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■問い合わせ先

圏域情報

岩手県県南広域振興局経営企画部
電話：0197-22-3008

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

岩手・宮城県際広域観光推進研究会ホームペ

◇◆◆◇ 岩手県沿岸広域振興局経営企画部

ージに県際地域の施設営業状況を追加！

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

『三陸・けせん観光物産フェア』開催！
岩手・宮城県際広域観光推進研究会ホーム
ページ「南いわて・北みやぎ観光サイト案内

8 月 17 日（土）・18 日（日）の 2 日間、気

所」（http://www.pref.iwate.jp/~hp2516/）

仙地方の特産品を展示販売する「三陸・けせ

から県際地域の観光施設・宿泊施設営業状況

ん観光物産フェア」が東京・銀座の「いわて

が確認できるようになりました。随時（原則

銀河プラザ」で開かれ、復興に取り組む地元

毎月 1 回）更新していますので、お出かけの

業者の特産品や、最新の観光情報を首都圏の

際の参考にして下さい。

皆さんに PR しました。

三陸・けせん観光協議会が主催し、通算 15
回目の開催となる今回のフェアは、気仙地域
の観光・行政関係者が販売スタッフとして参
加しました。また、「大船渡つばき娘」や大
船渡市の「おおふなトン」、陸前高田市全国
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太鼓フェスティバルの「Don 太」、住田町「五

◇◆◆◇

宮城 県北部地方振興事務所

葉山火縄銃鉄砲隊」も上京し、フェアを盛り

栗原地域事務所

◇◆◆◇

「くりはら産品フェア」を開催しました

上げました。

栗原の豊かな地域資源を活かした農商工連
携商品を PR・即売する、「くりはら産品フェ
ア」を仙台市一番町四丁目商店街で開催しま
した。9 月 14 日（土）・15 日（日）の 2 日間
（15 日は台風の影響で午前中のみ）、多くの
方にお立ち寄りいただき、栗原の商品 や観光
をアピールすることができました。
大船渡市のサンマの加工品、陸前高田市の
生しいたけ、住田町の鶏ハラミなどの特産品
が販売され、来場者は試食しながら、おいし
い地元の逸品を買い求めていました。
当日は、岩手出身の東京在住女性で組織さ
れる「銀河プラザ」応援隊 anecco（アネッコ）
が、あまちゃんで話題の「北限の海女」の格
好で登場し、一緒にフェアを盛り上げました。
■問い合わせ先
「くりはら産品フェア」は、10 月と 11 月

三陸・けせん観光協議会事務局
（大船渡市観光物産協会）

にも予定しています。9 月とは違う商品も販

電話：0192-21-1922

売されますので、ぜひこちらにも足を運んで
みてください。
■ 今後の日時

（番外編）「おおふなトン」VS「Don 太」

・平成 25 年 10 月 26 日(土)・27 日(日)
午前 10 時から午後 3 時 30 分まで

おお ふ なト ン 、

・平成 25 年 11 月 16 日(土)・17 日(日)

Don 太に嫉妬

午前 10 時か ら午後 3 時 30 分まで
■ 問い合わせ先

↓

宮城県北部地 方振興事務所栗原地域事務所
対峙してにらみ

地方振興部

合い、火花を散

電話：0228-22-2195

らす２人

◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所
登米地域事務所 ◇◆◆◇

↓
おおふなトン

“とよま油麩丼 （あぶらふどんぶり）の会”が北海

の鼻 ア タッ ク 炸

道・東北Ｂ－１グランプリ in 十和田に出展 ！！

裂！

9 月 7 日（土）・8 日（日）の 2 日間、青森
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県 十和田市で開催された、北海道・東北 B-1

という機運が高まりました。

グランプリ in 十和田に、登米市のとよま油麩

登米市にお越しの際には、とよま油麩丼を

丼の会（会長：海老名康和さん）が出展しま

ぜひ御賞味ください。

した。

■問い合わせ先

北海道 ・東北 B-1 グランプリは 2 年ぶりの

とよま油麩丼の会事務局 （ 海老名康和）

開催で、多くの方々に”とよま油麩丼”を味

電話：0220-52-2016

わってもらおうと、参加者全員力を合わせて
◇◆◆◇宮城県気仙沼 地方

頑張りました。

振興事務所◇◆◆◇

南三陸ポータルセンターが開 館しました
「 南三陸ポータルセンター」が南三陸町志 津
川地区の仮設商店街「南三陸さんさん商店街」
の 隣接地に設置され、8 月 1 日にオープニング
イベントが開催されました。この施設は、日本
アムウェイ社から寄贈された木造平屋の建物と
愛 知県 清洲市 から 寄贈さ れた 大型仮 設テ ン ト

入賞は果たせませんでしたが、両日とも長

で、どちらも一般社団法人南三陸町観光協会が

い行列が絶えることなく、多くの方々にとよ

管理運営を行います。

ま油麩丼を提供することができました。

当日は，関係者と南三陸町の子供たちがテー

今回は、新たな PR として、ハイカラさん と

プカットを行い、オープ ン記念としてハナミズ

書生に扮した 3 名がステージイベントや出展

キ を植樹しました。

ブースでの接客をおこない、”みやぎの明治

今後、「南三陸ポータルセンター」は、地域

村登米（とよま）”を PR しました。北九州大

にお住まいの方々が集 会や会議など多目的に利

会でも人気を集めた"油麩 3-D パネル"も大好

用 するほか、教育旅行の受け入れや体験型講座、

評で、多くの方々に”油麩”や”登米市”を

各種行事など、南三陸町内外との新しい交流の

知って頂く事ができました。

拠点として大きな役割を果たすことが期待され
ます。

近年、新たな団体が続々と参加している B-1
グランプリですが、とよま油麩丼の会もさら
と

■問い合わせ先
一般社団法人 南三陸町観光協会

め

に地域を盛り上げ、登米を発信していこう！

電話：0226-47-2550
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イベント情報など

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

一関・平泉バルーンフェスティバル 2013
一関地方産業まつり商工祭
全国ご当地もちサミット 2013in 一関
10 月中旬の週末は、一関 市 総合体育館（ユ
ー ドーム）等でたくさんのイベントが開催さ
れます。
見て、食べて、体験できるイベントが盛り
だくさんで すので、ぜひいらしてください。

★一関･平泉バルーンフェスティバル 2013★

★第 64 回一関地方産業まつり商工祭★

熱気球は、自然の風を利用して、鳥の目線

一関地方の特産品や工芸品を一堂に集めた

で地球の大きさ、美しさを体験できます。東

展示即売イベントが開催されます。見て、知

日本大震災復興支援イベントです。競技飛行、

って、味わって、郷土の自慢

係留、バルーンイリュージョンなどが行われ

キャッチコピーに、地場産品バザール、工業

ます。

コーナー、ふるさと味自慢コーナーなど、バ

■日

産業まつりを

ルーン体験搭乗の他、各種イベントも盛りだ

時

平成 25 年 10 月 12 日（土）から 14 日（月・

くさんです。

祝）

■日

時

平成 25 年 10 月 19 日（土）、20 日（日）

競技飛行：午前 6 時 30 分、午後 3 時から

19 日（土）午前 9 時 30 分から午後 4 時

（ 14 日は 午前のみ）

20 日（日）午前 9 時 30 分から午後 3 時

バルーンイリュージョン：午後 6 時から
（13 日のみ）

（体験搭乗午前 7 時から）

■場

■場

所

所

一関市総合体育館（ユードーム）

一関遊水地記 念緑地公園多目的広場

■問い合わせ先

■問い合わ せ先
一関・平泉バルーンフェスティバル実 行委

一関市商業観光課

員会（一関市商 業観光課内）

電話：0191-21-8413

電話：0191-21-8413

★全国ご当地もちサミット 2013in 一関★
古くからもち文化が根付いている中東北(岩
手県南・宮城県北）に全国から自慢のご当地
もち料理が勢ぞろいします。24 店のもち料理
を食べ比べて、投票式でグランプリを決定し
ます。もち好きは見逃せない 2 日間です。
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■日

時

■日

時

平成 25 年 10 月 19 日（土）、20 日（日）

平成 25 年 10 月 12 日（土）、13 日（日）

午前 10 時から午後 3 時

午前 11 時から午後 4 時

■場

所

■場

一関市総合体育館（ユードーム）特設会場

観自在王院跡

（屋外テント）
■料

所

■問い合わせ先

金

平泉町観光商工課

300 円（24 種類全て）

電話：0191-46-5572

■問い合わせ先

※当日は混雑予想のため、公共交通機関がお

一関市商業観光課

すすめです。

電話：0191-21-8413

◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇

「全国太鼓フェスティバル』が開催されます！
平成元年の開催以来、日本一の太鼓フェステ
ィバルとも評される
「全国太鼓フェスティバル」。

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

平成 23 年度は名古屋市での開催となりました

平泉福興祭 2013

が、24 年度は再び陸前高田市で開催されました。
今年度も、全国から 11 の団体が陸前高田市に

世界遺産登録 2 周年記念と東北復興を応援

集結し、勇壮な太鼓の音を響かせます。

する「平泉福興祭 2013」は、毛越寺の東に隣

「いのちは鼓動からはじまる」。フェスティ

接する観自在王院跡を会場に古典芸能と郷土

バルのメインテーマであるこの言葉のように、

の伝統芸能が集うイベントです。

昨年度のフェスティバルは、新たな陸前高田市

苦境にあっても平和を願い戦い続けた「義

を目指す第一歩となりました。そして今年度は、

経」物語をテーマとし、神楽競演会や有名歌

以前と変わらぬおもてなしの心を持って、力強

舞伎役者出演の平泉歌舞伎（チケット要予約）

い太鼓の音とともに、感謝の気持ちを陸前高田

も催されるなど話題沸騰。

市から発信します。

また、ご当地グルメや三陸沿岸の物産も購

陸前高田市からは「氷上太鼓」、「気仙町け

入できるなど、子供も大人も楽しさ満載の 2

んか七夕太鼓」、大船渡市からは「県立大船渡

日間です。

東高校太鼓部」と「長安寺太鼓」が出演します。
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◇◆◆◇

また、秋田県、静岡県など全国から 7 団体が陸

宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所

前高田市に集結します。

◇◆◆◇

「第 26 回花山・湖秋まつり」開催！

陸前高田の底力が、このフェスティバルには
溢れています。皆さんも会場で、太鼓の響きと

今年で 26 回目を迎える「花山・湖秋まつり」

陸前高田のパワーを体感してみませんか。

が、10 月 13 日（日）に栗原市花山で開催さ
れます。
自然広がる花山湖の畔でバーベキューが楽
しめるお祭りです。目玉は何と言っても、宮
城県産黒毛和牛のステーキ肉です。食欲の秋
においしいお肉を贅沢に味わってみませんか。
なお、バーベキュー用の肉と野菜は、当日会
場でセット販売されます。
■日

また、楽しい体験コーナーやミニイベント、

時

平成 25 年 10 月 20 日（日）

肉や野菜の販売等、盛りだくさんの内容とな

午前 10 時から午後 3 時（午前 9 時開場）

っています。

■会

ご家族やお仲間を誘って、ぜひ栗原の美味

場

しい味覚と美しい自然の景色を堪能しにおい

陸前高田市立第一中学校体育館
■備

でください。

考

入場には入場手形が必要です。
(3,000 円

全て自由席)

購入の際は、下記までお問い合わせください。
■問い合わせ先
全国太鼓フェスティバル実行委員会事務局
（陸前高田市企画部商工観光課内）
電話：0192-54-2111
ホームページ：http://www.3riku.jp/taiko/

■日

時

午前 10 時から午後 2 時まで
（雨天時は食材の引換えのみ）
■場

所

花山青少年旅行村
■当日券
4,000 円（限定 50 セット）
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【セット内容】ステーキ肉/スライス肉/野菜

電話：0220-34-2734

※食中毒防止の為、飲食物の持ち込みは禁
◇◆◆◇宮城県気仙沼地方

止されています。
■問い合わせ先

振興事務所◇◆◆◇

モーランドまつり２０１３が開催されます

栗原市花山総合支所
電話：0228-56-2114

10 月 13 日（日）、緑の大草原が広がる牧場

◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所

で焼き肉を楽しむ「モーランドまつり」が行わ

登米地域事務所 ◇◆◆◇

れます。

登米おいしいもの市・秋の市が開催されます

「モーランドまつり」では、牛乳の早飲みや
乾草転がし大会などが催され、体験コーナーで

平成 25 年 10 月 7 日・8 日の 2 日間、勾当台

はバター作りや乳しぼり、乗馬などを体験する

公園市民広場にて「登米おいしいもの市・秋の

ことができます。また，気仙沼地域の復興を願

市」が開催されます。

い、もちまき大会も行われます。大自然を満喫
できる「モーランドまつり」に、ぜひお越しく
ださい。
なお、お得な前売券が販売されていますので、
詳しくは、下記へお問い合わせください。

旬の味覚のきのこや新鮮な 野菜、 新米といっ
た農林産物や、お餅、漬けものなど、登米市の安
全・安心な農林産物や農産加工品などが一堂に
会し、物産販売を行います。また、しいたけや
新米の試食のほか、 ご当地グルメの「油麩丼」や

郷土料理の「はっと」の販売も行われます。

■日

時

平成 25 年 10 月 13 日（日）

普段は地元でしか味わえない地場産品や新鮮

午前 10 時から午後 2 時まで

な野菜などを豊富に取りそろえています。

名取・岩沼・山元・亘理の特産品も販売される

■場

所

「名亘秋の特産市」も同時に開催されますので、

モ～ランド本吉・特設会場（ふれあい広場）

お近くにお越しの際はぜひお立ち寄り下さい。

気仙沼市本吉町角柄 15-4

■日

■問い合わせ先

時

平成 25 年 10 月 7 日（月）、8 日（火）

べ～ごこハウス

午前 10 時から午後 3 時まで

電話：0226-43-2468

■場

所

勾当台公園市民広場（仙台市青葉区）
■問い合わせ先
登米市商工観光課
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