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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

岩手・宮城県際観光ガイド等
被災地研修会を開催しました
１月 22 日（火）、陸前高田市において、
「岩
手・宮城県際観光ガイド等被災地研修会」を
開催しました。
<現地研修>

本研修会は、県南広域振興局が主催し、東
日本大震災発災以降初めて開催したもので、
岩手県及び宮城県の観光協会、観光ガイド団
体及び行政関係者 31 名が参加しました。
現地研修では、陸前高田観光ガイドの新沼
岳志ガイド部会長の案内で、気仙中学校、陸
前高田市役所旧庁舎、震災追悼施設及びタピ
ック 45 震災追悼施設を見学し、震災前の街並
みや震災発生時の状況など、たいへん貴重な
お話を聞きました。
意見交換会では、各地域における観光の現

<意見交換会>

状と、復興が進む被災地における課題等を共
有しました。
■問い合わせ先

岩手県県南広域振興局経営企画部
電話：0197-22-2812
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◇◆◆◇ 岩手県沿岸広域振興局経営企画部

津波の塩害を取り除くために植えられた「陸

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

前高田 復興ひまわり」のたねをプレゼントし、

『三陸・けせん観光物産フェア』開催！

感謝の気持ちを伝えました。
「復興ブース」では、震災復興の状況を伝

気仙地方の特産品を展示販売する「三陸・

える映像の放映や写真集等の展示、高田松原

けせん観光物産フェア」が、平成 25 年 1 月

の倒木を使った「奇跡の一本松」グッズなど

17 日から 19 日までの 3 日間、東京・銀座の

復興関連商品が販売されたほか、「体験コー

いわて銀河プラザ」で開かれ、震災からの復

ナー」では、早採りワカメのしゃぶしゃぶの

興に取り組んでいる気仙地域の姿を首都圏に

試食が人気を集めました。

アピールしました。

■問い合わせ先
三陸・けせん観光協議会が主催し、14 回目

三陸・けせん観光協議会

の開催となる今回のフェアでは、気仙地域の

電話：0192-21-1922

観光・行政関係者が販売スタッフとして参加
し、大船渡つばき娘や住田町の五葉山火縄銃
鉄砲隊、陸前高田市のマスコットキャラクタ

◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所
登米地域事務所◇◆◆◇

第 9 回日本一はっとフェスティバルが

ー「たかたのゆめちゃん」が観光チラシを配

開催されました

布するなど、フェアを盛り上げました。

大船渡市のワカメやサンマの蒲焼、陸前高
平成 24 年 12 月 2 日（日）に登米市迫町の

田市の昆布や生しいたけ、住田町の鶏ハラミ
など、海産物を中心に約 40 種類の特産品が販
売され、来場者は試食しながら気仙の逸品を
買い求めていました。特産品の購入者には、

中江中央公園で「第 9 回日本一はっとフェス
ティバル」が開催され、1 万 5 千人の来場者
で賑わいました。
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会場には県内外から 28 種類のはっとが勢ぞ
ろいし、訪れた人たちはそれぞれの味を堪能
していました。
ステージでは、よさこい演舞など様々なイ
ベントが行われ、会場は大いに盛り上がりま
した。
また、昨年に引き続き、はっとを食した皆
様の割り箸による投票で「はっと大賞」が決
定しました。

「島おとめ」とは、 気仙沼大島観光協会が

1 位：海鮮漁師はっと/南三陸町

認定する観光特使です。参加資格は女性であ

南三陸志津川 松野や

ることが必須条件であり、 年齢や住所は問わ

2 位：まいたけ油麩はっと/登米市

れません。今回ネーミングが発表された「島

（株）みやぎ東和開発公社

おとめ」オフィシャルキャラクターは、 ネー

3 位：特製鴨なんカレーはっと/大崎市

ミングの公募が行われ、 約７０通の応募が全

チームのだや

国から寄せられました。

大島の代表的な花である椿をモチーフとし
■問い合わせ先

た上記の写真のキャラクターのネーミングは、

「日本一はっとフェスティバル」実行委員

こ はる

「 木 春 」と発表されました。

会事務局(登米市産業経済部商工観光課)
電話：0220-34-2734
◇◆◆◇ 宮城県
気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

気仙沼大島観光協会「島おとめ」オフィシャル
キャラクターのネーミングが決定しました！！
気仙沼大島観光協会｢島おとめ｣オフィシャ

気仙沼市大島が北限の産地となる柚子をモ

ルキャラクターのネーミング発表会が平成２

チ ーフとした上記の写真のキャラクターは、

５年１月１４日（月）に開催され、 ２つのキ

「柚 花 」と発表されました。

ゆず か

ャラクターのネーミングが発表されました。

気仙沼市大島の観光 PR キャラクターとして
の活躍が期待されます。
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■問い合わせ先

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

せんまやひなまつり

気仙沼大島観光協会
電話：0226-28-3000

2 月 10 日（日）から 3 月 3 日（日）まで、
一関市千厩町にある酒のくら交流施設（国有

イベント情報など

形文化財旧佐藤家住宅・旧横屋酒造）と千厩
商店街において『せんまやひなまつり』が開

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

催されます。明治・大正時代の着物や帯も展

一関市・大東大原水かけ祭り

示していますのでぜひおこしください。

2 月 11 日（月）、一関市大東町において、
『一関市・大東大原水かけ祭り』が開催され
ます。
この祭りは、明暦3年（1657年）の江戸の街
が壊滅状態となるほどの大火が起こった日を
厄日と定め、火防祈願と火防宣伝の2つを兼ね
た祭りとして始まったものと伝えられていま
す。

■開催期間

後年、厄年の人々の厄落としが併せて行わ
れるようになり、今日では、厄落としと諸々

平成 25 年 2 月 10 日(日)～3 月 3 日(日)
■場所

の安全祈願が主流をなしています。

一関市千厩町

さらに近年は、1年間の無病息災と大願成就

・千厩酒のくら交流施設

を祈願しての参加者も多くなっています。

・千厩商店街
■問い合わせ先
千厩ひなまつり実行委員会事務局
電話：0191-53-2070
◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

第３回もちくらべバイキング
2 月 10 日（日）、道の駅厳美渓において、
『第 3 回もちくらべバイキング』が開催され
■日時

ます。

平成 25 年 2 月 11 日(月･祝)

一関市内のおもち料理を、バイキングで思

■場所
一関市大東町大原

う存分楽しめるイベントです。
大原商店街

今回は、世嬉の一、三彩館ふじせい、骨寺

■問い合わせ先

村荘園交流館（若神子亭）、道の駅厳美渓レ

大東大原水かけ祭り保存会(大原公民館内)

ストランぺッタンくんの 4 店舗が参加します。

電話：0191-72-2282

家庭でもおなじみの具から、料理人の創意
工夫が詰まった料理まで、様々な具・味・食
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べ方が楽しめます。

れています。会場の「世界の椿館・碁石」に
げんぺいたい

また、もちつき隊「厳餅隊 」によるもちつ
きパフォーマンスもあります。
目で、お腹で大満足間違いなしです！

は世界 13 カ国 600 種の椿が展示されています
ので、ぜひお越しください。
■日時
平成 25 年 3 月 24 日（日）まで（休みなし）
午前 9 時～午後 5 時
■場所
「世界の椿館・碁石」※入館料：一般 500 円
（大船渡市末崎町字大浜 280-1）
URL：http://www13.ocn.ne.jp/~goishi/
■期間中の主な催事内容
2/10 バレンタインフォトプレゼント
3/3

椿ハンドセラピー体験

3/3

椿ハンドセラピー体験

3/17 パントマイム（大道芸人・マスターさん）
3/24 土井尻明子さんソプラノコンサート
■問い合わせ先
つばきまつり実行委員会事務局
■日時

（大船渡市農林課内）

平成 25 年 2 月 10 日（日）

電話：0192-27-3111（内線 7122・7123）

午前 11 時～午後 2 時

URL：http://www.city.ofunato.iwate.jp/

■場所
道の駅厳美渓

ふれあい館特設会場

■料金
700 円（チケットは当日のみ販売）
※食べ放題です。
■問い合わせ先
もちくらべバイキング実行委員会
電話：0191-29-2000
◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇

「三陸・大船渡第 16 回つばきまつり」開催中！
「椿の里・大船渡」を市内外にＰＲする「つ
ばきまつり」が今年も１月 20 日（日）から開
催されています。
期間中は、復興支援活動に関する展示や体
験コーナー、イベント等多彩な企画が予定さ
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◇◆◆◇宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所 ◇◆◆◇

平成 25 年 2 月 22 日(金)～3 月 3 日(日)
各店の営業時間内で見学可

第 14 回くりこま商家のひな祭り

場所：栗原市栗駒岩ケ崎商店街

＆

○つるし飾り制作講習会

みちのく風土館ひな祭り

①2 月 22 日(金)

②2 月 26 日(火)

午前 10 時～正午
場所：旧たかひこ
(栗原市栗駒岩ケ崎六日町 103)
※2 月 12 日(火)までに栗駒鴬沢商工会へお
申し込みください
○みちのく風土館ひな祭り
平成 25 年 2 月 2 日(土)～3 月 31 日(日)
午前 10 時～午後 4 時(火曜日休館)
場所：みちのく風土館
■問い合わせ先
○くりこま商家のひな祭り・つるし飾り制作
〈写真：くりこま商家のひな祭り〉

講習会(栗駒鴬沢商工会)

栗原市栗駒の岩ケ崎商店街では、各商家に
伝わるひな人形を店頭に展示する｢くりこま商

電話：0228-45-2191
○みちのく風土館ひな祭り(みちのく風土館)

家のひな祭り｣を 2 月 22 日(金)から 3 月 3 日

電話：0228-45-6161

(日)まで開催します。江戸時代後期から現代
めのつるし飾りなどの手作り作品が飾られま

◇◆◆◇宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所 ◇◆◆◇

す。どれも珍しく、一見の価値がある品です。

｢くりはら博覧会“らいん”2013 コトハジメ｣

までの各年代のひな人形や、草木染め・藍染

開催！

また、東日本大震災からの復興への願いを
込め、草木染めや、栗駒古来の染色法｢正藍冷

平成 25 年 2 月 8 日(金)から 3 月 10 日(日)

染｣で制作したつるし飾りの展示・販売が行わ

まで、栗原の食や文化、伝統の技を様々なプ

れます。
ほかにも、つるし飾り制作講習会(材料費
500 円、要申込)、物産販売、日本ミニチュア

ログラムから選んで体験できる｢くりはら博覧
会“らいん”｣が開催されます。
全 14 のプログラムの内容は、地元産大豆を

作家協会の多田谷明子氏の個展など、イベン

使う｢手づくり豆腐教室｣、｢稲わらでミニほう

トが盛りだくさんです。
また、商店街近くにあるみちのく風土館で

き作り｣、｢若柳地織で干し柿作り｣など、田園

も、2 月 2 日(土)から 3 月 31 日(日)までひな

観光都市栗原ならではの魅力にあふれていま

人形を展示します。享保びなをはじめとする

す。気になるプログラムに参加して、心温ま

貴重なひな人形やひな御殿などが飾られ、華

る“くりはら時間”を過ごしてみませんか？
詳細は、くりはらツーリズムネットワーク

やかな雰囲気に浸ることができます。

ホームページ(http://ktnpr.web.fc2.com)を
■開催期間・場所

ご覧ください。

○くりこま商家のひな祭り
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■開催期間

午前 11 時～午後 3 時(そば粉がなくなり次

平成 25 年 2 月 8 日(金)～3 月 10 日(日)

第終了)

(募集開始：平成 25 年 2 月 1 日)

■場所・問い合わせ先

■問い合わせ先

ろーたりー

道の駅路田里 はなやま(自然薯の館)

くりはらツーリズムネットワーク
電話：0228-23-0050

電話:0228-56-2265

E-mail：kurihara.tn@gmail.com
◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所
◇◆◆◇宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所 ◇◆◆◇

登米地域事務所◇◆◆◇

仙台・宮城デスティネーションキャンペーン

手打ちそば祭り in 花山

登米市オープニングイベントが開催されます

栗原市花山で、挽きたて・打ちたて・ゆで
たての三たてそばが味わえる「手打ちそば祭
り in 花山」が開催されます。花山で手打ちそ
ば店を営む職人 3 人が、来場者の目の前でそ
ばを打ち、提供(有料)します。

4 月からの仙台・宮城デスティネーション
キャンペーン展開に向けた機運を盛り上げる
ため、登米市オープニングイベントが、みや
ぎの明治村「教育資料館」を会場に開催され
ます。

寒暖差の大きい花山の気候が生み出す、甘
くて香り豊なそばは大変好評です。ぜひ味わ
いにお越しください。

オープニングセレモニーのほか、おにぎり
屋台村や伊達な鍋まつり、ステージイベント
などを予定しています。皆様お誘いの上、是
非お越し下さい。
■開催日：平成 25 年 3 月 31 日（日）
■場所：登米市登米町「教育資料館(旧登米
高等尋常小学校中庭)」
■問い合わせ先
（社）登米市観光物産協会
電話：0220-52-4648
◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所
登米地域事務所◇◆◆◇

登米風土博覧会 2013～Tome Food
Expo2013 が開催されます。
仙台・宮城デスティネーションキャンペー
ン期間中における登米市のメインイベントと
して、「地域の【食】の充実・掘り起こし」
をテーマに、登米風土博覧会 2013 が開催され
■日時

ます。

平成 25 年 4 月 6 日(土)、7 日(日)

市内の飲食店などが出店し、Rice-1 グラン
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プリ（お弁当、どんぶり、おにぎり、寿司）、
登米サンドグランプリ（サンド、ドック、バ
ーガー）、登米スイーツパラダイス（洋菓子・
和菓子）の各部門のグランプリが投票によっ
て決定されます。また、ステージイベントや
軽トラ市も開催されるほか、市内の桜・チュ
ーリップなど花の名所を巡る周遊バスも運行
されます。
登米の「食」と春の魅力を是非お楽しみく
ださい。

■日時：平成 25 年 4 月 27 日（土）～29 日（月）
午前 10 時から午後 2 時まで
■場所：登米市迫町長沼フ―トピア公園
■問い合わせ先
（社）登米市観光物産協会
電話：0220-52-4648
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