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◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

第５回「三陸海の盆」が開催されます
８月 11 日（火）、気仙沼市唐桑町御崎港を
会場として「第５回三陸海の盆」が開催され
ます。
「三陸海の盆」は、東日本大震災で犠牲に
なられた多くの方々の供養と、復興に懸ける
被災地の想いを全国に伝えるため、第１回の
岩手県大槌町に続き、釜石市、大船渡市、山
田町と会場を移しながら毎年８月 11 日に開催
されてきました。第５回となる今年は初めて
県境を越え、宮城県気仙沼市において開催さ

■日時

れます。

平成 27 年８月 11 日（火）

郷土芸能出演では、地元気仙沼市をはじめ、
宮古市や大槌町など、三陸沿岸の郷土芸能団

午前 10 時から午後６時まで
■場所

体が集結し、多彩な郷土芸能を熱演します。

御崎観光港（気仙沼市唐桑町）
■問い合わせ先
第５回三陸海の盆実行委員会事務局
電話：0226-32-4048
唐桑町観光協会
電話：0226-32-3029
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

美女旅×いわて第 2 弾発表
一関・奥州・平泉～世界遺産の旅～編

発行

県南広域振興局では、昨年度から県内外の若

そして、６月 20 日（土）には、平泉町の世界遺産

者をターゲットに、地元に住み、地元を愛する

「観 自 在 王院 跡 」で行われた「平 泉世 界 遺産 祭

一般女性が岩手の魅力を新たな視点で情報発信

2015」に第２弾パンフレットの美女旅いわてモデル

し、誘客促進に繋げることを目的に「美女旅×

６名全員で参加しました。

いわて」の取組みを展開しています。

当日は、一関市の勝部市長にも激励いただき、

昨年８月に発行した、「美女旅×いわて第１

世界遺産の中尊寺や毛越寺も訪れ、世界遺産の

花巻・遠野～SL 銀河の旅～編」に続き、６

魅力に触れることができました。勝部市長は、ご自

月に、来年世界登録５周年を迎える平泉をはじ

身のフェイスブックでも美女旅×いわてを取り上げ

め、隣接する一関及び奥州を対象エリアとした

てくださいました。

弾

「美女旅×いわて

一関・奥州・平泉～世界遺

第２弾パンフレットは、世界遺産の旅編ということ

産の旅～編」の観光パンフレットを発行しまし

で、６名全員で世界遺産平泉の地のステージを盛

た。

り上げることができました。

発行にあたり、６月 17 日（水）に平泉町役

これから、地元のイベントやラジオ出演など、美女

場において、完成お披露目会を行いました。今

旅いわてモデルが、どんどん地域の魅力を情報発

回のパンフレットは世界遺産平泉をはじめ、奥

信していきます 。

州、一関の観光名所や伝統工芸品を紹介してい
ます。
当日のお披露目会の様子は、多数のメディア
の皆様に取り上げていただきました。

■問い合わせ先
岩手県県南広域振興局経営企画部
観光労働商業課
電話：0197-22-2812
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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 ◇◆◆
◇

陸前高田「新・ご当地グルメ」開発中です
「新・ご当地グルメ」は、陸前高田市商工
観光課が事務局となり、市内ホテル関係者や
飲食店有志らで、「陸前高田市に行かないと
食べられない観光グルメ」を目指し、平成 27
年１月から開発が進められています。平成 28
年３月の商品化に向け、定期的な商品開発会
議を行っています。
第６回目となった６月 23 日の会議では、３
店舗から４種類のメニューが試作品として提
案されました。料理の器や盛り付け方、刺身

ご当地グルメ開発会議の様子。

をおいしく食べる切り方などについても工夫
を凝らしています。また、活ホタテやワカメ
など、陸前高田を代表する食材を取り入れる
ことが条件とされており、各業者で試行錯誤
されたメニューはどれも三陸の色が前面に出
ており、期待が膨らみます。
今後は、開発の第２ステージとして、１つ
の御膳の中で刺身担当、汁物・ご飯担当のよ
うに、メニューの担当を決め、ひとつひとつ
を追求していきます。
来年３月に「新・ご当地グルメ」が完成し
た際には、皆さん是非陸前高田へお越しくだ
さい。

■問い合わせ先
「新・ご当地グルメ」事務局

提案されたメニュー。
ホタテの刺身、ワカメのしゃぶしゃぶ等。

陸前高田市商工観光課
電話：0192-54-2111
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◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇

夏の栗原を楽しもう！
～仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン 2015 が始まりました～
○伊豆沼・内沼はすまつり
「仙台・宮城【伊達な旅】夏キャンペーン

夏真っ盛りの８月には、伊豆沼・内沼の沼

2015」が７月１日から始まりました（９月 30

一面が淡いピンクのハスの花でいっぱいにな

日まで）。栗駒山の高山植物、ハスなど、夏

ります。沼全面に広がる美しい光景に息をの

の栗原は花の見どころがたくさん！夏のお出

むこと間違いなし。期間中は、船で湖面を散

かけは是非、栗原へ。

策できます。

花のきれいなおすすめポイントを紹介します。

●お問い合わせ
栗原市田園観光課

○栗駒山麓トレッキング

電話：0228-22-1151

様々な高山植物が咲く栗駒山は夏のトレッ

●乗船場所

キングにぴったり。初心者から上級者までさ

若柳会場（伊豆沼）：宮城県伊豆沼・内沼

まざまなコースがあるので、自分のペースで

サンクチュアリセンター付近

登ることができます。

築館会場（内沼）：内沼サンクチュアリ

標高 1,626m、天候に恵まれれば山頂からは
月山・鳥海山・蔵王連峰、そして遠く太平洋

センターつきだて館付近
●期間

まで一望できます。

平成 27 年８月１日（土）～８月 31 日（月）

トレッキングに当たり、山岳ガイド（有料）
の手配も可能です。

午前８時から午後５時まで
●料金：大人 700 円、子供 400 円。

●お問い合わせ
一般社団法人

栗原市観光物産協会

電話：0228-25-4166
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所 ◇◆◆◇

登米市観光案内所、オープンしました
平成 27 年６月６日（土）、登米市登米町

【外観】

に「登米市観光案内所」がオープンしました。
場所は、旧登米高等尋常小学校、遠山乃里、
髙倉勝子美術館の近くという登米町の観光拠
点となるところにあります。案内所では、各
種パンフレットを取り揃えていることに加え、
常駐の観光物産協会スタッフから登米市の見
所や事前に知っておきたい耳よりな情報を得
ることができます。また、ゆるキャラ「はっ
とン」グッズも販売されており、観光客のみ
ならず、はっとンファンにも満足いただける
でしょう。さらに、自動販売機と休憩スペー
スが設置されており、一休みができます。
登米にお越しの際はぜひお立ち寄りくださ
い。美しい「ハイカラさん」の衣装でスタッ
フがお待ちしております。
なお、年末年始を除き、年中無休です。
■場所
宮城県登米市登米町寺池桜小路 103
（髙倉勝子美術館向かい）
■営業時間
【パンフレット設置スペース】

午前 10 時から午後３時まで
■問い合わせ先
登米市観光案内所
電話：0220-23-7506（FAX 兼用）
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イベント情報など

◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

本吉マンボウサンバ大会が開催されます

八幡川かがり火まつり福興市が開催されます

８月 22 日（土）、気仙沼市本吉町で、

過ぎゆく夏に思いを馳せながら、ゆっ

地域のキャラクター「マンボウ」にちな

たりと流れる時間を感じられる「かがり

み、テンポの良いリズムに合わせたダン

火まつり」。

スを競う「本吉マンボウサンバ大会」が
開催されます。

ご神火の灯されたかがり火の中で繰り
広げられるステージイベントは、見る者

このイベントは平成６年から開催され、

を幻想的な雰囲気の中へ誘ってくれます。

今では気仙沼市本吉町の恒例イベントと
なっています。元気な掛け声とダンスを
披露しながら、商店街を練り歩きます。

■日時
平成 27 年８月 29 日(土)
午後１時から午後８時 30 分まで
■場所
■日時

さんさん商店街特設会場

平成 27 年８月 22 日(土)

（南三陸町志津川字御前下 59-1）

午後４時から午後８時 30 分まで

■問い合わせ先

■場所

福興市実行委員会

気仙沼市本吉町津谷商店街表通り

電話：090-7077-2550

■問い合わせ先

■ホームページ

本吉マンボウサンバ大会実行委員会

南三陸町観光協会

（本吉唐桑商工会内）

URL：http://www.m-kankou.jp/

電話：0226-42-2028
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

◇◆◆◇ 岩手県沿岸広域振興局経営企画部

「平泉歌舞伎」片岡愛之助特別公演

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

～悲劇の英雄、義経に奉ずる～

第４回ツール・ド・三陸が開催されます

歌舞伎や舞台のほか、人気テレビドラ

第４回「ツール･ド･三陸～サイクリン

マ「半沢直樹」にも出演した片岡愛之助

グチャレンジ 2015」が陸前高田市と大船

による歌舞伎の公演が行われます。

渡市を舞台に今年も開催されます。

また、当日の午前中には同会場にて伝

このイベントはタイムを競うレースで

統芸能団体フェスティバルが予定され、

はなく、一般市民参加型のサイクリング

県内の郷土芸能団体が出演します。

イベントです。東日本大震災津波によっ

■開催日

て被災した三陸エリアの復興町づくりを、

平成 27 年８月 28 日（金）

環境にやさしく、健康的な自転車イベン
トの開催で応援しながら、広域観光の推

■時間

開場：18 時 00 分、開演：18 時 30 分

進を継続的にサポートしていくことを目
的としています。

■場所

観自在王院跡野外特設舞台（平泉町）

1,000 名以上の参加者が陸前高田と大
船渡の沿岸を走り、三陸路の潮風を浴び

■出演

片岡愛之助、尾上右近

ながら走りぬきます。多くの方の御参加
をお待ちしております。

■演目

一、五條橋（素踊り）

二、吉野山

■料金

Ｓ席：11,000 円、Ａ席：6,000 円
■公演についての問い合わせ先

○

SAP（サップ）
電話：03-5226-8537

○

NORTH ROAD MUSIC
電話：022-256-1000

○

世界遺産連携推進実行委員会

■開催日

電話：0191-46-5572（平泉町観光商

平成 27 年 10 月 10 日（土）～11 日（日）

工課）

※10 日(土)：大会受付、前日祭
ケロ平も平泉歌舞伎に
行きたいケロ～！

11 日(日)：走行イベント、子供自転
車教室
■応募期間

平成 27 年８月１日（土）～９月 11 日
（金）
■申込み・問い合わせ先

ツール・ド・三陸公式ＨＰからエント
©2013 岩手県 ケロ平 designed by センウェンルー

リー
http://www.tour-de-sanriku.com/
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◇◆◆◇ 岩手県沿岸広域振興局経営企画部

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

栗原地域事務所 ◇◆◆◇

秋刀魚・うに・アワビ・帆立・かき・ホヤ・わかめ祭り

「みんなでしあわせになるまつり 2015」が

が開催されます

開催されます！

大船渡の海産物の祭典「秋刀魚・うに・

会場に集まった方々、商店街の人々や

アワビ・帆立・かき・ホヤ･わかめ祭り」

スタッフなど、このまつりに関わったす

の時期が今年もやってきました。

べての人が幸せな気持ちになれるように

インパクトある祭りの名のとおり、当

という願いが込められた「みんなでしあ

日は三陸の海の幸が勢ぞろいです。種類

わせになるまつり 2015」が開催されます。

豊富な三陸大船渡の特産品を販売するほ

今年で十周年を迎えるこの祭りでは、昭

か、歌謡ショーなどイベントも予定され

和に活躍したレトロな車の展示やパレー

ています。

ドのほか、ボンネットバス乗車会やフリ

炭火焼サンマ 5,000 匹のプレゼントも
ありますので、是非大船渡へお越しくだ

ーマーケットなどのイベントを盛大に行
います。

さい。

どこか懐かしい雰囲気に包まれた商店
街を訪れ、古き良き時代の気分を味わっ
てみませんか。
幸せな気持ちになれるお祭りに、ぜひ
お越しください。

■日時
■開催日

平成 27 年９月 20 日(日)

平成 27 年８月 30 日（日）

午前９時から午後３時まで

■場所

■場所

大船渡市蛸ノ浦漁港
（大船渡市赤崎町字鳥沢 164－2）

栗駒岩ヶ崎六日町通り商店街
■問い合わせ先

みんなでしあわせになるまつり実行委

■問い合わせ先

未来蛸ノ浦実行委員会（鎌田水産内）

員会（栗駒鶯沢商工会内）

電話：0192-27-8470

電話：0228-45-2191
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◇◆◆◇ 宮城県東部地方振興事務所
登米地域事務所 ◇◆◆◇

長沼はすまつり開催中！

８月１日から８月 31 日（予定）、登米
市迫町の長沼で「長沼はすまつり」を開
催します。期間中は、長沼特設桟橋より
遊覧船が運行し、水面に咲き誇るハスの
花を間近で観賞することができます。
遊覧船は悪天候の場合以外、毎日運行
しており、船頭さんのおもしろいお話も
聞くことができます。ご家族、ご友人と、
ぜひお越し下さい。

■日時

平成 27 年 8 月１日（土）～８月 31 日
（月）（予定）
午前９時から午後４時まで
（最終乗船午後３時 30 分）
■料金

中学生以上 700 円、小学生 500 円
10 名様以上での団体割引や、福祉割引
もございます。詳細は下記へ。
■問い合わせ先

登米市観光物産協会
電話：0220-52-4648
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