興組

合の限りないご発展と組合員の皆様のご隆盛をご

祈念申し上げお祝いの言葉といたします。

宮城県中小企業団体中央会　会長

今野　敦之



クリスロードの四季

夏



組合設立許可書

昭和38年4月1日、商店街振興組合法の適応を受け、東北で第一号の新伝馬町商店街振興組合が発足した。
下は、認可申請書に添付した設立趣意書

─ 17 ─
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沖縄懸賞旅行（1983年）

中元セールでの当選者を

沖縄に招待。2泊3日

西　暦 年　号 クリスロード主な出来事 仙台圏主な出来事

１９８２

１９８３

１９８４

１９８５

昭和57年

昭和58年

昭和59年

昭和60年

中央二丁目商店街振興組合設立20周年記念式典
20周年記念誌「20年のあゆみ」発行（10月）

　
節分会（1月）
　
花祭り（4月）

沖縄懸賞旅行（9月）

中央二丁目青年向上会創立45周年
　

ブロンズ板の
旧町名碑設置
90㌢×120㌢

東北新幹線開業

仙台西道路が暫定開通

仙台第一生命タワービルディング完成

節分会豆まき（1983年）

来街者とのよいコミュニケーションの場になる

クリスロードの歩み
※現存する資料から確定できる、原文のままに掲載しています
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西　暦 年　号 クリスロード主な出来事 仙台圏主な出来事

１９８６

１９８７

１９８８

１９８９

１９９０

昭和61年

昭和62年

昭和63年

昭和64年
平成元年

平成２年

高度化資金借入申請書提出について検討

街のモール化を発意、事業方針策定に着手（1月）
　
熊本、高松など他都市の
アーケード（商店街）を視察（9月）

成人式（1月）

街のモール化の事業方針を決定、連絡協議会結成（1月）

基本計画（6月）に続き、実施計画策定（12月）

みやぎ工業会設立総会

仙台地下鉄南北線開通

泉市、秋保町が仙台市に合併

住友生命仙台中央ビル（SS30）
竣工
仙台市、政令指定都市へ

東北初の国際定期便（ソウル
便）就航

花祭り（1983年）

子どもと親に甘茶サービス

仙台市内の寺院から釈迦像をお借りした

成人式（1990年）

当時の組合員従業員の成人

式の様子。多数の役員と雇

用主とで従業員の成人を

祝った
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西　暦 年　号 クリスロード主な出来事 仙台圏主な出来事

１９９１

１９９２

平成３年

平成４年

アーケード建設工事着工（5月）
　
CI（コミュニティ・アイデンティティ）計画に着手

（7月）
　
イメージソングとして仙台市出身の遊佐未森さん
作詞作曲による「いつも同じ瞳」を採用

クリスロードアーケード完成（2月）
オープニングセレモニー実施（3月14日）
アーケード･カラー舗道完成祝賀会（3月25日）
　
　　「人間性の回復を目指し、商店街を単なる買物の場と

　して捉えるのではなく人間の交流の場として捉え、　

　楽しく安心して遊べるショッピング・コミュニティ・

　ゾーンとして魅力ある街づくりを行う」との理念の

　もと、愛、本物、くつろぎ、居心地、やさしさを街づ

　くりのキーワードとしている。

　　商店街の名称は、「いい気分ですごす街」のスロー

　ガンに基づき、クリエーティブ・ライフ・イン・ショッ

　ピング（Creative Life In Shopping）の頭文字をとって「ク

　リス（CLIS）」とし、欧米の若者の名前に擬しながら、「生

　活創造ストリート クリスロード」とした。

仙台商工会議所創立100周年

第1回仙台ハーフマラソン大会
開催

仙台市営地下鉄
八乙女〜泉中央延伸

工事により、アーケードが取り外された（1991年）
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西　暦 年　号 クリスロード主な出来事 仙台圏主な出来事

１９９２ 平成４年

オープニングセール開催（3 〜 4月）

名称を「クリスロード商店街振興組合」へ変更 
（総会決議）（5月）

　　幅員11・0㍍、総延長285㍍の通路は、「川の流れを

　イメージした、水、緑、風、光のあるミニパーク」を

　コンセプトに、広瀬川をイメージしたカラー舗道とし

　た。通路中央部には、御影石を川の水の流れにあわせ

　て敷き詰めた。また、四季の風情を体感できるよう、4

　種21本の樹木を植栽した。

　　名掛丁との境には、両商店街の境界となったと言わ

　れる往時の四谷用水分流跡をパターン化した。　　　

　　高さは、これまでより2㍍高い11㍍。中央のドーム部

　分は、三原色を基調に40パターン以上のバリエーショ

　ン照明が演出でき、風と雲をイメージデザインした照

　明入り浮遊体シャンデリアを設置、ファンタジック・

　ストリームと名付けた。

　　　

仙台空港2500㍍滑走路完成

アーケード完成

オープニングセレモニー開催（1992年）

アーケードとカラー舗道の完成を祝し、

三瀧山不動院の加藤住職が安全祈願。

東北高等学校マーチングバンドのファ

ンファーレに続き、関係者により白鳩

の放鳥が行われた後、東北学院大学チ

アガール・チームが、はつらつとした

パフォーマンスを披露した
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西　暦 年　号 クリスロード主な出来事 仙台圏主な出来事

１９９３

１９９４

平成５年

平成６年

クリスロードオープン1周年記念事業開催（3 〜 4月）
　
照明普及賞優秀照明施設賞受賞（5月）

（社団法人照明学会照明普及会）
　
皇太子殿下ご成婚祝賀イベント･装飾
　
仙台七夕まつり団体賞金賞受賞（8月）

都市景観大賞受賞、東京日比谷で受賞式（10月）
　
クリスロード青年向上会発足55周年記念祝賀会（10月）

ごみ収集方法改善、クリスロード方式として注目される
　
クリスロード誕生祭イベントを開催（3月）

クリスロード商店街振興組合発足30周年記念パーティー（10月）
30周年記念誌「わが街400年」発行（10月）
　
クリスマスファンタジーセール開催（12月）

仙台−香港定期便就航

仙台東部道路開通
（仙台空港IC−仙台東IC間）

初売り（1996年）

初売り御礼行事として、芸者衆が来街者に

御神酒を振る舞う

クリスロードクリスマス

ファンタジー（1996年）

宮城学院中等部ハンドベル

クラブ「つぼみ会」による

ハンドベルの演奏とバララ

イカ演奏が行われた
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西　暦 年　号 クリスロード主な出来事 仙台圏主な出来事

１９９５

１９９６

１９９７

１９９８

１９９９

２０００

平成７年

平成８年

平成９年

平成10年

平成11年

平成12年

阪神淡路大震災に義援金150万円を
河北新報･NHK等を通じて贈呈

初売り御礼行事（1月）

クリスロード･ハロウィンイベント初開催（10月）

懸案･外国人露天商不法出店問題、
逮捕国外追放で決着

クリスロード商店街振興組合通常総会（5月）

三瀧山不動院奉納夏祭り（7月）
　
クリスマスファンタジー、光のファンタジー（12月）
宮城学院中等部生徒によるハンドベル演奏

クリスロード誕生祭セール（3月）

中央通り連合年末大売り出し（11月）

夢メッセみやぎ完成

仙台空港新旅客ターミナル
ビルの国際線利用部分が完成

仙台スタジアムオープン

AERオープン

仙台文学館開設

仙石線地下新線開業

三瀧不動尊夏祭り（1997年）

7月27日の宵祭で「掘出し市」が開か

れ、買い物客でにぎわった。

第1回ハロウィンイベント（1997年）

青年向上会の会員と子どもたちが仮装

して参加店をまわり、盛り上がった
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西　暦 年　号 クリスロード主な出来事 仙台圏主な出来事

２００１

２００２

２００３

２００４

平成13年

平成14年

平成15年

平成16年

ホームページ開設に伴うインターネットイベント初開催

アーケード照明設備（天井灯･ダウンライト等）の交換

ベガルタ仙台を商店街全体で応援（バナー掲示）

ワールドカップ･イタリアチームのウエルカム企画を実施

ハッピーバースデークリスロード開催（3月）
※誕生祭をリニューアル、NPOの協力を得てイベント実施

クリスロード青年向上会発足65周年記念パーティー（11月）

仙台四郎のオブジェ作成

年末イベント新企画、『キャッツ』ご招待（12月）

歴史的町名「標柱」について協議

クリスロードデー（誕生祭）イベント（3月）
　
クリスロード商店街振興組合通常総会（5月）

せんだいメディアテーク開館

地下鉄東西線まちづくり推進協議会設立

LOFTオープン

仙台空港アクセス鉄道起工式

エコ・ストリートinクリスロード

（2004年）

はるな会主催。エコ・ストリートを目標

にしているクリスロード商店街は、仙台

七夕まつりで使用した竹を角田市の「虹

の園」が再利用した竹炭の配布、リサイ

クル商品の販売などを行った

仙台七夕まつり（2002年）
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西　暦 年　号 クリスロード主な出来事 仙台圏主な出来事

２００４

２００５

２００６

２００７

平成16年

平成17年

平成18年

平成19年

クリスロード･ハロウィン（10月）
※幼稚園児180人参加によるハロウィン仮装パレード

携帯HP、クリスロードナビ完成
※QRコード制作に108店が参加

暴走車両進入による死亡事故発生（4月）
安全対策を最優先に治安強化
事故後であることに配慮し三瀧山不動院奉納夏祭りを中止
　
アーケード大規模修繕に向けた準備を開始
　
朝採り野菜 in クリスロードを初開催
※市内生産団体とタイアップ

防犯カメラの入れ替え実施

市中心部の地価上昇40%（全国一位）で、
老舗企業による土地売却が加速

アーケード中規模修繕を実施

プロ野球の新球団、東北楽天
ゴールデンイーグルス誕生

仙台中央警察署新庁舎落成式

ダイアモンドシティ仙台名取
SC着工

地下鉄東西線着工

クリスマスの飾り

仙台四郎の飾りも見える

宝船型のステージであいさつを

行う鈴木理事長（2007年）
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西　暦 年　号 クリスロード主な出来事 仙台圏主な出来事

２００８

２００９

２０１０

平成20年

平成21年

平成22年

クリスロード商店街振興組合新年会
130人規模で盛大に実施

春の誕生祭を3つのスポーツリーグを切り口に展開

仙台宮城デスティネーションキャンペーン
初開催によるウエルカム企画（10月）

自主防災組織設立
組合加盟率99%達成

天架オブジェ７基取り外し

朝どり野菜販売を「べジ・マート」として事業強化
　
クリスロードデー（誕生祭）イベント（3月）

クリスロード商店街振興組合通常総会（5月）

永年勤続優良社員表彰（5月）

クリスロード･ハロウィン（10月）
 ※幼稚園児180人参加によるハロウィン仮装パレード

森トラストの仙台一番町
プロジェクトビル着工

仙台マークワン竣工

三井アウトレットパーク仙台
港、仙台泉プレミアム・アウ
トレット相次いでオープン

藤崎ファーストタワー館、
ララガーデン長町オープン

平和不動産の一番町平和ビル
着工

仙台アンパンマンこども
ミュージアム＆モール着工

朝どり野菜市開催（2009年）

産地直売の野菜が多数並んだ

避難訓練（2008年）

避難指定所の東二番丁小学校まで避難誘導訓

練を実施。組合員従業員がAEDの使用方法の

講習を受けた
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西　暦 年　号 クリスロード主な出来事 仙台圏主な出来事

２０１１

２０１２

２０１３

２０１４

平成23年

平成24年

　

平成25年

平成26年

CO2削減に向けてアーケード内照明のLED化

アーケード震災緊急修繕･補強工事

アーケード内サークルベンチ新設

初売り、芸者衆による初売り御礼イベント（1月）
　
児童･生徒による故郷･復興プロジェクト
応援旗セレモニー（3月）

東日本大震災 鎮魂と未来･希望イベント開催（3月）

アーケード内樹木の植え替えおよび
サークルベンチの追加設置

東北楽天ゴールデンイーグルス日本一を祝う

クリスロード青年向上会75周年パーティー

クリスロード商店街振興組合新年会（1月）

新生クリスロード誕生祭（3月）

東日本大震災

トヨタ自動車東日本㈱発足

仙台駅東西自由通路拡幅工事
着工

羽生結弦選手金メダル
おめでとうパレード

故郷・復興プロジェクト（2012年）

市内の小・中学校189校による応援

旗を仙台ロータリークラブの支援

を受けて掲げた

クリスロード商店街振興組合

新年会（2014年）

手締めをする山崎副理事長ら

※主な出来事は、一部を掲載しています
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クリスロードの商品券

新伝馬町商店街振興組合時代（昭和38年〜47年）

中央二丁目商店街振興組合時代（昭和47年〜平成4年）
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クリスロード商店街振興組合時代（平成4年〜）
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青年向上会

　クリスロード商店街振興組合の青年部である青

年向上会は昭和13（1938）年に設立された青年部

です。平成25（2013）年に75周年を迎え多くの皆

さまにお祝いしていただき次の100年に向けて活

動しています。

　商店街振興組合が50周年なのに青年部が75周年

とは？と思われる方がほとんどだと思います。こ

れは商店街振興組合として創立してからの50年の

ことで、それは江戸時代に遡ることができるこの

街の歴史から捉えると何ら不自然ではないのです。

　その歴史の中で青年向上会（以降、向上会）は

理事会や委員会で構成される諸先輩方の指導や考

え方の中で街を担う次のリーダーとしての経験を

積む青年部です。定年制を採用し、現在は50歳を

もって卒業し、その経験を次世代へつなぐ役目を

果たします。

　現在の会員数は15名で商店街の行事に実働部隊

として関わり、特に毎年7月28日の三瀧不動尊祭

禮や10月のハロウィンイベントでは中心となって

盛り上げるために頑張っています。また、最低月

─ 32 ─

一回で例会を開催し、各行事への準備を行いイベ

ント後の懇親の席で会員同士の友好をさらに深め

ています。

　過去、街の行事として節分の豆まきやクリスマ

スイベントなどが開催されていた時期やさらに大

勢の青年部会員が所属していた時期もありました。

しかし、時代の流れと共に環境が変化していきま

す。そしてそれに対応する力を会員各自がさまざ

まなところで世間と関わって、商店街内に限らな

い人脈を築き、さまざまな経験を積む事によって

次の時代に備えています。

　そして、この街この地域の長い歴史の彼方から

聞こえてくる、築き上げてきた声に耳を傾けそこ

に自分達の経験を加味して商店街にフィードバッ

クしていくことが、我々向上会会員の役目であり

使命であるのではと思います。

クリスロード青年向上会会長

鈴木　宏宜

創立75周年パーティー
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創立65周年パーティー

創立60周年祝賀会

創立55周年祝賀会

創立40周年記念会



はるな会

　昭和52（1977）年春、はるな会は当時の理事長、

庄子喜兵衛氏と和かな会の有志の方々のお声掛け

により、東京第一ホテル仙台（現・ホテルクラウ

ンヒルズ仙台青葉通り）にて発会することができ

ました。

　振り返ってみますと、三好暉子初代会長から現

在まで38年の永きにわたって続いています。会規

約で会長任期を一年とし、全員が会長経験をする

ことにより、互いを思いやれる会員として自覚を

持ってほしいとの目的からでした。このような訳

で全員が協力的で楽しく会を盛り上げていくこと

ができたのではないかと思います。

　商店街活動に致しましても、結構出番が多く、

最初のお手伝いは節分会の豆まきでした。それは

それは大勢のお客さまでにぎわいました。また、

三瀧不動尊祭礼のお手伝いも、神輿かつぎ、てこ

舞と若い時の思い出です。現在はそろいの着物で

行列に参加させていただいています。これはひと

えに商店街の理事長、副理事長、専務理事、そし

て理事の方々の温かいお心遣いの賜物だと感謝し

─ 34 ─

ております。ありがとうございます。また、三社

祭接待、金蛇水神社接待とそろいの浴衣でお迎え

することなど、一々親会の心遣いであり、はるな

会の心を一つにしていただいた賜物だと思ってい

ます。

　はるな会独自の社会貢献として年3回、交通安

全キャンペーン、防犯キャンペーン、青少年健全

育成キャンペーンと参加させていただいています。

10月1日の赤い羽根共同募金活動においては、交

代で都合の付く時間帯に参加協力していただいて

います。また、春の遠足、秋の旅行と毎年企画し、

九州から北海道まで楽しい時間を共有することが

できましたのは、私達はるな会会員の宝物だと信

じています。また、はるな会の次に若い婦人の方々

が近い将来旗揚げすることを心から願っていると

ころです。

はるな会　38代会長

鈴木　美津子

三瀧不動尊夏祭り（本まつり）　平成7年7月
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伊香保温泉旅行（群馬県）　平成11年5月

つなぎ温泉旅行（岩手県）　平成8年11月

三瀧不動尊夏祭りのてこ舞（本祭り）　昭和61年7月

節分会　昭和56年2月



クリスロードの四季

秋



役員構成の歴史

─ 37 ─

理 事 長 庄子喜兵衛

副理事長 草野源正　　鈴木武夫

専務理事 今野　隆

理　　事 阿部秀雄　　櫻井理一郎　　若生　寛　　加藤隆作　　庄司信治　　木村孝雄

西村陽三　　鈴木泰爾　　江刺佑一郎　　鈴木久夫　　松沢建男　　大友菊夫

玉川敏次　　齋藤昌三　　三原一郎　　芳賀良治

監　　事 菅原正太郎　　馬淵文二　　三文字助次郎

理 事 長 桜井理一郎

副理事長 今野　隆　　松沢建男

専務理事 鈴木泰爾

理　　事 若生　寛　　庄司信治　　木村孝雄　　鈴木久夫　　大友菊夫　　玉川敏次

三原一郎　　芳賀良治　　阿部秀一　　鈴木久光　　鈴木祐太郎　　馬淵耕一

安部紀司　　三文字一郎

監　　事 本郷栄一郎　　江刺佑一郎　　斉藤昌三

理 事 長 桜井理一郎

副理事長 今野　隆　　松沢建男

専務理事 鈴木泰爾

理　　事 草野源正　　斎藤昌三　　若生　寛　　庄司信治　　三原一郎　　鈴木久夫

芳賀良治　　木村孝雄　　阿部秀一　　鈴木久光　　鈴木祐太郎　　大友菊夫

玉川敏次　　馬淵耕一

監　　事 三文字助次郎　　本郷栄一郎　　江刺佑一郎

昭和58・59年度

昭和60・61年度

昭和62・63年度
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平成元・２年度

平成３・４年度

平成５・６年度

理 事 長 桜井理一郎

副理事長 今野　隆　　松沢建男

専務理事 鈴木泰爾

理　　事 若生　寛　　庄司信治　　木村孝雄　　鈴木久夫　　大友菊夫　　玉川敏次

三原一郎　　芳賀良治　　阿部秀一　　鈴木久光　　鈴木祐太郎　　馬淵耕一

安部紀司　　三文字一郎　　庄子英文　　池田敏秀

監　　事 本郷栄一郎　　斉藤昌三　　菅原武義

理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 庄司信治　　鈴木久夫

専務理事 三文字一郎

理　　事 松沢建男　　若生　寛　　木村孝雄　　大友菊夫　　玉川敏次　　芳賀良治

阿部秀一　　鈴木久光　　鈴木祐太郎　　馬渕耕一　　庄子英文　　池田敏秀

荒井岩雄　　平賀ノブ

監　　事 本郷栄一郎　　斎藤昌三　　今野　隆

理 事 長 桜井理一郎

副理事長 今野　隆　　松沢建男

専務理事 鈴木泰爾

理　　事 若生　寛　　庄司信治　　木村孝雄　　鈴木久夫　　大友菊夫　　玉川敏次

芳賀良治　　阿部秀一　　鈴木久光　　鈴木祐太郎　　馬淵耕一　　安部紀司

三文字一郎　　庄子英文　　池田敏秀　　荒井岩雄

監　　事 本郷栄一郎　　斉藤昌三



平成７・８年度

平成11・12年度
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理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 鈴木久光　　玉川敏次

専務理事 三文字一郎

理　　事 若生　寛　　木村孝雄　　大友菊夫　　芳賀良治　　阿部秀一　　鈴木祐太郎

庄子英文　　池田敏秀　　平賀ノブ　　西村艶子　　内崎　隆　　山崎浩之

三好一夫　　松沢　等

監　　事 斉藤昌三　　今野　隆

理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 鈴木久光　　玉川敏次

専務理事 山崎浩之

理　　事 木村孝雄　　大友菊夫　　芳賀良治　　阿部秀一　　鈴木祐太郎　　三文字一郎

庄子英文　　池田敏秀　　平賀ノブ　　西村艶子　　内崎　隆　　三好一夫

松沢　等　　荒井岩雄

監　　事 今野　隆　　若生　寛　　馬渕耕一

理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 鈴木久光　　玉川敏次

専務理事 三文字一郎

理　　事 若生　寛　　木村孝雄　　大友菊夫　　芳賀良治　　阿部秀一　　鈴木祐太郎

庄子英文　　池田敏秀　　平賀ノブ　　西村艶子　　内崎　隆　　山崎浩之

三好一夫　　松沢　等

監　　事 斉藤昌三　　今野　隆　　荒井岩雄

平成９・10年度
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平成13・14年度

平成15・16年度

平成17・18年度

理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 鈴木久光　　玉川敏次　　鈴木祐太郎（14年度）

専務理事 山崎浩之

常務理事 松沢　等

理　　事 大友菊夫　　阿部秀一　　鈴木祐太郎　　玉川敏次（14年度）　　三文字一郎

平賀ノブ　　西村艶子　　内崎　隆　　三好一夫　　荒井岩雄　　芳賀一浩

三原廣太郎　　菅原裕順

監　　事 若生　寛　　馬渕耕一　　木村孝雄

理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 鈴木久光　　鈴木祐太郎

専務理事 山崎浩之

常務理事 松沢　等

理　　事 大友菊夫　　三文字一郎　　平賀ノブ　　西村艶子　　内崎　隆

三好一夫　　荒井岩雄　　芳賀一浩　　三原廣太郎　　菅原裕順

今野公夫　　松坂　信

監　　事 若生　寛　　馬渕耕一　　木村孝雄

理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 鈴木久光　　鈴木祐太郎

専務理事 山崎浩之

常務理事 松沢　等

理　　事 三文字一郎　　平賀ノブ　　西村艶子　　内崎　隆　　三好一夫

荒井岩雄　　芳賀一浩　　三原廣太郎　　今野公夫　　松坂　信

阿部賀寿男　　鈴木宏宜

監　　事 若生　寛　　木村孝雄



平成19・20年度

平成23・24年度

平成21・22年度

─ 41 ─

理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 鈴木久光　　鈴木祐太郎

専務理事 山崎浩之

常務理事 松沢　等

理　　事 三文字一郎　　平賀ノブ　　西村艶子　　内崎　隆　　三好一夫

荒井岩雄　　芳賀一浩　　三原廣太郎　　今野公夫　　松坂　信

阿部賀寿男　　鈴木宏宜　　菅原裕順

監　　事 若生　寛　　木村孝雄　　庄子英文

理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 鈴木久光　　鈴木祐太郎

専務理事 山崎浩之

常務理事 松沢　等

理　　事 三文字一郎　　平賀ノブ　　西村艶子　　内崎　隆　　三好一夫

荒井岩雄　　芳賀一浩　　三原廣太郎　　今野公夫　　松坂　信

阿部賀寿男　　鈴木宏宜　　菅原裕順　　庄子文康

監　　事 木村孝雄　　太田隆介

理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 鈴木久光　　鈴木祐太郎

専務理事 山崎浩之

常務理事 松沢　等

理　　事 平賀ノブ　　西村艶子　　内崎　隆　　三好一夫　　荒井岩雄　　

芳賀一浩　　三原廣太郎　　今野公夫　　松坂　信　　阿部賀寿男

鈴木宏宜　　菅原裕順　　庄子文康

監　　事 木村孝雄　　太田隆介



平成25・26年度

理 事 長 鈴木泰爾

副理事長 荒井岩雄　　山崎浩之

専務理事 今野公夫

常務理事 松沢　等

理　　事 平賀ノブ　　西村艶子　　内崎　隆　　三好一夫　　芳賀一浩

三原廣太郎　　松坂　信　　阿部賀寿男　　鈴木宏宜　　菅原裕順

庄子文康　　岩本富貴

監　　事 木村孝雄　　太田隆介

事務局長 根元重通

事 務 局 遠藤まりえ　　森山寛子

※役員名簿は現存する資料から確定できる、原文のままに掲載しています
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平成26年度 クリスロード商店街振興組合  理事の顔ぶれ
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理事長インタビュー

クリスロード商店街振興組合　理事長

鈴木　泰爾　

「
人
を
育
て
る
こ
と
が
大
事
」
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　──理事長に就任して21年を迎えられまし

た。改めてこの21年を振り返っていかがです

か。

　鈴木　平成5（1993）年に理事長に推挙いただ

いて、早いもので今年で21年になりました。こ

こまで理事長を続けてこれたのは、歴代の理事を

始め、組合員さんのご協力の賜物だと考えていま

す。実は、当時の総会で皆さんに申し上げたこと

は、「大店の人が商店街のリーダーになるという

ことはよく聞く話ですけれど、私のような小規模

の店の人間を総会において理事長就任を承認して

くださったということは、皆さんの度量に敬意を

評します」でした。最初に見栄を切りました。そ

れから今日まで私の役目は、組合員から預けられ

た「コスト」（お金）をこの街を発展させるため

に無駄なく使い、常にそれを意識しながら商店街

のために貢献するということです。そのために必

要だと感じたことが、チームづくりでした。

　思い返すと、これまでのクリスロード商店街の

理事長としての21年の歴史があるのは、一人で

なし得るものではなく「チーム」の存在があった

ればこそです。まさに「組織は人なり」というこ

とですね。

　──理事長ご自身はどのような行動を心がけて

きたのでしょうか。

　鈴木　21年間理事長として自分で意識してき

たことは、「リーダーは政治家であれ」というこ

とです。実際は「政治家」ではありませんが、仕

事としていることはほぼ「政治家」と同じだと考

えています。そして、組合の副理事長、専務理

事、常務理事の役目は、「政治家」の話を具現化

するために予算措置や事務手続きなどを行うこと

です。その結果、「政治家」である私や組織全体

がけん引され、組織の生産性が高まっていくのだ

と思います。

　新年の話ですが、私が賀詞交換会であいさつに

「チーム」の存在が不可欠

リーダーは政治家であれ
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行くのは決まって行政の方々のところです。それ

は、組合員のお店の売り上げに資する行動を組織

を通じて具現化するのが私の役目だと理解してい

るらです。

　また、自分があいさつをするような場所でない

としても、自分ならどのようなあいさつをしたら

よいかということを常に念頭に置いて行動してい

ます。とっさに指されても窮することがないよう

に訓練しているのです。それによって数多くの修

羅場をくぐりぬけることもできたのではないかと

考えています。

　──クリスロードスタンダードという考え方を

組合員に持ってほしいとお考えだそうですね。

　鈴木　私が初めて理事長になったときの副理事

長の一言に理事が賛成して始まったことがありま

す。それは、清掃公社の車を一カ所に停めて、あ

る時間にみんなが集中的に来てごみを出すとい

うものです。カラスも来ない画期的な方法でし

た。ゴミの量を考え、飲食店の方のランチ時間が

終わった後、3時から3時30分の間に設定しまし

た。その手法が、市内に広がり、全国的にも広

がっていきました。このようなクリスロードから

広がる動きをクリスロード方式と呼ぶようにした

のがそもそもの始まりです。

　それから暮れの売り出しです。組合の参加店も

参加店でないお店も不公平なく負担を担う必要が

あると考え、クリスロードでは売り出しに参加し

ないというのはどうだろうかという話をしたとこ

ろ、理事たちが賛同してくれたので、その話をほ

かの商店街に持っていきました。組合員の皆さん

から集められた予算を使うわけですが、売り上げ

につながるような工夫や努力が少し物足りないよ

うに感じていましたし、売り上げにつながるよう

な方法を考え出して、きちんと実行することが大

切なのではないかと感じたからです。1年ほどか

けて関係者に話をし、現在の歳末大売り出しの抽

選会のような形にしていきました。

　もうひとつが七夕まつりです。中心部6商店街

で金銀銅の３つしか賞金がありませんでしたが、

100 年に向けたスローガン
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予算を調整して6商店街全部に金銀銅の各賞金が

出るようにしました。翌年にもっとやる気を出し

て七夕飾りに取り組んでほしいという気持ちが

あったからです。

　これらクリスロード商店街から生み出される手

法があまねく中心部のスタンダードになっていく

という意味では、クリスロード商店街はスタン

ダードな考え方を常に発信していく商店街とし

て、これからも常に新しい考え方を編み出す組

織・理事会でなければならないと考えています。

このクリスロードスタンダードが、クリスロード

商店街のこれから100年に向けて大きな意味を持

つスローガンになると思います。

　──このような新しいアイデアはどんなときに

浮かぶのでしょうか？

　鈴木　熱心にやっていると、自然に浮かんでく

るんですよ。先日私も74歳になりました。これ

からは若い方が生み出す考えに賛成したり、バッ

クアップしたりするという方向に行くのが私の役

目かなと考えています。ただ、20年前と考え方

は変わりませんし、組合に資するならば、歳とと

もに老練の中から生み出される考え方も大事では

ないかなと思って行動しています。

　──次世代のクリスロードを担う向上会の若い

メンバーについてはいかがですか。

　鈴木　残念ながら若手とわれわれとの間を埋め

る年代の人がいません。でもそのような人がいな

くても、心ある向上会のメンバーは目的に向かっ

てまっすぐ進んでいます。クリスロード商店街で

は上下関係がありません。上下関係がないところ

で目的に向かって進むためには、最初に話しまし

たコストを無駄にするようなことがあってはいけ

ないという基本的な考え方とチームづくりが重要

になります。ですから私としては、将来のロード

マップを作ることではなく、人を育てる積み重ね

を今後進めていきたいと考えています。これから

将来の街のあり方を考えると、人を育てることが

何よりも大切になると考えるからです。

　──ありがとうございました。

クリスロードを次世代に
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クリスロードの四季

冬
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水晶堂眼鏡店
中央2丁目4番11号

阿部蒲鉾店
中央2丁目3番18号

レナーク  イスト
中央2丁目3番18号2階

阿部賀寿男
代表取締役社長

池田祐太店長

ホテルクラウンヒルズ
仙台青葉通り

中央2丁目3番18号

新伝馬町  さゝぶ

松沢等
代表取締役社長

籠島裕二マネージャー

クリスロード商店街振興組合
加盟店紹介

（平成26年8月31日現在）
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松屋仙台クリスロード店
中央2丁目4番11号

フクヤジャパン
中央2丁目4番10号

松沢医院
中央2丁目4番11号松澤一男院長

玉澤総本店
中央2丁目3番19号

船迫春子店長

安部匡晃副社長

ナノユニバース
ブルーゲート

さど眼科
中央2丁目4番11号2階佐渡一成院長

集合郎はなれ
中央2丁目4番11号地下1階吉田正幸店長
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RING
中央2丁目3番20号2階

セザーヌ
中央2丁目3番20号

鈴木泰爾
代表取締役

REGAL仙台店
中央2丁目3番21号

FLANAGE仙台店
中央2丁目4番8号

㈱木村屋
中央2丁目4番8号

ひな野クリスロード店
中央2丁目4番8号2階

佐々木祐一店長金子祐輔店長

木村孝雄
代表取締役

千葉昭店長
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baby shoop
中央2丁目4番7号

そば処  丸よし
中央2丁目4番7号

大友壮太郎
代表取締役

伊達路
中央2丁目4番8号小沼伸之店長

ABC-MART仙台店
中央2丁目3番21号萩野良店長

savon hair design casa+
中央2丁目3番21号3階

内海智也店長

㈱イブブリアン
中央2丁目3番21号

山川正利
代表取締役社長
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DHC仙台クリスロード直営店
中央2丁目4番7号

平野夏希
スタッフ

街道青葉
中央2丁目4番7号2・3階後川美和子店長

彩のごとく
中央2丁目3番23号2・3階

原田誠店長

ハヤサカサイクル仙台中央店
中央2丁目4番6号

菊地隆仁店長

弐萬圓堂クリスロード本館
中央2丁目3番24号

サブウェイ
中央2丁目3番23号

外山裕梨店長



アディダスパフォーマンス
センター仙台店

中央2丁目4番5号

─ 56 ─

金田了店長

ばんせい保険コミュニティ
仙台クリスロード店

中央2丁目4番5号

菅原江美店長

岩上真理店長

セントローズクリニック
中央2丁目4番5号6階

ホットヨガスタジオ
ロイブ

中央2丁目4番5号5階

大橋朋子
スタッフ

タイトーステーション
仙台クリスロード

中央2丁目3番25号

さが美仙台店
中央2丁目4番5号

炭村洋平店長
山田将行店長
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マブチ  ファブリックス
中央2丁目3番6号7階八木沼善弘店長

新伝馬町中央通りビル㈱
㈱ライオン

中央2丁目3番6号

鈴木祐太郎代表取締役

㈱榎戸金庫鉄工所（エノトビル）
中央2丁目3番29号

榎戸久美子
代表取締役

ペットウィズダイエー仙台店
中央2丁目3番6号6階

前川若菜店長

ダイエー仙台店
中央2丁目3番6号

グラン・サイバーカフェ
バグース仙台店

中央2丁目4番5号3・4階 橋本健司店長

板橋慎一店舗責任者
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サンドラッグ
仙台クリスロード店

中央2丁目4番3号

サンドラッグ
仙台中央通り店

中央2丁目2番21号

パーツクラブ仙台店
中央2丁目4番3号2階木村恵店長

ungu hair labo
中央2丁目4番3号4階勝又理恵店長

新星堂カルチェ５仙台店
中央2丁目4番2号1〜3階

笠原将邦店長 山野楽器ロックイン
ヤマノミュージックサロン仙台

中央2丁目4番2号地下1階・4・6・7階

毛塚昇店長

渡邉寛人店長 入内島涼店長

PRONTO 仙台青葉通り店
中央2丁目3番6号

市川仁郎
総括マネージャー
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七十七銀行新伝馬町支店
中央2丁目4番1号

菅原興業
中央2丁目4番2号

佐藤真治
支店長

小柳達哉代表取締役

カルチャースクール
あくと塾.

中央2丁目4番2号5階
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ドコモショップ仙台クリスロード店
中央2丁目2番18号

髙野和彦店長

日進堂本店
中央2丁目2番18号江刺裕修取締役

利久中央通り店
中央2丁目2番16号結城友徳店長

イタリアンダイニング
中央2丁目2番15号1階・地下1階

高橋一徳
総括マネージャー

苺
中央2丁目2番15号2・3階

高橋一徳
総括マネージャー

LIZA仙台店
中央2丁目5番10号
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さえらブティック  モトキ
中央2丁目5番10号

佐々木邦枝
代表取締役

精幸堂
中央2丁目5番10号

芳賀一浩
代表取締役

桜井薬局
中央2丁目5番10号

桜井昭夫
専務取締役

鈴木寛店長

合鍵・靴修理
バロックワークス

中央2丁目5番10号地下1階

魚たつ
中央2丁目5番10号地下1階大宮賢二店長

鳥もん
中央2丁目5番10号地下1階

竹中洋店長
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クリスロード高橋歯科
中央2丁目5番10号3階

高橋徹院長

オイスターハウスヤマト
中央2丁目5番10号地下1階

続橋順平店長

牛たん  牛兵衛
中央2丁目5番10号地下1階

後藤笛美店長

Sugar. mee
中央2丁目5番10号2階佐藤武士代表

桜井薬局セントラルホール
中央2丁目5番10号3階

いけばな教室  七耀会
中央2丁目5番10号3階

遠藤瑞知
支配人

池坊
小原光華氏

　  

ハ
ー
ト
音
楽
院

火 

ギ
タ
ー
教
室

　
　
　
　
　
　 

芦
沢
哲
弥
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坊
　   

伊
藤
恵
風

木 

池
坊
　   

小
原
光
華

金 

小
原
流
　
遠
藤
怜
泉
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アンドモア仙台本店
中央2丁目5番10号

サンクス仙台クリスロード店
中央2丁目5番15号

菅原弘輝
オーナー

丸仙カバン店
中央2丁目2番20号

鎌田淳
代表取締役

ノースブルック仙台店
中央2丁目2番20号

八重樫興大店長

tutuanna
中央2丁目5番9号

鎌田麻衣店長

モダンクラフト中央店
中央2丁目5番9号2階

杉澤友樹店長
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オレンジツリー
中央2丁目5番9号2階

髙橋友和氏

庄文堂
中央2丁目5番9号3階

庄子文康
代表取締役

実業興産
中央2丁目5番8号

サンマルクカフェ
仙台クリスロード店

中央2丁目5番8号

大岩正幸店長

仏壇の仙和
仙台クリスロード店

中央2丁目2番22号

千葉清利店長
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菅原園三瀧山不動院店
中央2丁目5番7号

菅原裕順
代表取締役

仏壇の佐正
中央2丁目5番7号

佐藤佑
専務取締役

三瀧山不動院
中央2丁目5番7号

加藤隆俊
副住職 マツモトキヨシ

仙台クリスロード店
中央2丁目2番24号

ミスタードーナツ仙台中央通りショップ
　中央2丁目5番7号

木村麻美店主

SPC
中央2丁目2番25号

川上勇店長

佐々木和志店長
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天成堂
中央2丁目2番25号

平禄寿司仙台クリスロード店
　中央2丁目2番26号

後藤洋希氏

ドトールコーヒーショップ
仙台クリスロード店

中央2丁目5番6号

渡辺由美子店長

まあじゃん  ちゃーぴーはうす
中央2丁目5番6号2階

都留茂睦
代表取締役

パタゴニア仙台
中央2丁目5番6号佐々木広生店長

斎藤屋
中央2丁目5番6号

齋藤新太郎
代表取締役
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近江屋綿店
中央2丁目2番28号

阿部弘
代表取締役会長

美容室アリミノ
中央2丁目5番5号7階佐藤三枝子代表

すき家仙台クリスロード店
中央2丁目2番29号

渡辺礼子
チーフ

三好堂
中央2丁目2番29号

三好一夫
代表取締役

㈱百反
中央2丁目2番27号

岩本政郁
代表取締役

サンティー
中央2丁目5番5号

千葉治彦
代表取締役
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マクドナルド仙台中央通り店
中央2丁目2番29号2階

浅田弘之店長

café haven't we met opus
中央2丁目2番29号

COPO仙台クリスロード店
中央2丁目5番4号

小池邦明店長

今野珈琲
中央2丁目5番4号

今野公夫
代表取締役

ダイコクドラッグ
仙台クリスロード店

中央2丁目2番30号

カラオケ招福亭めがクレヨン
仙台クリスロード店

中央2丁目2番30号2階



菅野雅己
ストアマネージャー
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飛梅クリスロード店
中央2丁目2番30号2階

松野悠紀店長

スターバックスコーヒー
仙台クリスロード店

中央2丁目5番3号

OMU
中央2丁目5番3号3階

やまふく
中央2丁目5番3号

山崎浩之
代表取締役社長

三原堂
中央2丁目5番2号

三原廣太郎
代表取締役

㈱日興ビジネス
（日興ビル）

中央2丁目2番30号
雫石つや
代表取締役
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エディー・バウアー
仙台中央店

中央2丁目5番1号

池田礼緒奈店長

寒河江望仁
代表取締役

大井ジュエリークリスロード中央店
中央2丁目2番32号

Luxury Nail Salon BLESS
中央2丁目2番32号2階

三文字屋
中央2丁目5番1号

三文字一郎
代表取締役

おはな
中央2丁目5番1号地下1階

佐々木一実
総括店長

マイスタイル
中央2丁目5番1号3階

伊藤裕介
スタッフ
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クレアーズ
仙台クリスロード店

中央2丁目2番32号

佐藤志織店長

末広庵本店
中央2丁目2番35号

佐藤均
代表取締役

末広本店
中央2丁目2番36号

佐藤亨
代表取締役

コーヒーショップストップ
中央2丁目2番37号

シーボン仙台店
中央2丁目5番1号3階伊藤陽子店長
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仙台縁日
produced by 仙台放送

中央2丁目1番18号

ひらが
中央2丁目1番15号

ゆいまーる
中央2丁目1番15号

仙台マンション
中央2丁目1番15号

菱彩香店長

平賀ノブ
代表取締役

鈴木とよ子代表

菅野哲子
代表取締役

大黒屋仙台クリスロード店
中央2丁目1番15号2階

櫻井鉄矢
代表取締役

ソフトバンク仙台クリスロード店
中央2丁目6番12号
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白洋舎中央サービス店
中央2丁目6番12号

きものゝ老舗にしむら
中央2丁目6番11号

福西章一支店長

西村艶子
代表取締役

CAFE  ミスティー
中央2丁目6番10号2階前原とし子代表

荒岩本店
中央2丁目6番10号

Cure Heart

荒井岩雄
代表取締役

光翠商事
中央2丁目6番12号

AIGLE
中央2丁目6番10号早坂清敬店長
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 TOTAL BEAUTY SALON
 LUXY

中央2丁目6番10号2階

西舘保宗代表

エッフェ・ビー仙台店
中央2丁目6番8号

藤原久美店長

田所照章
代表取締役

カプリチョーザ
仙台中央通り店

中央2丁目6番7号2階

大里光幸店長

常陽銀行仙台支店
中央2丁目1番21号桑原康支店長

ナインエー
中央2丁目6番10号2階

及川光昭
マネージャー

ホテルグリーンチェーン
プレミアム グリーンプラス

中央2丁目6番8号



伊勢屋クリスロード店
中央2丁目6番7号地下1階
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hair&make  Cardea
中央2丁目6番7号3階

阿部達哉店長
松坂信

代表取締役社長

太田屋ビル
中央2丁目6番7号

喜楽ビル
エンドウ運動具店
花屋ビル
伊藤忠アーバンコミュニティ
あかかぶクリニック
中島安雄商店
若生金物店

クレパス
清野商事
くさのや
椎名ビル
倭紙の佐々忠
常陽施設管理
Smart  Labo（平成26年9月10日オープン）

太田隆介代表

クリスロード商店街振興組合加盟店（平成26年8月31日現在）
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50周年記念誌の作成にあたり
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　昨年、当商店街は組合設立50周年を迎えました。その記念事業の一環と

して50周年記念誌を発行すべく委員会が結成され、組合の歴史を振り返る

作業をおこなってきました。

　組合事務所に残されている組合設立趣意書を始めとするさまざまな貴重

な資料、きちんとアルバムに保存されたおびただしい数の写真。あらため

てこの商店街の歴史とそれを支えてきた先人たちの努力とメッセージがひ

しひしと伝わってきます。

　中心部商店街の空洞化が問題となっている今日においても東北で最も多

くの来街者数を維持しているのは、理事長をはじめとする理事の皆さまの

たゆまぬ努力と、それを支える青年向上会、はるな会全員のチーム力のた

まものです。

　昨年度、クリスロード商店街は20年ぶりに最新の防犯カメラの設置をは

じめとするアーケードの大規模な改修をおこないました。「人と環境にや

さしい商店街」をコンセプトにおこなわれたこの改修工事により、商店街

は快適で安全なものとなりました。次世代を担う組合員の更なる努力を期

待せずにはいられません。

　本誌が、50周年を振り返り、これからの50年のために我々が行ってい

かなければいけないことを考察する一助に資すれば幸いです。

　最後に、本誌の発行にあたりさまざまな助言をいただきました諸先輩

方、編集委員会の皆さまに深く感謝を申し上げます。

編集委員長

山崎　浩之

これからの50年のために
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