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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

 

 

 

 

 

 

 栗原市栗駒岩ケ崎地区の六日町通り商店街

では、空き店舗を活用し地域の活性化を図る

プロジェクトを実施しています。 

このプロジェクトは、栗原市地域おこし協

力隊が中心となり、商店街の空き店舗を調査

し、その活用に向けて、開業を希望する人と

のマッチングを行っているものです。 

この活動が実を結び、これまで美容室や飲

食店、登山用品店、ジーンズショップが次々

と開店しました。今後もバーや焼き鳥屋など

が開業予定となっています。 

人口流出や空き家・空き店舗の増加が加速

する時代に、このような活気ある街づくりが

進む六日町商店街の取り組みは注目を集めて

います。この素晴らしい活動を知り、それぞ

れの地区の活性化につなげようと、地域づく

り団体協議会栗原支部では、今回、六日町通

り商店街を訪問する見学会を開催します。 

六日町通り商店街の取組事例を新規開業店

舗を見学しながら学びます。商店街で活躍する

地域おこし協力隊から、プロジェクトを通しての喜

びや苦労している点などの生の声を聞くことがで 

 

 

 

 

きます。2 月 25 日（日）の見学会当日は、栗駒

地区に春を呼ぶ伝統行事“くりこま商家のひ

な祭り”も楽しめます。また、ひな祭りの染

め物ワークショップにも参加できます。この

地域づくり見学会に参加し、地域の活性化の

ヒントを一緒に探しましょう。参加申込み・

お問合せは、下記まで。 

  

 

 

 

 

 

 

（プロジェクトに参加する六日町通り商店会の皆さん） 

■問い合わせ先 

 みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部事務局 

 （宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 

   地方振興部商工・振興班内） 

 電話：0228-22-2195 

  https://www.facebook.com/みやぎ地域

づくり団体協議会栗原支部 
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宮城県 東部地方振興事務所登米地域事務所商工・振興班  0220-22-6123 http://www.pref.miyagi.jp/et-tmsgsin/ 
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圏域情報 

商店街の活性化プロジェクト進行中！ 

https://www.facebook.com/%E3%81%BF%E3%82%84%E3%81%8E%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%A0%97%E5%8E%9F%E6%94%AF%E9%83%A8-1607602449461891/
https://www.facebook.com/%E3%81%BF%E3%82%84%E3%81%8E%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E3%81%A5%E3%81%8F%E3%82%8A%E5%9B%A3%E4%BD%93%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E6%A0%97%E5%8E%9F%E6%94%AF%E9%83%A8-1607602449461891/
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇ 
 

 

 

 

11 月 28 日（火）に平成 29 年度みやぎ地域

づくり団体協議会登米支部交流会（現地研修

会）を、岩手県遠野市遠野町の「認定ＮＰＯ

法人遠野 山・里・暮らしネットワーク」（以

下「遠野 山・里・暮らしネットワーク」）

で開催し、15 名の方々が参加しました。 

遠野 山・里・暮らしネットワークとは、

遠野市を主たるフィールドとして、「資源を

生かした都市住民との交流の深化と移住の促

進」「伝統文化・芸能・技術・技能の伝承と

進化と応用」「里地・里山における循環的な

生活スタイルの再興と実践」を柱に具体的な

事業を行うことにより、社会全体の利益の増

進に寄与することを目的としている団体です。 

当日は、「これからの地域づくりにおいて

共通して必要なこと・大切なこと」と題し、

遠野 山・里・暮らしネットワークのマネー

ジャーである小笠原 晋氏に「農村民泊・教育

旅行」や「農家民宿・農家レストラン」など、

遠野 山・里・暮らしネットワークの取り組

み内容についてお話をいただきました。参加

者は、自分たちの活動に一つでも多く生かそ

うと真剣に話を聞いていました。 

 

 

 

 

 

 

 また、「地域に根ざしたものを生かすには、

人とのネットワーク（繋がり）が必要である。」

「長い間活動をしていると活動が徐々に一つ

の仕事となってくる。そうなった時は、原点

に帰り、初心を思い出すことが必要である。」

「自分たちの地元には何があるのか。それを

見いだすのは自分たちしかいない。物事への

光のあて方、視点を変えることで見いだして

いける。」「思いを共有することを意識して

いる。それは人が入れ替わっても同様である。」

など、地域づくりにおける考え方についても

お話をいただきました。 

 今回の交流会（現地研修会）は、それぞれ

が気持ちを新たに地域づくりに取り組む良い

きっかけとなりました。 

 

 

 

■問い合わせ先 

みやぎ地域づくり団体協議会登米支部 

（宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所

地方振興部商工・振興班） 

電話：0220-22-6123 

 

 

 

 

 

 

 

みやぎ地域づくり団体協議会登米支部交流会を開催しました！ 
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◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇  

 

 

 

平成 30 年 1 月 28 日、南三陸町にある商店

街「南三陸ハマーレ歌津」に新たな交流施設、

「ハマーレ交流施設かもめ館」がグランドオ

ープンしました。 

皆さん、「南三陸ハマーレ歌津」という商

店街をご存じですか？ 

南三陸ハマーレ歌津は、被災したさまざま

な商店が、仮設商店街（南三陸町歌津伊里前

福幸仮設商店街）を経て、平成 29 年 4 月 23

日に本設となってオープンした商店街です。

海を一望でき、木のぬくもりを感じる建物に

は、飲食店やカフェ、お菓子、お土産、お魚、

野菜、お酒、衣料品、釣り具や電化製品など

を扱うお店など、合計 8店舗が入っています。

歌津 IC から車で 7 分、国道 45 号線沿いでア

クセスも良好です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （南三陸ハマーレ歌津） 

この南三陸ハマーレ歌津に、新しい交流施

設、「かもめ館」がオープンしました。歌津

IC が開通した平成 29 年 12 月 9 日にあわせて

プレオープン、平成 30 年 1 月 28 日にグラン

ドオープンとなりました。 

木造 2 階建ての施設の 1 階にはキッチンや

休憩所、2 階にはテラスがあります。普段は

無料で開放されており、買い物に来たお客さ

んが自由に休憩することができます。特に、 

 

 

 

 

2 階のテラスでは、伊里前湾をながめながら

のんびり休憩も可能です。事前に申し込みを

すれば、セミナーやコンサートを開催するこ

ともできます。 

「ハマーレ交流施設かもめ館」という名前は

公募で 50件の応募があった中から決まりまし

た。この名称には、「旧歌津町を象徴する鳥、

カモメが波止場に止まって休むように、人々

にとって憩いの場となって欲しい」という思

いが込められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （ハマーレ交流施設 かもめ館） 

 地元住民から親しまれる商店街に、「ハマ

ーレ交流施設かもめ館」ができたことで、今

後さらに、住民と観光客の交流の機会が増え

るのではないでしょうか。観光客にとっては、

普通の商店街にはない、ちょっと面白い体験

ができる場所となるかもしれません。南三陸

ハマーレ歌津のオープン、三陸自動車道の延

伸、ハマーレ交流施設かもめ館のオープンで、

歌津地区に賑わいがもたらされることが期待

されます。 

 

■問い合わせ先 

 南三陸ハマーレ歌津 事務所 

電話番号：0226-36-3117 

Mail:hamare.uta2@m01.fitcall.net 

ハマーレ交流施設「かもめ館」がグランドオープンしました！ 
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇ 
 

 

 

 

県南広域振興局では、乳幼児連れの旅行者

に配慮した環境整備やサービス向上を目的と

する宿泊事業者向けのセミナーを開催します。 

 「ウェルカムベビーのお宿」などの認定事

業を行う、ミキハウス子育て総研株式会社代

表取締役社長 藤田洋氏と認定事業担当 横溝

衣里氏による、「乳幼児連れ旅行者の心をつ

かむ工夫」について以下の内容で講演を行い

ます。 

・乳幼児連れ旅行者の受入れによって望める

効果・成功例  

・乳幼児連れ旅行者の実態について（傾向、

ニーズ等） 

・乳幼児連れ旅行者の心をつかむための施設

整備、サービス提供等のアイディア 

・乳幼児連れ旅行者を受け入れるにあたって

気を付けること 

また、先進的取組を行う「結びの宿 愛隣

館」のインターネット販売部長 三嶋悠也氏に

よる事例発表があります。 

 

 

 

 

 

■日時 平成 30 年 2 月 6 日(火) 

 14:00～16:20 

 

■場所 メイプル地階 多目的ホール 

（奥州市水沢区横町 2-1） 

 

■プログラム 

14:05～15:35 講演 

  「乳幼児連れ旅行者の心をつかむ 

『ほんのひと手間・ひと工夫』」 

講師：ミキハウス子育て総研株式会社 

      代表取締役社長 藤田 洋氏 

       同認定事業担当 横溝 衣里氏 

15:35～16:00 事例発表 

  事例報告者: 

株式会社 新鉛温泉 結びの宿 愛隣館 

インターネット販売部長 三嶋 悠也氏 

16:05～16：15 乳幼児連れ旅行者アンケー 

 ト実施報告等 

16:15～16：20 質疑応答 

 

■対象 宿泊施設の関係者等 

※観光施設や飲食店、行政の関係者等、乳幼児連

れ旅行者の誘客に興味のある方も大歓迎です。 

 

■参加費 無料 （※要事前申込） 

 

■申込方法 平成 30 年 2 月 5 日(月)13 時ま

で、下記申込先に電話でお問い合わせくだ

さい。 

※参加人数には限りがありますので、お早めにお

申込ください。 

 

■問い合わせ・申込先 

岩手県県南広域振興局経営企画部 

電話：0197-22-2843 

「乳幼児連れ旅行者受入れ拡大セミナー」を開催します！ 
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◇◆◆◇ 岩手県 沿岸広域振興局経営企画部大船渡地域振興センター ◇◆◆◇  

 

 

 

東日本大震災で被災後、仮店舗で営業して

いた「三陸菓匠さいとう」の総本店が、11 月

15 日（水）、本設店舗としてオープンしまし

た。 

 さいとう製菓は、銘菓「かもめの玉子」を

はじめとする、岩手県産の地元食材を使った

和菓子や洋菓子を製造及び販売している、大

船渡を代表する菓子店です。 

 昭和 8 年の創業で、齊藤俊明会長の祖母、

キヌエばあちゃんが手作りの大福や餅、ゆべ

しなどを販売し始まった「齊藤餅屋」がルー

ツとなっています。 

「かもめテラス」という名称は、地域の人

たちのコミュニケーションの場であった「縁

側」からイメージを受け、訪れたお客様をお

菓子でもてなし、くつろげる空間＝「まちの

縁側」として親しんでもらいたいという願い

を込めて名付けられました。 

 館内には、三陸製菓さいとう、Le Pommier

（ル・ポミエ）、パン工房 COCOA（ここあ）、

齊藤餅屋の 4 つのブランドが入っています。 

 三陸菓匠さいとうは、和菓子を中心とした

メインブランドです。かもめテラスのオープ

ンに併せて開発した新商品「光の朝」も販売

しています。程よい甘さの餡をしっとりとし

た薄皮の生地で包んだ、手のひらサイズの和

菓子です。「たま糖」と「みるく」の 2 種類

の味があり、みるくは岩手県産の牛乳と練乳

が使われています。 

 ル・ポミエは、洋菓子専門店です。四季折々

の味覚が愉しめるショートケーキやバースデ

イケーキが並んでいます。 

 パン工房 COCOA では、毎日焼きたてのパン

を提供しています。中にホイップクリームと

あんこが入った「プレミアムあんパン」や甘

さ控えめの「幻のクリームパン」が人気で 

 

 

 

 

す。 

 さいとう製菓のルーツとなった「齊藤餅屋」

は、かもめテラス限定の出店です。創業者の

思いをいつまでも忘れることなく、真心のこ

もった懐かしい味を提供しています。中でも

コシヒカリを蒸しあげて潰し、団子にした「み

たらし焼き団子」が人気です。 

 また、店内で購入した商品を味わえるイー

トイン＆カフェスペース「えんがわカフェ」

や、かもめの玉子の形をしたキッズスペース

「えがおの巣」が併設されており、子どもか

ら大人までリラックスした雰囲気で利用でき

ます。 

 製造工程の見学ができたり、かもめの玉子

のデコレーション体験、お菓子教室などのイ

ベントも適宜開催しています。 

 さいとう製菓初の試みである「工房併設型

店舗」の出店により、新たな観光拠点として

にぎわいの創出が期待されます。 

 ぜひ、お立ち寄りください。 

 

 

 

■問い合わせ先 

 かもめテラス 三陸菓匠さいとう 総本店 

 住所：岩手県大船渡市大船渡町字茶屋前 38-1 

 電話：0120-311-514 

 営業時間：9：00～19：00 

 

三陸菓匠さいとう総本店「かもめテラス」がオープンしました！ 
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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所 

           栗原地域事務所 ◇◆◆◇ 

第 13回花山雪っこまつり 

 

栗原市花山で、さまざまな雪遊びを楽しめ

るお祭り「花山雪っこまつり」が開催されま

す。 

会場では、雪上ドッチビー大会、スノーモ

ービル体験、歩くスキー、雪の滑り台でのそ

り遊びなど、雪を楽しむイベントが盛りだく

さんです。 

特に、今年で 4 回目となるイベント“雪上

綱引き大会”は、毎年、出場した皆さんが熱

い戦いを繰り広げます。 

子どもはもちろん、大人も童心にかえって、

雪遊びを楽しんでみてはいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日時 

 平成 30 年 2 月 10 日（土）～11 日（日） 

 午前 10 時～午後 3 時 

■場所 

 道の駅路田里（ろーたりー）はなやま前ほか 

 （栗原市花山字本沢北前 112-1） 

■問い合わせ先 

 花山雪っこまつり実行委員会 

 （道の駅路田里はなやま内） 

 電話：0228-56-2265 

 

 

 

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所 

登米地域事務所 ◇◆◆◇ 

東北風土マラソン＆フェスティバル 2018 

 

東北のグルメ・日本酒仕込み水を味わいな

がら登米市の長沼周辺を走る「東北風土マラ

ソン」、登米市内外のフードを堪能できる食

の祭典「登米フードフェスティバル」が開催

されます。他にも、東北各地の酒蔵から数十

種類の日本酒を集めた「東北日本酒フェステ

ィバル」など、ランナーはもちろん、ランナ

ーでなくても楽しめるイベントとなっていま

す。 

 

■開催期間 

 平成 30 年 3 月 24 日（土）～25 日（日） 

■場所 

 宮城県登米市長沼ボート場 

（長沼フートピア公園） 

■問い合わせ先 

 （一社）登米市観光物産協会 

 電話：0220-52-4648 

イベント情報など 
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◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

 志津川湾牡蠣まつり福興市が開催されます！ 

 

南三陸町の志津川仮設魚市場特設会場で、 

2 月 25 日（日）、「志津川湾牡蠣まつり福興

市」が開催されます。 

2 月の福興市は、旬を迎えた南三陸産の牡

蠣がテーマです。南三陸産の牡蠣は、栄養豊

富な志津川湾で育てられ、香りと艶、引き締

まった身の旨みとコクが自慢です。 

当日は、牡蠣の格安販売のほか、飲食ブー

スでは、蒸し牡蠣や牡蠣汁など、牡蠣を使っ

たメニューが多数出品されます。 

ぜひ、南三陸産のおいしい牡蠣を堪能しに、

志津川湾牡蠣まつり福興市へお越しください。 

 

 

 

■日時 

 平成 30 年 2 月 25 日（日） 

 午前 9 時～午後 1 時 30 分（予定） 

■場所 

 志津川仮設魚市場 

 （本吉郡南三陸町志津川旭ヶ浦 8） 

■問い合わせ先 

 南三陸福興市実行委員会事務局 

 電話：090－7077－2550 

 

 

 

 

 

◇◆◆◇宮城県気仙沼地方振興事務所◇◆◆◇ 

しごと場 あそび場 ちょいのぞき in気仙沼が 

開催されます！ 

港町・気仙沼ならではのしごと場やあそび

場を「ちょいのぞき」する体験型イベントが

開催されます。 

お菓子屋さん、いちご農家さんに、アクセ

サリー屋さん。他の街にはない気仙沼市なら

ではの職場体験や学んで楽しめるコンテンツ

が満載のプログラムです。なお、いずれも事

前予約が必要で、定員になり次第、受付締切

となりますのでお早めにお申し込みください。 

 

■日時 

平成30年2月4日（日） 

「バレンタインのケーキをつくろう！」 

平成30年2月10日（土） 

「気仙沼いちご 農家体験」 

平成30年2月18日（日） 

「本物のサメの歯キーホルダーをつくろ

う！」 

平成30年2月25日（日） 

「ひなまつりケーキをつくろう！」 

■問い合わせ先 

気仙沼市観光サービスセンター 

 電話：0226－22－4560 
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◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

中尊寺節分会 

 

平泉町の中尊寺では、今年も恒例の節分会

が開催されます。 

本堂で護摩祈祷の後、今年は大相撲・八角

部屋の北勝富士関を迎え、厄年の善男善女等

とともに「福は内、鬼は外」と声も高らかに

豆をまき、境内は終日賑わいます。 

節分限定で頒布される中尊寺伝承「魔滅大

師（まめだいし）」の護符は、七難を払い、

苦難を乗り切るお守りとして好評です。 

中尊寺ご本尊丈六釈迦如来ご宝前において

節分の護摩祈祷を受け、魔減大師の護符を各

家の玄関・戸口に張って吉祥の印とされます

ようご案内申し上げます。 

 

 

■開催日  平成 30 年 2 月 3 日（土） 

■時間   午後 1 時 30 分～ 

■場所   中尊寺本堂 

■問い合わせ先  

中尊寺  

電話：0191-46-2211 

 

 

 

 

 

 

◇◆◆◇ 岩手県 県南広域振興局 ◇◆◆◇ 

～天下の奇祭！！～ 

一関市大東大原水かけ祭り 

沿道で待ち構えた人達から容赦のない冷水

を浴びせかけられながら、「火防祈願」「無

病息災」「家内安全」を祈って勇ましく走り

抜ける裸男達。 

今年で 360 年と記念の年を迎えた江戸時代

から続く伝統的な祭りで、極寒の 2 月に行わ

れることから“天下の奇祭”とも呼ばれてい

ます。 

近年は全国からの参加者も多く、岩手を代

表する冬の祭りとして、「岩手県指定無形民

俗文化財」となっています。 

 

 

 

■開催日 平成 30 年 2 月 11 日（日・祝） 

■時間 午前 9 時～ 各種イベント開始 

    午前 11 時～ 大しめ縄奉納行進 

    午後 3 時～ 水かけ開始 

■場所 一関市大東町（大原商店街ほか） 

■問い合わせ先  

    一関市大東大原水かけ祭り保存会 

（一関市大原市民センター内） 

    電話：0191-72-2282 
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◇◆◆◇ 岩手県 沿岸広域振興局経営企画部 

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇ 

 

 

 雪中宝探し、そりレース、スノースライダ

ーなどの雪遊びができるほか、ありすポーク

の加工品販売や豚汁サービスもございます。

ご家族みんなで雪遊びを満喫しましょう！ 

 

■日時 

 平成 30 年 2 月 4 日（日） 

午前 10 時～正午 

■会場 

 道の駅「種山ヶ原・ぽらん」 

■主催 

 すみた種山ヶ原直売組合・住田観光開発 

株式会社 

■留意事項 

 雪遊びができる服装でお越しください。 

■問い合わせ先 

 住田観光開発株式会社 

 電話：0197-38-2215 

 

 

◇◆◆◇ 岩手県 沿岸広域振興局経営企画部 

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇ 

 

 

 レトロ列車内で、地元の銘酒・酔仙のお酒

が飲み放題で楽しめるイベント列車です。利

き酒大会やビンゴ大会も開催されますので、

ぜひご参加ください。募集人員は 40 名です。

定員になり次第、締め切りとなりますので、

お早めにお申込ください。 

 

■日時 

 平成 30 年 2 月 24 日（土） 

 盛駅発 午後 6 時 10 分 

 盛駅着 午後 8 時 15 分 

■参加費 

 3,900 円（乗車運賃、飲み物代、お弁当代を含みます） 

■募集締切 

 平成 30 年 2 月 20 日（火） 

■問い合わせ先 

 三陸鉄道㈱ 盛駅 

 電話：0192-27-1504 

「冬の種山雪あそび」が開催されます！ 

 

三陸鉄道「酔仙新酒列車」が運行されます！ 


