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し、広くＰＲ
（予定：H24 年３月～）

圏域情報
(3) 東日本大震災及び余震に伴い、県際地
域の観光施設及び宿泊施設が受けた被災
◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇
状況を調査
岩手・宮城県際広域
(4) 来年度以降の取組の検討資料とするた
観光推進研究会の開催
め、県際地域における教育旅行の受入実
態を調査
昨年６月に発足した岩手・宮城県際広域観
光推進研究会の今年度第１回目の研究会を 10
※

県際ホームページ

月 18 日（火）に岩手県一関市千厩町内で開催
｢南いわて・北みやぎ観光サイト案内所｣
しました。
http://www.pref.iwate.jp/~hp2516/
今回の研究会では会議に先立ち、岩手銘醸
㈱玉の春工場を見学しました。
本工場では、陸前高田市で被災した酔仙酒
◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇
造㈱が工場を借り受け、酒造りを行っていま
ご当地ナンバー「平泉」実現への取組
す。前日には震災後の初出荷が行われ、復興
への第１歩を踏み出したところです。
県南広域振興局では、「世界遺産・平泉・
今回の研究会では、今年度の取組内容を協
御当地ナンバー導入研究会」を平成 21 年３月
議し、次の取組を行うこととなりました。
に発足させ、先進地域の情報収集及び関係者
■ 今年度の
今年度 の 取組
間での意見交換を実施してきました。
(1) 県際地域で開催されるイベント情報を
平成 23 年１月には、関係者の賛同を得て、
※

県際ホームページ に掲載し、広くＰＲ
「平泉ナンバーを実現させる会」（事務局：
（予定：H24 年３月～）
一関商工会議所）が発足しました。
(2) 昨年度平泉関連資源収集・活用分科会
同会では、ご当地ナンバー「平泉」の早期
においてとりまとめた県際地域の『平泉』
実現を目指し、胆江及び両磐全域で 10 万人の
のゆかり資源を県際ホームページに掲載
署名活動を展開しています。平泉の文化遺産
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を核とし、県南地域の知名度アップが期待さ

間で延べ 21,000 人の来場者で賑わいました。

れる「平泉」ナンバーの実現に向け、是非ご
協力をお願いいたします。
■ お 問 い 合 わせ先
わせ 先
平泉ナンバーを実現させる会
事務局：一関商工会議所
電

話：0191-23-3434

なお、事務局の他、一関市役所又は平泉町
役場でも署名を受け付けています。
■ お 問 い 合 わせ先
わせ 先
沿岸広域振興局経営企画部
◇◆◆◇ 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地域振興課

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

電

話：0192-27-9911

いわて生活協同組合
「復興支援地産地消フェスタ」開催！
◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇
『がんばっぺしけせん！復興ふれあい市』
盛大に開催！

11 月 12・13 日の土･日曜日、大船渡おさか
なセンター特設会場で、気仙地方の特産品を
販売する「がんばっぺしけせん！復興ふれあ
い市」が開催されました。この復興市には地
10 月８･９日の土･日曜日、一関市のいわて

元企業や団体が参加し、県外から訪れた多く

生協“一関コルザ”店頭を会場として、｢復興

の観光客をおもてなしし、地元の元気を発信

支援地産地消フェスタ｣が開催されました。

しました。

このイベントは、県内の食品販売を通して、
被災事業者の将来の取引拡大を図るとともに、
復旧・復興支援の機運を醸成することを目的と
して開催されたものです。
被災事業者の出店ゾーンには、三陸沿岸各
地から 13 企業が出店し、お国自慢の海産加工
品や農産物などの特産品が販売され、これら
を買い求めるお客様で終日賑わいました。
イベント会場では、YOSAKOI ソーラン演舞
や釜石虎舞が上演されたほか、被災地の高校

復興市は、東日本大震災津波により大きな

生による吹奏楽演奏や太鼓演舞も行われ、来

被害を受けた大船渡市、陸前高田市、住田町

場者から盛大な喝采を浴びました。

の観光業を盛り上げようと、㈱大船渡おさか

両日とも好天に恵まれたこともあり、２日

なセンターが中心となって企画。これを三陸･
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けせん観光協議会と岩手県沿岸広域振興局が

参加する形で、みやぎ地域づくり団体協議会

共催して今回初めて実施したものです。

栗原支部事業を実施しました。

また、復興市の開催に合わせて旅行会社が
団体ツアーを企画し、２日間で大型バス 20

栗原支部からは５人が参加し、地域資源に
ついて学ぶとともに、交流を深めました。

台、約 850 人の県外観光客が被災地を訪れま
した。

まず、くりはら磨き隊の菅原俊允さんのガ
イドを聴きながら、栗駒文字地区に多く残る
長屋門、茂庭綱元の墓、柿ノ木御番所跡の門
と備荒倉を見学しました。その後、荒砥沢ダ
ムの地すべり現場まで移動し、宮城県栗原地
方ダム総合事務所の鈴木さんから「平成 20
年岩手・宮城内陸地震」の被害やその後の復
旧状況の説明をしていただきました。
参加した方々は、豊かな農村風景の貴重な
資源である長屋門等を見学し、地域の歴史や
文化を堪能していました。また、ダムの地す

会場内では大船渡市日頃市町に伝わる長安

べり現場の見学では、間近で現場を目にする

寺太鼓を始めとして郷土芸能が披露されたほ

ことで自然災害のスケールの大きさを実感し

か、被災事業者の店舗が出店した「浜の市」｢テ

ている様子でした。プログラムの最後には、

ント市｣やフードコーナーが連日賑わいました。 栗原支部の参加者が集まり、昼食をとりなが
来場したお客様は、たくさん買い物をしてく

ら感想を話し合うなど、交流を深めることが

ださり、復興を支援していただきました。特

できました。

に大船渡市産の塩蔵ワカメや陸前高田市産の
リンゴの販売コーナー前には、買い物客の長
い行列ができるほどの盛況でした。また、地
元企業や団体が、復興に向けた取組みを来場
者にＰＲして、気仙地方が復興の道を着実に
歩み始めていることをアピールしました。
■ お問 い合せ 先
㈱大船渡おさかなセンター
電

話：0192-27-8100

長屋門を見学する様子

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所 ◇◆◆◇
みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部事業
を実施しました。

平成 23 年 10 月２日（日）、当支部の会員
団体であるくりはらツーリズムネットワーク
の主催した『羽後岐街道「長屋門」巡り』に
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荒砥沢ダムの地すべり現場の見学の様子

◇◆◆◇ 宮城県

す。

気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇
気仙沼復興プロジェクトｆｒｏｍ銀座

■場

開催中です！！

所

東京都中央区銀座５丁目２－１

震災を風化させることなく被災地の様子を

■ 営業時間

伝え、復興応援の場とするための取り組み

11:00～19:00

「気仙沼復興プロジェクト from 銀座」が動き

（月曜定休、祝日の場合翌日休業）

出しました。

■ お 問 い 合 わせ先
わせ 先
銀座いきなり市場
電

事務室

話：03-6280-6773

◇◆◆◇ 宮城県
気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇
復興屋台村「気仙沼横丁」
がオープンしました！！
「気仙沼復興プロジェクト from 銀座」のア
ンテナショップは東京・銀座の銀座ＴＳビル

気仙沼市内においては初めてとなる、中小

１･２階に設けられ、１階は「銀座いきなり市

企業基盤整備機構の制度を活用した仮設プレ

場」、２階には「銀座いきなり食堂」が入り、

ハブ商店街である復興屋台村「気仙沼横丁」

10 月７日(金)に開店しました。このプロジェ

が 11 月 26 日（土）にグランドオープンしま

クトに賛同するビル所有者である東急不動産

した。

が、来年８月まで無償で貸与してくれたもの
です。
このアンテナショップでは、被災地写真展
とともに、一部復活した地元の水産加工会社
等が製造した塩辛やフカヒレスープ、菓子類
そして復興応援グッズなど様々なものが販売
されています。

復興屋台村「気仙沼横丁」は、東日本大震
災の津波で店を失った商店を支援するため有
志が立ち上げたプロジェクトです。
「気仙沼横丁」では６月から準備を進め、
22 店が入居する店舗が建てられました。郷土
料理の店や、イタリアン、居酒屋、寿司屋、
そして海産物店や八百屋など様々な種類の店
今後、東急不動産では東日本大震災で被災

舗が並んでいます。

した他の市町村にも出店を求めていく予定で

-4-

なお、店舗が海の目の前に位置しているこ

「ゆめ多幸鎮オクトパス君」は震災で仕事

ともあり、東日本大震災の余震などに備え、

を失った人たちが働いている入谷 YES 工房で

高台への避難経路も確保されています。

作られています。
11 月には、「ゆめ多幸鎮オクトパス君」の

■場

ブロンズ像（高さ・幅 70 ㎝）が南三陸町の入

所

宮城県気仙沼市南町 4 丁目 2-19

谷八幡神社境内に奉納され、同町の復興のシ
ンボルとして話題となっています。

■ お 問 い 合 わせ先
わせ 先
「復興屋台村 気仙沼横丁」事務局
電

話：080-1692-8000

◇◆◆◇ 宮城県
気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇
東北復興ゆめ多幸鎮発売中です！！

南三陸町では特産の志津川ダコをモチーフ
にした文鎮「ゆめ多幸鎮オクトパス君」が発
売されています。

■場

南三陸町では、震災以前から受験合格への

入谷 YES 工房
宮城県本吉郡南三陸町入谷字中の町 227

縁起物として「オクトパス君（置くとパス）」
という名前で販売されていましたが、震災で

■ ホームページ

工房や販売所が流出してしまいました。震災
後、大正大学などの支援を受けた地元有志に

所

http://ms-octopus.jp/
■ お 問 い 合 わせ先
わせ 先

より「ゆめ多幸鎮オクトパス君」として復活

南三陸復興ダコの会

しました。

電
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話：0226-46-5153

イベント情報など
◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇
毛越寺常行堂二十日夜祭

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

正月 14 日から 20 日まで新春の祈祷である

骨寺村荘園 中尊寺米納め

同行業の摩多羅神（またらじん）祭が執り行
われます。特に結願の 20 日は「二十日夜祭」

国の重要文化的景観に選定され、中世以来
の農村景観が現在も残っている希有な『骨寺

と称され、献膳式に引き続き古伝の常行三昧
供の修法が行われます。

村』は、歴史的に深い関わりのある中尊寺と

さらに厄年の老若男女がたいまつの明かり

のつながりのもと、地域を挙げて『地域づく

を先頭に常行堂まで練り歩き、宝前に大根や

り』に取り組んでいます。

白菜などの供物をささげて、無病息災、家内

この歴史的なつながりを密にし、藤原清衡

安全を祈願する献膳上り行列が行われます。

公が理想郷として目指した『浄土』の心を育

最後に、堂内では法楽として「延年の舞」

み、『地域づくり』の一方策として『骨寺村

が夜半まで奉納されます。「延年の舞」は、

中尊寺米納め』を開催するものです。

唐拍子・田楽・花折・若女・老女など、平安

『中尊寺米納め』は、12 世紀頃から骨寺村

時代の数多くの舞を昔のままの姿で今に伝え

荘園

で収穫された米を中尊寺に奉納していたなら

ています。

わしからくる行事で、戦後にとだえていたこ

■日

の行事を数年前に復活させ、今年で５回目に
なります。

時

平成 24 年１月 20 日（金）
■ お 問 い 合 わせ先
わせ 先
毛越寺
電

話：0191-46-2331

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所
登米地域事務所 ◇◆◆◇
石ノ森章太郎ふるさと記念館
光のページェント
■日

石ﾉ森章太郎ふるさと記念館の冬の風物詩

時

平成 23 年 12 月 18 日（日）
■ スケジュール（予定）
スケジュール
8:30

～
12:00

駒形根神社

となっている光のページェントが 12 月１日
（木）からスタートします。

出発式

オルゴールの優しい音色に包まれながら、

（一関市厳美町駒形地内）

庭木や小川が約３万５千球の電飾で彩られま

徒歩及びバスで平泉町へ移動

す。また、今年から環境に優しい LED 電飾も

中尊寺経蔵

一部取り入れています。

到着・奉納

■ お 問 い 合 わせ先
わせ 先

淡い光に彩られた幻想的な空間をお楽しみ

本寺地区地域づくり推進協議会

ください。

電

■ 開催期間

話：0191-33-5022

平成 23 年 12 月１日（木）～12 月 31 日（土）

(骨寺村荘園交流館内)
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■ 点灯時間
午後５時～午後９時
※石ﾉ森章太郎ふるさと記念館の開館時間
は、午前９時 30 分～午後５時まで（入館は
午後４時まで）となっていますが、点灯時
間内は庭園内の散策ができます。
※開催期間中、様々なイベントが開催され
ます。詳しくは、下記 HP をご覧ください。
■ 開催場所
石ﾉ森章太郎ふるさと記念館庭園内（登米市
中田町石森字町 132）
■ 入場料
庭園内入場無料
■ 駐車場
約 70 台駐車可能（無料）
■ お 問 い 合 わせ先
わせ 先
石ﾉ森章太郎ふるさと記念館
電話・FAX：0220-35-1099
http://www.city.tome.miyagi.jp/kinenkan/
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