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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◇◆◆◇

KESEN ROCK FESTIVAL’14 が
開催されました！
「アットホームな音楽フェス」として出
演者やファンから親しまれているケセンロ
ックフェスティバルが，７月１９日（土）・
２０日（日）の２日間，住田町世田米の種

■公式ホームページ

山ヶ原イベント広場で開催されました。

http://kesenrockfes.com/

平成２１年に始まったこのイベントは，
◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所

気仙地域の過疎化を防ぎ，魅力ある街をつ

栗原地域事務所 ◇◆◆◇

くろうと，地元の２０代から４０代が集ま
り立ち上げたものです。震災時には開催を

「恋するフォーチュンクッキー【栗原 ver.】」が

断念しましたが，フェスに関わった全国の

完成しました！

アーティストや来場者からの多大な支援に
栗原市内在住の高校生６人グループ「木

より，平成２４年に復活，今年で５回目の

川田劇団」が，地元の良さを紹介するため

開催となります。

に企画した「恋するフォーチュンクッキー

当日は雨にもかかわらず，約５千人の観

【栗原 ver.】」が完成しました。

客が来場し，出演アーティストの演奏に魅
了されました。また，出店には地元の特産

アイドルグループＡＫＢ４８の「恋する

品や海産物，郷土料理が並び，温かいおも

フォーチュンクッキー」に合わせ，老若男
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女，３０団体の方々が踊りに参加していま

大道芸，アイドルグループのステージイベ

す。７月９日（水）には，ＮＰＯ法人

ントなど各種イベントが行われ，訪れた人

「 Azuma-re 」が主催する“ Café Azuma-re”

を楽しませました。

（カフェ アズマーレ）において試写会が行
われました。
地元愛あふれる動画となっています。ぜ
ひご覧ください。
動画ＵＲＬ
http://www.youtube.com/watch?v=pKR3vMu
GFTU
また，２８日には，登米地域事務所より
「仙台・宮城【伊達な旅】春キャンペーン
２０１４」
（平成２６年４月～６月）の締め
くくりとして，来場者に感謝を込めてミニ
プレゼントを配布しました。

（「恋するフォーチュンクッキー」を踊るクリハライザー）

■問い合わせ先
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

電話：０２２８－２２－２１９５
■問い合わせ先
◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所

登米市南方総合支所市民課

登米地域事務所 ◇◆◆◇

電話：０２２０－５８－２１１２

みなみかた花菖蒲まつりが開催されました
東部地方振興事務所登米地域事務所
６月２８日（土），２９日（日）の２日間，

地方振興部

登米市南方町のみなみかた花菖蒲の郷公園

商工・振興班

電話：０２２０－２２－６１２３

で「みなみかた花菖蒲まつり」が開催され
ました。

◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

「気仙沼ふかひれ丼」が復活しました

５ヘクタールの広大な大庭園では，２５
０種６０万本のハナショウブが植栽されて
おり，深い紫や爽やかな白など，清楚な色

７月６日（日）に気仙沼「海の市」で「気

合いのハナショウブを観賞することができ

仙沼ふかひれ丼」復活発表会が行われまし

ました。

た。

祭り期間中は，野点や屋台などの出店，

気仙沼寿司組合１９店舗では，平成２２
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年から高級食材のフカヒレをたっぷり使っ

は１階，２階の店舗スペースに海産物等の

た「究極のふかひれ丼」を販売していまし

物販を行う店舗が８店舗，飲食店が３店舗，

た。提供店の多くが被災したことから販売

合計１１店舗がそろい，グランドオープン

を中止していましたが，今回，この「究極

となりました。

のふかひれ丼」が震災から３年４か月ぶり

今後，気仙沼「海の市」は，気仙沼市の

に，
「気仙沼ふかひれ丼」と名を改め，復活

水産と観光の復興に大きな役割を果たすこ

したものです。カツオとコンブの和風だし

とが期待されています。

で味付けされたフカヒレの姿煮は，震災前
の約１.５倍の大きさ。丼を覆うほどの特大
フカヒレは直径２０センチメートルはある
最高級のヨシキリザメの尾びれを使用して
います。サメ肉を使ったつみれ汁付きの価
格は５,０００円から６,０００円台で，組
合に加盟する１４店舗が提供しています。
サメの水揚げ日本一を誇る気仙沼市のフカ
ヒレを味わいにぜひお越しください。

■問い合わせ先
気仙沼寿司組合（宮城県寿司商生活衛生業
組合気仙沼支部）
電話：０２２６－２３－１３３１

■問い合わせ先
株式会社

◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

気仙沼産業センター

電話：０２２６－２４－５７５５

気仙沼「海の市」が
グランドオープンしました！！

イベント情報など
７月１９日（土）に気仙沼市の観光施設
「海の市」が本格的に営業を再開しました。

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

気仙沼「海の市」は，震災の影響で休業

レンタカーを利用して宿泊した場合のお得な
プランを実施中です！

していましたが，今年の４月に２階の「シ
ャークミュージアム」と「気仙沼市観光サ
ービスセンター」がオープンし，その後，

南いわて周遊宿泊推進協議会では，指定

飲食店１店舗が営業を再開しました。今回

レンタカー事業者からレンタカーを借りて，
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指定宿泊施設に宿泊する場合，レンタカー料

◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

金から３,０００円をキャッシュバックする，

第 17 回全国地ビールフェスティバル in 一関

「まるっといわて！３０００プラン」を実施
しています。得した分でちょっとリッチに旅

国内最大級の地ビールフェスである「全

しちゃおう！

国地ビールフェスティバルｉｎ一関」が今
年も開催されます。
どんどん使

今年は過去最高の地ビール出店社数とな

ってケロ！

り，７３社およそ２００種類の地ビールが
全国から大集合します。
普段味わうことができない各地の地ビー
ルを求め，全国の地ビールファンが一関の
地に集います。

©2013 岩手県

また，お得な前売りチケットが８月２１

ケロ平 designed by センウェンルー

日（木）まで販売されておりますので，ぜ
■期間

ひ御利用ください！

６月１日（日）から先着３,０００台
■対象エリア
遠野市，一関市，平泉町の指定宿泊施設
■内容
要件を満たした場合，宿泊施設のチェック
イン時に３,０００円キャッシュバック
■問い合わせ先
県南広域振興局経営企画部
電話：０１９７－２２－２８１２
■ホームページ

■開催日

http://www2.pref.iwate.jp/~hp2516_1/

８月２２日（金）から２４日（日）まで
■場所
一関市

一関文化センター前広場

■料金
Ｍサイズ（２００ｍｌ）/枚

３００円

Ｌサイズ（３００ｍｌ）/枚

４００円

■前売り
Ｍサイズ（２００ｍｌ）/８枚２,０００円
Ｌサイズ（３００ｍｌ）/６枚２,０００円
■問い合わせ先
一関市商業観光課
電話：０１９１－２１－８４１３
■公式Ｆａｃｅｂｏｏｋ
https://ja-jp.facebook.com/ichinosekib
eer
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◇◆◆◇岩手県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◇◆◆◇

大船渡地域振興センター◇◆◆◇

「三陸・大船渡夏まつり」が開催されます！

「陸前高田 うごく七夕まつり」が
開催されます！

東北最大級の「海の祭典」として，県内
外から多くの観光客が訪れる「三陸・大船

８月７日（木）に陸前高田市で「うごく

渡夏まつり」が岩手県大船渡市内において

七夕まつり」が行われます。江戸時代より

８月１日（金）
・２日（土）に開催されます。

受け継がれてきた歴史あるこの祭りは，毎

平成２４年から再開し，大船渡から復興

年多くの方で賑わいます。

の様子と支援への感謝を発信しています。

陸前高田市は津波で大きな被害を受けま

今年の見所は，湾内台船からの花火打ち

したが，地域の方が祭りの復活に取り組み，

上げ。昨年よりも３,０００発増やし，８,

平成２４年に再開したところであり，今で

０００発の花火が海上から打ち上げられま

は地域の復興に活力を与える祭りとなって

す。また，復興グルメフェスティバルが開

います。

催されるほか，地元大船渡市出身の新沼謙

高田町内の１２集落がそれぞれ装飾の異

治さんが出演し夏まつりを盛り上げます。

なる山車を製作し，町内を練り歩きますが，

楽しいイベントがたくさん詰まった「三

山車ごとに微妙に異なるお囃子も見所です。

陸・大船渡夏まつり」に，是非お越しくだ

当日は是非，陸前高田市までお越しくだ

さい。

さい。

■開催日

■開催日

８月１日（金），２日（土）

８月７日（木）

■場所

■場所

大船渡港付近及びＪＲ大船渡駅西側特設ス

高田町大町付近

テージ

■問い合わせ先

■問い合わせ先

高田町七夕祭組連絡協議会

三陸・大船渡夏まつり実行委員会

電話：０１９２－５４－５０１１

（大船渡商工会議所内）
電話：０１９２－２６－２１４１

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所 ◇◆◆◇

「みんなでしあわせになるまつり 2014」
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今より便利じゃなかったし，それほど豊

の記念花火など，約３０００発の花火が夜

かでもなかったけれど，ひとにもまちにも

空や水面を彩ります。

活気があった古きよき昭和の時代を栗原市

中でも，ラストを飾る２５０ｍを超える

栗駒「六日町通り商店街」に再現します。

特大のナイアガラ花火は圧巻です。

平成１８年から開催されているこのまつ

迫力満点の花火を見にぜひお越しくださ

りは，旧車の展示を中心にボンネットバス

い。

の運行，乗り物絵画展や写真展，飲食・ガ
レージセールなど，どこか懐かしい雰囲気
の街を散策しながら，レトロな車を観たり，
いなかの味を堪能したり．．．来て・見て・
楽しめる，手づくりのおまつりです。

■日時
８月１３日（水）
午後７時頃から午後９時頃まで
■場所
長沼フートピア公園内（登米市迫町北方字
■日時

天形）

９月２１日（日）

※フートピア公園や長沼漕艇場周辺に駐車

午前９時から午後３時まで

できます。

■場所

■問い合わせ先

栗原市栗駒岩ケ崎

登米市産業観光経済部商工観光課

六日町通り商店街他

電話：０２２０－３４－２７３４

■問い合わせ先
栗駒鶯沢商工会

◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

第３回歌津復興夏まつりが開催されます

電話：０２２８－４５－２１９１
＜詳しくは、栗駒鶯沢商工会 HP＞
http://www.kurikoma.miyagi-fsci.or.jp/

８月１０日（日），１１日（月）の２日間，
南三陸町歌津地区の伊里前福幸商店街特設

◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所

会場で「歌津復興夏まつり」が開催されま

登米地域事務所 ◇◆◆◇

す。

ふるさと花火ｉｎ長沼が開催されます！

「歌津復興夏まつり」は，震災前に開催
していた「歌津恋来い浜まつり」の復活版

登米市迫町の長沼で「ふるさと花火ｉｎ

で，昨年は，歌津から沖縄県・西表島に漂

長沼」が開催されます。

着した郵便ポストをテーマに「歌津さきて

内陸地域では珍しい水中スターマイン，

けさい」を書き下ろしたＢＥＧＩＮが同曲

水上スターマインを始め，メッセージ付き

を初披露し，ステージを盛り上げました。
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今年もＢＥＧＩＮをはじめ，多数のアーテ

クターで，
「マンボウサンバ大会」は平成６

ィストが出演するステージイベントが行わ

年から商店街に活気を取り戻そうと始めら

れ，祭りのフィナーレには追悼と復興の祈

れました。幅広い年代の町民の方々が，チ

りを込めた花火が打ち上げられる予定です。

ームごとに趣向を凝らしたコスチュームで
ダンスを披露し，町民と観客が一体となっ
て盛り上がりますので，
「本吉マンボウサン
バ大会」にぜひお越しください。

■日時
【８月１０日（日）】
午前１０時から午後６時まで
【８月１１日（月）】
午後１時から午後８時まで

■日時

※花火時間：午後７時から午後８時まで

８月２３日（土）

■場所

午後４時から午後８時３０分まで

伊里前福幸商店街特設会場

■場所

（南三陸町歌津字伊里前９６－１）

津谷商店街表通り（気仙沼市本吉町）

■問い合わせ先

■問い合わせ先

歌津復興夏まつり実行委員会

本吉マンボウサンバ大会実行委員会

電話：０２２６－３６－２２３５

電話：０２２６－４２－２０２８

■ホームページ

■ホームページ

【伊里前福幸商店街】

http://www.rias.miyagi-fsci.or.jp/

http://isatomae.jimdo.com/
【一般社団法人

南三陸町観光協会】

http://www.m-kankou.jp/
◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

第２０回本吉マンボウサンバ大会が
開催されます
８月２３日（土），気仙沼市本吉町でテン
ポの良いリズムに合わせたダンスを競う
「本吉マンボウサンバ大会」が開催されま
す。
「マンボウ」は，気仙沼市本吉のキャラ
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