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三陸鉄道を応援する気持ちと、沿線地域に

圏域情報

暮らす方々の元気と笑顔に溢れた動画です。
是非一度ご覧ください。

◇◆◆◇ 岩手県沿岸広域振興局経営企画部

動画 URL

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

http://www.youtube.com/watch?v=5MX51ICp2

「恋するフォーチュンクッキー 岩手県・三陸鉄道

pA

南リアス線 ver.」の動画を配信しています!!
岩 手 県沿 岸 広域 振 興局 で は 、平 成 26 年
4 月に全線開通を迎える三陸鉄道南リアス線
のプロモーションのため、この度、AKB48 の
ヒット曲「恋するフォーチュンクッキー」を
皆で踊る「恋するフォーチュンクッキー

岩

手県・三陸鉄道南リアス線 ver.」を製作し、
配信しています。
この動画は、三陸鉄道南リアス線の全線運

（写真：岩手県大船渡地区合同庁舎チームの

転再開に向けて沿線地域の機運を高め、地域

撮影風景）

の一体感を醸成するとともに、この地域の魅
力や復興に向けて歩む様子を国内外に伝える

■問い合わせ先

ことを目的として製作されました。動画には、

岩手県沿岸広域振興局経営企画部

沿線地域の事業所や学校、自治体などから約

大船渡地域振興センター地域振興課

1,000 名が出演しています。

電話：0192-27-9911

昨年末から動画サイト YouTube 上の AKB 公
式チャンネルにて動画の配信を開始し、１月
30 日には動画再生回数 30 万回を達成しまし
た。
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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所

地域づくりについて改めて考えるとともに、

栗原地域事務所 ◇◆◆◇

参加者同士の交流を深める良い機会になりま

みやぎ地域づくり団体協議会栗原支部

した。

「地域づくり交流会」を開催しました
■問い合わせ先
平成 25 年 12 月 6 日（金）に「みやぎ地域

みやぎ地域づくり団体協議会

づくり団体協議会栗原支部交流会」を開催し

栗原支部事務局

ました。

（宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務

第 1 部は、秋田県能代市上町自治会長、の

所地方振興部商工・振興班内）

しろ白神ネットワーク代表などを務め、内閣

電話：0228-22-2195

府男女共同参画局平成 25 年度「女性のチャレ
ンジ賞」を受賞した能登祐子氏を講師に招き、

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所

『信頼関係と連携で地域力を高めよう』と題

登米地域事務所 ◇◆◆◇

第 10 回日本一はっとフェスティバルが

して講演していただきました。

開催されました

能登氏のこれまでの活動や、そこから見え
てくる地域づくりにおけるポイントなど、貴
重なお話を聴くことができました。

平成 25 年 12 月 1 日（日）、登米市迫町の中
江中央公園で「第 10 回日本一はっとフェステ
ィバル」が開催されました。第 10 回という節
目の年でもあり、来場者数 24,000 人と過去最
高の人出で賑わいました。
会場では、37 の出店者による多種多様なはっ
とが販売され、今年も昨年に引き続き、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。

第 2 部は、参加者の自由交流、情報交換を
目的として交歓会を行いました。普段なかな
か交流する機会のない方々も、ゲームを交え
ながら楽しくお互いの活動や地域づくりの考
え方などを知る場となり、盛会のうちに終了
しました。

また、第 10 回記念イベントとして、近隣の
当地グルメ山形県最上町の山形大鍋いも煮や、
岩手県一関市のもち、大崎市の鳴子ちゃんこ、
南三陸町の南三陸カキ汁が出店し、訪れた人た
ちはそれぞれの味を堪能していました。
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同協議会は、気仙沼市や地元商工団体など
18 団体で構成され、今後は市民や地元企業へ
の周知に向けた講演会の開催、ＩＬＣ建設候
補地での視察研修会の実施、理解と関心を高
めてもらうためのパンフレットやポスターな
どの製作を予定しています。

ステージでは、はっと踊りやよさこい演舞な
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。
■はっと大賞投票結果
1 位：牛筋入りモロヘイヤ塩はっと/登米市
割烹

若鮨

■問い合わせ先

2 位：油麩ときのこはっと/登米市

気仙沼市震災復興・企画部震災復興・企画

（株）みやぎ東和開発公社

課

3 位：海鮮はっと/登米市

電話：0226-22-3408

鮨信

■問い合わせ先
「日本一はっとフェスティバル」実行委員

屋外スケート場「気仙沼アイスリンク」が

会事務局(登米市産業経済部商工観光課)

オープンしました

電話：0220-34-2734

昨年の 12 月 23 日に気仙沼市鹿折地区に市
◇◆◆◇ 宮城県気仙沼

内初となる屋外スケート場「気仙沼アイスリ

地方振興事務所◇◆◆◇

ンク」がオープンしました。

気仙沼市国際リニアコライダ－（ＩＬＣ）

このスケート場は震災により、外で遊ぶ機

推進協議会が設立されました

会が少ない気仙沼市周辺の子どもたちの運動
不足の解消を目的とし、東京の地質調査会社

国際リニアコライダ－（ＩＬＣ）は、物質
の根源や宇宙の起源の研究を行う施設で、Ｉ

が日本かつお・まぐろ漁業協同組合のバック
アップを受けて整備しました。

ＬＣ立地評価会議により国内の建設候補地と
して北上山地が選ばれました。ＩＬＣのトン

リンクの広さは 450 ㎡で、最大 150 人が利
用できます。

ネルが 50ｋｍに延伸された場合、南端部分に
気仙沼市も含まれることから、ＩＬＣ建設に
よる経済波及効果等が大きく期待されていま
す。
気仙沼市では、北上山地へのＩＬＣの誘致
を推進するため気仙沼市国際リニアコライダ
－推進協議会を設置し、平成 25 年 12 月 2 日
に、その設立総会が開催されました。
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■場所
気仙沼市高判形山 1-45
■営業期間
2 月下旬まで
■営業時間
【金曜日】
午前 10 時 30 分から午後 5 時まで
【土曜日・日曜日・祝日】
午前 9 時 30 分から午後 5 時まで
■定休日

■日時

月曜日から木曜日まで（祝日を除く）

平成 26 年 2 月 11 日(火･祝)

■料金

■場所

小学生：無料

一関市大東町大原

高校生以上：300 円（貸しシューズ代）

大原商店街

■問い合わせ先

■問い合わせ先

大東大原水かけ祭り保存会「大原公民館内」

気仙沼アイスリンク

電話：0191-72-2282

電話：080-6573-3070
◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

せんまやひなまつり

イベント情報など

2 月 11 日（火）から 3 月 3 日（月）まで、
◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

一関市千厩町にある酒のくら交流施設（国有

一関市・大東大原水かけ祭り

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

2 月 11 日（火・祝）、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

催されます。明治・大正時代の着物や帯も展
示していますのでぜひおこしください。

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。
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、今では、厄落としと諸々の
安全祈願が主流をなしています。

■開催期間

さらに近年は、1 年間の無病息災と大願成
就を祈願しての参加者も多くなっています。

平成 26 年 2 月 11 日(火・祝)～3 月 3 日(月)
■場所
一関市千厩町
・千厩酒のくら交流施設
・千厩商店街
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■問い合わせ先

2 月 23 日：大船渡東高校太鼓部演技披露

千厩ひなまつり実行委員会事務局

3 月 2 日：椿油を使ったけんちん汁振舞い

電話：0191-53-2070

わかめしゃぶしゃぶ振舞い
3 月 15・16 日：綾里大権現

演技披露

◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇

■問い合わせ先

「三陸・大船渡 第 17 回つばきまつり」を開催し

つばきまつり実行委員会事務局

ています!!

（大船渡市農林水産部農林課内）
電話：0192-27-3111

「市の花・つばき」、「椿の里・大船渡」

URL：http://www.city.ofunato.iwate.jp/

を市内外に PR する「つばきまつり」が、今年
も１月 19 日（日）から開催されています。
開催期間中は、復興支援活動に関する展示、
物産品や椿油を使った飲食物の販売、各種体
験コーナーの設置など多彩な企画が予定され
ています。また、第 17 回目を迎える今回は、
椿を通じた交流のある長崎県新上五島町や、
台風被害からの復興支援を目的とした伊豆大
島の物産販売を行います。
日本全国、世界各国の椿が一堂に会する椿
館・碁石で、一足早い春の訪れを感じてみま
せんか。

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所 ◇◆◆◇

手打ちそば祭り in 花山

■日時
平成 26 年 1 月 19 日（日）
～3 月 23 日（日）

栗原市花山で、挽きたて・打ち立て・ゆで

午前 9 時から午後 5 時まで

たての三たてそばが味わえる「手打ちそば祭

※開催期間中は休館日なし

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

■場所

ばを打ち、提供（有料）します。

「世界の椿館・碁石」※入館料 500 円

寒暖差の大きい花山の気候が生み出す、甘

（大船渡市末崎町字大浜 280-1）

くて香り豊かなそばは大変好評です。この機

URL：http://www13.ocn.ne.jp/~goishi/

会にぜひ味わいにお越しください。

■主なイベント内容
期間中：館内クイズ・スタンプラリー
物産販売（土・日のみ）
2 月 16 日：おおふなトンと遊ぼう！
（おおふなトンとのジャンケ
ン大会

など）
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■日時
平成 26 年 3 月 21 日（金）～3 月 23 日（日）
■時間
■日時

午前 10 時から午後 3 時まで

平成 26 年 4 月 5 日（土）、6 日（日）

■場所

午前 11 時から午後 3 時まで

とよま観光物産センター「遠山之里」

（そば粉がなくなり次第終了）

（登米市登米町寺池桜小路 2-1）

■場所・問い合わせ先

■料金
一杯 300 円

ろー た り ー

道の駅路 田里 はなやま（自然薯の館）

■問い合わせ先

（栗原市花山字本沢北ノ前 112-1）

とよま観光物産センター「遠山之里」

電話：0228-56-2265

電話：0220-52-5566

米山チューリップまつりが開催されます
◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所
登米地域事務所 ◇◆◆◇

登米市米山町の道の駅米山で、｢米山チュー

春だ！はっと屋台村が開催されます

リップまつり｣が開催されます。
道の駅西隣の１ヘクタールの圃場に、10 万

とよま観光物産センター｢遠山之里（とおや
まのさと）｣で、「春だ！はっと屋台村」が開

株、赤や白、黄色、ピンクなど色とりどりの
チューリップ約 60 種類が咲き誇ります。

催されます。

また、気に入ったチューリップはその場で

約 10 店舗が出店し、定番の｢油麩入はっと｣

購入することもできます。

をはじめ、｢あずきはっと｣、｢赤豚カレーはっ
と｣、「海鮮はっと」など各店舗オリジナルの

登米市にお越しの際はぜひお立ち寄り下さ
い。

味が楽しめます。
登米の郷土料理「はっと」をぜひご賞味く
ださい。
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■日時
平成 26 年 4 月 27 日（日）～5 月 11 日（日）
■時間
午前 9 時から午後 4 時まで
■場所
道の駅米山西隣圃場
（登米市米山町西野字新遠田 67）
■入園料
無料
■問い合わせ先
道の駅米山「ふる里センターＹ・Ｙ」
電話：0220-55-2747
◇◆◆◇ 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
2 月 23 日（日），南三陸町志津川地区の南
三陸さんさん商店街を会場に志津川湾牡蠣ま
つり福興市が開催されます。
当日は旬を迎えた志津川湾の牡蠣をフライ
やシチューなどで味わうことできるほか，地
元名産の海産物や農産物を中心とした物産や
飲食のブース，全国各地からの応援ブースも
設けられます。
志津川湾の旬の牡蠣を味わうことのできる
復興市に，ぜひお越しください。
■日時
平成 26 年 2 月 23 日（日）
午前 9 時 30 分から午後 2 時 30 分まで
■場所
南三陸さんさん商店街隣接特設会場
（南三陸町志津川字御前下 59-2）
■問い合わせ先
南三陸町福興市実行委員会事務局
電話：090-7077-2550
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