盛り上げよう！岩手・宮城県際交流

●一関・大船渡・栗原・登米・気仙沼 合同広報紙

岩手・宮城県際ネットワーク
－ 平成２７年１０月１日発行 － （担当公所：東部地方振興事務所登米地域事務所）（第１４１号）
●編集・発行

地域づくり団体ネットワーク岩手・宮城県際交流会事務局

岩手県

県南広域振興局経営企画部

0197-22-2812

http://www.pref.iwate.jp/index.rbz

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

0192-27-9911

http://www.pref.iwate.jp/index.rbz

宮城県

北部地方振興事務所栗原地域事務所商工・振興班

0228-22-2195

http://www.pref.miyagi.jp/nh-khsgsin/

宮城県

東部地方振興事務所登米地域事務所商工・振興班

0220-22-6123

http://www.pref.miyagi.jp/et-tmsgsin/

宮城県

気仙沼地方振興事務所商工・振興 班

0226-24-2593

http://www.pref.miyagi.jp/ks-tihouken/

圏域情報
◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所◇◆◆◇

毎月第 1 日曜日は「石森いろいろ市場」
登米市中田町石森は、その昔「互市」
やお祭りが盛んに行われていた地方商業
地域でした。「懐かしい思いと、新たに
生まれる縁で町や市がにぎわうように」
との思いで、登米市中田町「石ノ森章太
郎ふるさと記念館」隣の空き施設を活用
して、毎月第 1 日曜日に「石森いろいろ
市場」を開催しています。その名の通り、
新鮮な地元野菜や沿岸部からは海産物、
手作り小物やインポート雑貨、健康と美
容の体験コーナー等、小さいながらも様々

■日時

毎月第 1 日曜日：10 時～16 時

なお店が並びます。
今年 4 月の第 1 回は 5 店舗でしたが、

■場所

出店関係者の方々の努力と協力により、

登米市中田町石ノ森章太郎ふるさと記

最近は 25 店舗のお店が並ぶような盛り上

念館隣

がりとなっています。

■問い合わせ先

チャレンジショップとしてご利用いた

コミュニティカフェ「Cafe たばごや」

だく出店者や、地域活動を支える運営ボ
ランティアも募集しています。お誘い合

電話：0220-23-7015
■運営

わせの上、ぜひお越しください。

ＮＰＯ法人故郷まちづくりナイン・タウン
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◇◆◆◇ 岩手県県南広域振興局 ◇◆◆◇

黄金メロンで「祝岩手国体」！
平泉町の特産品「黄金メロン」の生産

堀江局長からは「来年は岩手国体に加

者の皆さんで組織する黄金メロン研究会

え、平泉世界遺産の登録 5 周年を向かえ、

会長の高橋正洋さんが 9 月 2 日、県南広

様々なイベントが開かれます。黄金メロ

域振興局を訪問し、堀江淳局長に「祝岩

ンを特産品としてアピールする良い機会

手国体」の網目模様の入った黄金メロン

になるし、今後とも多くの人に喜ばれる

を寄贈しました。

メロンを栽培してほしい」とコメントし

黄金メロンは平成 9 年に平泉町の特産

ました。

品として生産が始まり、網目が美しいの

寄贈いただいた黄金メロンは、県南広

が特徴で、1 本の苗から 1 個だけしか収穫

域振興局が作成する希望郷いわて国体Ｐ

できないとのこと。糖度が 14 度以上あり、

Ｒビデオにも登場する予定です。是非、

甘味と香りが高く、今年はおよそ 500 個

ご覧ください。

を栽培したそうです。
高橋さんは「『祝岩手国体』の文字が
入ったメロンを栽培したので是非見てほ
しかった。黄金メロンがもっと多くの人
に知れ渡るように生産に励みたい」とア
ピールし、「今は生産者 5 戸で栽培して
いるが、生産拡大を目指し、栽培してく
れる若い農家を募集しています」と話し
ていました。

-2-

◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇

恋し浜ホタテデッキがオープンしました
三陸鉄道南リアス線恋し浜駅下に、大
船渡市三陸町綾里の漁師やボランティア
らによって「ホタテデッキ」が整備され、
8 月 1 日にオープンしました。
この施設は地域住民や観光客、震災復
興で訪れるボランティアなどの交流拠点
となり、小石浜地域のさらなる賑わいが
期待できます。
木造でできた建物はとてもかわいらし
く、つい立ち寄りたくなる外観です。店
舗ではこの地域特産の「恋し浜ホタテ」

店舗内グッズコーナー

の販売や、恋し浜グッズのＴシャツ、ス
トラップなどを購入することができます。
また、ウッドデッキでは事前予約をすれ
ば地元漁師さんと交流しながら恋し浜ホ

■店舗情報

タテのバーベキューを楽しむことができ

定休日：毎週月曜

ます。

開店時間：10 時～15 時
デッキ部分は要予約：1 人 500 円

越喜来湾も眺望することができますの
で、皆さん是非お越しください。

■問い合わせ先
恋し浜ホタテデッキ

ホタテデッキ外観
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090-6686-5148

◇◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所 ◇◆◆◇

「花山新そば祭り」を開催します
栗原市花山で、11 月 21 日（土）と 11

「挽きたて、打ちたて、ゆでたて」の

月 22 日（日）に地元のそば職人が目の前

三たてそばを食べにぜひお越しください。

で打ったそばを味わえる「花山新そば祭

■日時
平成 27 年 11 月 21 日（土）・22 日（日）

り」が今年も開催されます。

午前 11 時～午後 3 時

寒暖の差がある気候で育った花山産の
そば粉は、風味豊かで甘みがあるのが特
徴です。
来場された方からは、「そばがぷりぷ

※そば粉がなくなり次第終了となりま
す。
■場所

りしておいしかった」、「遠くから来た
かいがあった」と大変好評をいただいて

道の駅
ま内

おります。

自然薯の館
（栗原市花山字本沢北ノ前 112-1）

当日は、新そば祭りにあわせ、花山そ
ば打ち名人から学ぶ「そば打ち教室」

路田里（ろーたりー）はなや

■問い合わせ先

(11/21)、農家のお母さん直伝の「コンニ

自然薯の館

ャクづくり教室」(11/22)も開催します。

電話：0228-56-2265

（ともに要申込）

※そば打ち教室・コンニャクづくり教

そば粉を使ったお菓子を味わえる「そ

室のお申し込みとお問い合わせは，

ばカフェ」、岩魚の塩焼き・手づくりコ

花山ふるさと交流館

ンニャクの販売、そばの石臼ひき体験も

電話：0228-43-5111

行います。
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◇◆◆◇ 宮城県気仙沼地方振興事務所 ◇◆◆◇

レストラン神割がグランドオープンしました
7 月 10 日（金）、南三陸町戸倉の「レ
ストラン神割」がグランドオープンしま
した。当レストランは今年の 4 月から休
業していましたが、5 月 1 日（金）に神割
崎キャンプ場とともに営業を再開し、7 月
の本格的なオープンとなりました。
南三陸町の景勝地「神割崎」に近い神
割観光プラザ内で営業するレストランは、
リアス海岸の入り組んだ荒々しい地形と
太平洋の青い海に臨んだ席で、打ち寄せ
る波の音を聞きながら食事を楽しむこと
ができます。また、店内のテーブルには
南三陸産の木材を使用しており、南三陸
の海の恵みと山の恵みを一度に感じるこ
とができます。
南三陸で獲れたカキ、タコ、ムール貝、
ワカメなどの具材と南三陸米を使った「シ
ーサイドカレー」や、地元食材をふんだ
んに使用した惣菜をワンプレートで味わ
える「神割プレートランチ」など、南三
陸を楽しんでもらえるようなメニューの

■問い合わせ先

ほか、ランチの他にカフェのメニューも

レストラン神割（神割観光プラザ）

提供しています。今後、メニューは随時

（南三陸町戸倉字寺浜 81-23）

追加される予定です。

電話：0226-46-9221

南三陸を五感で楽しむことができる素

営業時間：午前 11 時から午後 3 時まで

敵なお店となっておりますので、ぜひ足

（ラストオーダー：午後 2 時 30 分）

を運んでみてはいかがでしょうか。

定休日：火曜日
（臨時休業日については HP をご確認く
ださい）
URL：http://www.m-kankou.jp/
kamiwari-camp/restaurant/
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イベント情報など
◇◆◆◇宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所◇◆◆◇

第２回「おおあみミンミンマルシェ」開催します！
平成 27 年 10 月 17 日（土）午前 10 時

ことの出来る物品がたくさん出品されま

～午後 3 時、登米市迫町大網のおおあみ

す。大網地域を元気にしようと頑張って

コンテナテラス及びコンテナおおあみ駐

いる団体や若者とともに、楽しい 1 日に

車場にて、第 2 回おおあみミンミンマル

しませんか。ご家族やご友人と、ぜひお

シェを開催します。主催は NPO 法人とめ

越し下さい。

タウンネット、運営協力団体は、宮城学
生ボランティアユニオンと NPO 法人ウィ
メンズアイです。上記 3 団体が、大網地
域のにぎわい創出やマルシェを通じた来
街者の拡大及び交流人口の増加を目的と
して開催するもので、昨年に続き、今年
も開催することとなりました。
マルシェとはフランス語で「市場」の
ことを指し、フリーマーケットとは違い、
手作りの様々な産品を持ち寄って販売す
るところです。
出店品目については、以下の通りとな
っています。
○おおあみコンテナテラス沿い
①物販
雑貨、スイーツ、野菜
②大学生による子ども向けワークシ
ョップ
缶バッジ制作、ハロウィンコスチ

■日時
平成 27 年 10 月 17 日（土）

ュームでの記念撮影

■場所

○コンテナおおあみ駐車場
飲食物を販売するグルメエリア

登米市迫町佐沼大網「おおあみコンテ
ナテラス」「コンテナおおあみ駐車場」

当日は居場所心家を終日無料開放して

■問い合わせ先

おり、休憩場所として利用できるほか、

NPO 法人とめタウンネット（コンテナ

購入いただいた飲食物を店内で食べるこ

おおあみ内おおあみミンミンマルシェ事

とができます。

務局）

マルシェは、いつでもどこでも可能な
買い物とは違い、マルシェでのみ出会う
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電話：0220-44-4210

◇◆◆◇ 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

第４回全国ご当地もちサミット 2015in 一関

大船渡地域振興センター ◇◆◆◇

全国太鼓フェスティバル陸前高田が開催されます

ユネスコ無形文化遺産「和食；日本人

900 年以上の歴史と伝統を誇る陸前高

の伝統的な食文化」でも紹介された一関

田市気仙町の「けんか七夕」。この祭り

のもち食文化。

の際に打ち鳴らされる「けんか七夕太鼓」

もちの聖地「岩手

いちのせき」で、

今年ももちグルメの熱き戦いが開催され

など、地元からはもちろんのこと、全国
から勇壮な伝統太鼓が集まります。

ます！

今年のテーマは「いのちは、鼓動から

全国のもちグルメの覇者は一体どのグ
ルメか、あなたの一票が「もちのせき」

はじまる」です。力強い太鼓の鼓動をお
楽しみください。

の将来を決定します！
今年は、全国からおもち帰り用のもち
も集結します。
また、会場周辺の一関水辺プラザでは
「2015 熱気球ホンダグランプリ第 3 戦
一関・平泉バルーンフェスティバル 2015」
（10 月 10 日（土）～12 日（月・祝））
が開催され、競技飛行のほか、体験搭乗
やバルーンイリュージョンも行われます。
■開催日：10 月 10 日（土）～11 日（日）
■時

間：10 時～15 時
（投票は 14 時まで）

■場

所：一関市総合体育館周辺特設会場
■開催日時

（屋外テント）
■料

金：すべて 400 円

平成 27 年 10 月 18 日（日）

■店舗数：○全国自慢のご当地もちグルメ
ご当地もち---------25 種

開演
■会場

○もち帰りもち-----25 種
■お問い合わせ先：

10 時～15 時

陸前高田市立第一中学校体育館
■主催

一関市商業観光課

TEL:0191-21-8413

一関商工会議所

TEL:0191-23-3434

全国太鼓フェスティバル実行委員会
■問い合わせ先

■特設サイト：

陸前高田市役所企画部商工観光課

http://mochi-summit.jp/
■公式 facebook：

電話：0192-54-2111

https://ja-jp.facebook.com/mochisum
mit
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◇◆◆◇ 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 ◇◆◆◇

モ～ランドまつり 2015 が開催されます

第 31 回気仙沼市産業まつりが開催されます

「モ～ランド・本吉」は，気仙沼市

気仙沼の秋の風物詩、カツオやサンマ

本 吉 町 の小 高 い丘 陵 地 にある牧 場です。

の旬に合わせ、気仙沼市最大の産業イベ

この緑豊かでのんびりとした牧場で、

ント「第 31 回気仙沼市産業まつり」を開

「 モ ～ ラ ン ド ま つ り 2015」 が 開 催 さ れ

催します。

ます。

名物となっているジャンボのり鉄火巻

当日は、広大な牧場を眺めながら焼

き大会では、昨年の 322 メートルを上回

肉を楽しむことができるほか、牛乳早

る最長記録に挑戦します。このほか、水

飲みや乾草転がし大会などが行われま

産、商工、農業など各ブースで地場産品

す。また、バター作りや乳しぼり、乗

の展示や即売を行います。

馬などの体験コーナーや、気仙沼ご当

当日は、市内観光巡回バスも運行され

地 アイドル「 SCK ガー ルズ」のステー ジ、

ますので、皆さんぜひお越しください。

焼 肉 券 購 入 者 を対 象 とした抽 選 会 など、
イベントが盛りだくさんとなっていま
す。
自然の中で動物と触れ合いながら、
秋を感じてみてはいかがでしょうか。

■日時

■日時

平成 27 年 10 月 11 日（日）

平成 27 年 10 月 18 日（日）

午前 10 時から午後 2 時まで

午前 9 時から午後 3 時まで

■場所

■場所

モ～ランド本吉・特設会場（ふれあい広場）

気仙沼市魚市場

（宮城県気仙沼市本吉町角柄 15-4）
■問い合わせ先

（宮城県気仙沼市魚市場前 8-25）
■問い合わせ先

モ～ランド・本吉

気仙沼市産業まつり実行委員会事務局

電話：0226-43-9006

（気仙沼市産業部商工課内）

URL：http://www.mooland.jp/

電話：0226-22-6600
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◇ ◆◆◇ 宮城県北部地方振興事務所
栗原地域事務所 ◇◆◆◇

「くりはら産品フェア」が開催されます！

栗原地域には、栗駒山から流れるきれ
いな水で育った美味しい米や野菜などの
農産物、そしてそれらを活かした加工品
がたくさんあります。
こうした栗原の食材をより多くの人に
知っていただくため、仙台市一番町四丁
目商店街において、「くりはら産品フェ
ア」を開催します。生産者自らが、栗原
市内で生産・製造した農産物や加工品を
販売します。
また、会場内には、観光 PR ブースも設
け、食だけではなく、栗駒山や伊豆沼・
内沼など、栗原の観光スポットについて
もその魅力をお伝えします。
栗原の“おいしい！”をぜひご賞味くださ
い。
■日時
10 月 24 日（土），25 日（日）
午前 10 時から午後 3 時 30 分まで
■場所
仙台市一番町四丁目商店街
■問い合わせ先
一般社団法人栗原市観光物産協会
電話：0228-25-4166
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